
特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー

事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

週末体験事業（202011）①
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2020年11月 2020年11月 関西圏 17人 小学生 20人

週末体験事業（202011）②
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2020年11月 2020年11月 関西圏 22人 小学生 28人

週末体験事業（202011）③
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2020年11月 2020年12月 関西圏 44人 小学生 56人

中高生活動拠点整備事業
2020（垂水区）

中学生・高校生を対象とした
居場所の運営

2020年11月 2021年3月
神戸市垂水
区

350人 中学生・高校生 7000人

生活困窮世帯向け学習支援
事業2020（神戸市）

生活困窮世帯の小中学生を
対象とした学習支援の実施

2020年11月 2021年3月 神戸市各所 1200人
神戸市内の生活困
窮世帯の小中学生

4500人

生活困窮者学習支援事業
2020（明石市）

生活困窮世帯の中学生を対
象とした学習支援の実施

2020年11月 2021年3月
兵庫県明石
市

450人
明石市内の生活困
窮世帯の中学生

1300人

小学生放課後学習支援事
業2020（神戸市）

小学生を対象とした学習支援
の実施

2020年11月 2021年3月
神戸市兵庫
区・長田区

100人 小学生 500人

第三の居場所事業2020
尼崎市内の一部地域の小学
生を対象とした居場所事業

2020年11月 2021年3月
兵庫県尼崎
市

10人
尼崎市内の一部地
域に在住の小学生

15人

休業日等学習支援事業
2020（寝屋川市）

寝屋川市内の小中学生を対
象とした学習支援の実施

2020年11月 2021年3月
大阪府寝屋
川市

100人 小学生・中学生 600人

青少年施設管理事業2020
中高生を対象とした居場所事
業

2020年11月 2021年3月
兵庫県尼崎
市

10人 中学生・高校生 1500人

明石市高校進学応援事業
2020

生活困窮世帯の中学3年生
(奨学生)を対象とした学習支
援の実施

2020年11月 2021年3月
兵庫県明石
市

30人
明石市内の生活困
窮世帯の中学3年
生

70人

枚方市学力向上推進事業
2020

枚方市の中学生を対象とした
学習支援の実施

2020年11月 2021年3月
大阪府枚方
市

30人 中学生 150人

不登校児童等通所事業
2020（大阪市）

不登校の子どもを対象とした
居場所提供事業の実施

2020年11月 2021年3月
大阪市東住
吉区・生野区

8人
不登校の小学生・
中学生

18人

不登校児童等通所事業
2020（尼崎市西部）

不登校の子どもを対象とした
居場所提供事業の実施

2020年11月 2021年3月
兵庫県尼崎
市

8人
不登校の小学生・
中学生

21人

経済的に困窮している世帯
を対象としたオンライン学習
支援

経済的に困窮している世帯を
対象としたオンライン学習支
援の実施

2020年11月 2021年3月
兵庫県西宮
市・尼崎市

3人 中学生 6人

不登校の子どもを対象とした
オンラインの居場所

不登校の子どもを対象とした
オンラインの居場所の実施

2020年11月 2021年3月
兵庫県西宮
市・尼崎市

8人
不登校の小学生・
中学生

5人
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

こうべカタリ場2020
高校生を対象としたキャリア教
育授業の実施

2020年11月 2021年3月
神戸市内の
高等学校

186人 高校生 1201人

にしのみやこども食堂
欠食、孤食等の子どもを対象
とした食事の提供、居場所の
支援

2020年11月 2021年10月
兵庫県西宮
市

36人
小学生・中学生・高
校生

357人

大学生自己理解プログラム
大学１年生を対象とした２泊３
日の自己理解プログラムの実
施

2020年11月 2021年10月 兵庫県内 10人 大学生 30人

大学生社会起業家支援事
業

社会起業家を志す大学生を
対象に経済的な支援等のサ
ポート、拠点の提供

2020年11月 2021年10月
兵庫県西宮
市

5人 大学生 10人

子どもを対象とした訪問型学
習支援事業

子どもを対象とした訪問型学
習支援の実施

2020年11月 2021年10月 関西圏 6人
小学生・中学生・高
校生

6人

児童養護施設学習支援事
業

児童養護施設における学習
支援の実施

2020年11月 2021年10月
大阪市内
児童養護施
設

1人 小学生・中学生 2人

不登校・発達障害の子どもを
対象とした学習支援

不登校・発達障害の子どもを
対象とした訪問型学習支援の
実施

2020年11月 2021年10月 関西圏 4人
不登校・発達障害
の小学生・中学生・
高校生

4人

関西カタリ場
高校生を対象としたキャリア教
育授業の実施

2020年11月 2021年10月
関西圏の高
等学校等

372人 高校生 2481人

課題探究プログラムSeeker
高校生を対象とした課題探究
授業の実施

2020年11月 2021年10月
関西圏の高
等学校等

30人 高校生 222人

冬季2泊
スキーキャンプ

小学生を対象としたスキー
キャンプの実施

2020年12月 2020年12月 関西圏 22人 小学生 27人

週末体験事業（202012）④
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2020年12月 2021年1月 関西圏 36人 小学生 64人

