
■外国につながる子どもの都内各地域での学習環境の実態調査_民間の学習支援教室一覧

所在地 実施団体名 学習教室の場所 電話番号 FAX番号 E-mail URL 開催日時 メモ 受講料

1 荒川区
（特非）　多文化共生センター

子どもプロジェクト
荒川区西尾久６−９−７ 03-6807-7937 03-6807-7937 tokyo@tabunka.jp http://tabunka.or.jp/support/volunteer/ 土曜日　15時半～17時半

・日本語、各教科、作文、面接等の

受験対策
無料

2 荒川区
（特非）　多文化共生センター

たぶんかフリースクール荒川校
荒川区西尾久６−９−７ 03-6807-7937 03-6807-7937 tokyo@tabunka.jp http://tabunka.or.jp/support/volunteer/ 火曜日～金曜日　10：00～15:50

・日本語、各教科、作文、面接など

の受験対策

・主に15歳以上、もしくは、母国で中

学を卒業して来日をしたため、公立

中学校に入学できない学齢超過の

子どもたち

有料

3 北区 北区学び場　Let’s Study
北区王子1-11-1 北とぴあ４階

北区NPO・ボランティアぷらざ４階
― ―

edaza_p_0120@yahoo.co.j

p

https://www.facebook.com/lets.study.kitaku

/
土曜日　10時～12時

・北区の日本語を母語としない小中

高生を対象とした

・宿題、教科学習支援

無料

4 品川区
CCS　せかいの子どもと手をつなぐ

学生の会

活動エリア：八王子、武蔵野、目

黒、練馬、日暮里
― ― ccs@e-mail.jp http://www.ccs-ngo.org/ エリアごとに異なる ・大学生による学習サポート 無料

5 品川区 NPO法人 IWC国際市民の会 品川区戸越6丁目7-4 03-6331-4881 03-6331-4881 iwc@npo-iwc.org http://www.npo-iwc.org/gogaku/koukou
火・水・木・金

10:00～15:00（昼休みあり）

・日本語（国語）・数学・英語・理

科・社会・作文・面接等高校受験対

策

有料

6 新宿区 こどもクラブ新宿
新宿区立教育センター

東京都新宿区大久保3-1-2

（新宿コズミックセンター内）

03-3232-5121

（公財）新宿未来

創造財団　地域交

流課

03-3209-1833

（公財）新宿未来

創造財団　地域交

流課

chiiki@regasu-shinjuku.or.jp http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=636

小学生クラス：火曜日と木曜日

中学生クラス：火曜日と木曜日

中学3年生クラス：土曜日

・英語、数学、国語、日本語 無料

7 新宿区
（特非）　多文化共生センター

たぶんかフリースクール新宿校

新宿区百人町１−１７−１４

コーポババ
03-5389-8825 03-5389-8825 tokyo@tabunka.jp http://tabunka.or.jp/support/volunteer/

月曜日～金曜日　9:00～13:00

（時間変更の可能性有り） 

・日本語、各教科、作文、面接など

の受験対策

・主に15歳以上、もしくは、母国で中

学を卒業して来日をしたため、公立

中学校に入学できない学齢超過の

子どもたち

有料

8 墨田区 外国人生徒学習の会（FSC）
すみだ国際学習支援センター

（錦糸小学校内）

墨田区錦糸1-9-12

0473-72-3799

090-6507-8835

（藤田 ）

03-3622-9610

(安藤 ）

 03-3622-9687 
fsc.7-

5mck08_silc@d4.dion.ne.jp
水曜日、土曜日

・主に墨田区内の外国につながる中

学生

・日本語、教科（国語、数学、英

語、理科、社会、etc)

無料

9 豊島区

池袋WAKUWAKU勉強会

（NPO法人 豊島子ども

WAKUWAKUネットワーク）

区民ひろば池袋

東京都豊島区池袋4-21-10
090-3519-3745 ―

info@toshimawakuwaku.co

m
http://toshimawakuwaku.com/ 火曜日 学校教科(小・中・高) 無料

10 豊島区
クローバー

（子どもサポーターズとしま）

上池袋第一まちづくりセンター

豊島区上池袋2-26-7
水曜日 学校教科(小・中) 無料

11 豊島区
クローバー朋有

（子どもサポーターズとしま）

○中高生センタージャンプ東池袋

東池袋２－３８－１０－２階

小学生：木曜日

中学生：水曜日
学校教科(小・中) 無