オンライン国際交流
（202101）①

高校生・大学生を対象に、オ
ンラインで海外の方と異文化
交流を実施

2021年1月 2021年2月 オンライン 8人 高校生・大学生 20人

週末体験事業（202102）⑤
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2021年2月 2021年3月 関西圏 44人 小学生 56人

オンライン国際交流
（202103）②

高校生・大学生を対象に、オ
ンラインで海外の方と異文化
交流を実施

2021年3月 2021年3月 オンライン 8人 高校生・大学生 20人

春季小学6年生対象
チャレンジキャンプ

小学6年生を対象としたチャレ
ンジキャンプの実施

2021年3月 2021年3月 関西圏 6人
小学生
(小学校6年生)

10人

春季全学年対象
キャンプ

小学生を対象とした2泊キャン
プの実施

2021年3月 2021年3月 関西圏 18人 小学生 30人

春季全学年対象
キャンプ

小学生を対象とした2泊キャン
プの実施

2021年3月 2021年3月 関西圏 18人 小学生 30人

週末体験事業（202104）⑥
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2021年4月 2021年7月 関西圏 66人 小学生 84人

中高生活動拠点整備事業
2021（垂水区）

中学生・高校生を対象とした
居場所の運営

2021年4月 2021年10月
神戸市垂水
区

350人 中学生・高校生 7000人
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

生活困窮世帯向け学習支援
事業2021（神戸市）

生活困窮世帯の小中学生を
対象とした学習支援の実施

2021年4月 2021年10月 神戸市各所 1200人
神戸市内の生活困
窮世帯の小中学生

4500人

生活困窮者学習支援事業
2021（明石市）

生活困窮世帯の中学生を対
象とした学習支援の実施

2021年4月 2021年10月
兵庫県明石
市

450人
明石市内の生活困
窮世帯の中学生

1300人

小学生放課後学習支援事
業2021（神戸市）

小学生を対象とした学習支援
の実施

2021年4月 2021年10月
神戸市兵庫
区・長田区

100人 小学生 500人

放課後児童健全育成事業
2021

尼崎市の一部地域の小学生
を対象とした居場所事業

2021年4月 2021年10月 尼崎市 10人 小学生 15人

困難を抱える子どもの見守り
支援事業2021

関西圏の一部地域の小学生
を対象とした見守り事業

2021年4月 2021年10月 関西圏 10人 小学生 15人

困難な状態にある子どもたち
を見守る大学生ボランティア
の育成事業2021

尼崎市の大学生を対象とした
育成支援事業

2021年4月 2021年10月
兵庫県尼崎
市

10人 大学生 15人

休業日等学習支援事業
2021（寝屋川市）

寝屋川市内の小中学生を対
象とした学習支援の実施

2021年4月 2021年10月
大阪府寝屋
川市

100人 小学生・中学生 600人

青少年施設管理事業2021
中高生を対象とした居場所事
業

2021年4月 2021年10月
兵庫県尼崎
市

10人 中学生・高校生 1500人

明石市高校進学応援事業
2021

生活困窮世帯の中学3年生
(奨学生)を対象とした学習支
援の実施

2021年4月 2021年10月
兵庫県明石
市

30人
明石市内の生活困
窮世帯の中学3年
生

70人

小学生放課後活動支援事
業2021

小学生を対象とした放課後活
動支援の実施

2021年4月 2021年10月
兵庫県西宮
市

30人 小学生 100人

困難を抱える子どもの支援
事業2021

困難を抱える小中学生の学
習支援の実施

2021年4月 2021年10月 関西圏 5人 小学生・中学生 10人

不登校児童等通所事業
2021（大阪市）

不登校の子どもを対象とした
居場所提供事業の実施

2021年4月 2021年10月
大阪市東住
吉区・生野区

10人
不登校の小学生・
中学生

15人

不登校児童等通所事業
2021（尼崎市西部）

不登校の子どもを対象とした
居場所提供事業の実施

2021年4月 2021年10月
兵庫県尼崎
市

10人
不登校の小学生・
中学生

20人

子どもを対象としたオンライ
ン学習支援事業

子どもを対象としたオンライン
学習支援の実施

2021年4月 2021年10月 関西圏 3人
小学生・中学生・高
校生

3人

不登校児童等通所事業
2021

不登校の子どもを対象とした
居場所提供事業の実施

2021年4月 2021年10月 関西圏 10人
不登校の小学生・
中学生

20人

こうべカタリ場2021
高校生を対象としたキャリア教
育授業の実施

2021年4月 2021年10月
神戸市内の
高等学校

64人 高校生 400人

夏季低学年対象1泊
キャンプ

小学校低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2021年5月 2021年5月 関西圏 18人
小学生1年生～3年
生

30人

週末体験事業（202106）⑦
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2021年6月 2021年7月 関西圏 44人 小学生 56人

週末体験事業（202107）⑧
小学生を対象とした様々な自
然体験ができるプログラムの
実施

2021年7月 2021年7月 関西圏 44人 小学生 56人
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

枚方市学力向上推進事業
2021

枚方市の中学生を対象とした
学習支援の実施

2021年7月 2021年10月
大阪府枚方
市

30人 中学生 150人

中高生マレーシアワークキャ
ンプ2021夏

中学生・高校生を対象とした
マレーシアでのワークキャン
プの実施

2021年8月 2021年8月
マレーシア領
ボルネオ島
サバ州

8人 中学生・高校生 15人

大学生マレーシアワークキャ
ンプ2021夏

中学生・高校生を対象とした
マレーシアでのワークキャン
プの実施

2021年8月 2021年8月
マレーシア領
ボルネオ島
サバ州

8人 大学生 15人

国内ワークキャンプ
（202108）①

中学生・高校生を対象とした
地方創生ワークキャンプの実
施

2021年8月 2021年8月 関西圏 8人 中学生・高校生 15人

国内ワークキャンプ
（202108）➁

中学生・高校生を対象とした
地方創生ワークキャンプの実
施

2021年8月 2021年8月 関西圏 8人 中学生・高校生 15人

オンラインミャンマースタディ
ツアー（202108）①

中学生・高校生を対象とした
オンラインスタディツアーの実
施

2021年8月 2021年8月 オンライン 4人 中学生・高校生 30人

夏季全学年対象3泊
キャンプ

小学生を対象とした3泊キャン
プの実施

2021年8月 2021年8月
兵庫県
姫路市

16人 小学生 24人

夏季全学年対象1泊
キャンプ

小学生を対象とした1泊キャン
プの実施

2021年8月 2021年8月 関西圏 22人 小学生 28人

夏季低学年対象2泊
キャンプ

小学校低学年を対象とした2
泊キャンプの実施

2021年8月 2021年8月 関西圏 18人
小学生1年生～3年
生

30人

夏季全学年対象
登山キャンプ

小学校高学年・中学生を対象
とした富士登山キャンプの実
施

2021年8月 2021年8月
静岡県
富士市

16人
小学生4年生～中
学校3年生

24人

夏季全学年対象3泊
チャレンジキャンプ

小学校高学年・中学生を対象
としたチャレンジキャンプの実
施

2021年8月 2021年8月
兵庫県
姫路市

10人
小学生4年生～中
学校3年生

20人

週末体験事業（202109）⑨
小学生を対象とした様々な自
然体験ができるプログラムの
実施

2021年9月 2021年10月 関西圏 44人 小学生 56人

週末体験事業（202109）⑩
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2021年9月 2021年10月 関西圏 44人 小学生 56人

オンラインミャンマースタディ
ツアー（202109）②

中学生・高校生を対象とした
オンラインスタディツアーの実
施

2021年9月 2021年9月 オンライン 4人 中学生・高校生 30人

大学生ミャンマースタディツ
アー2021

大学生を対象としたミャンマー
でのスタディツアーの実施

2021年9月 2021年9月
ミャンマー連
邦共和国

7人 大学生 15人

オンライン国際交流
（202109）③

高校生・大学生を対象に、オ
ンラインで海外の方と異文化
交流を実施

2021年9月 2021年9月 オンライン 8人 高校生・大学生 20人

オンライン修学旅行
中学生・高校生を対象に、数
か国の海外の方と交流する。

2021年10月 2021年10月 オンライン 8人 中学生・高校生 30人
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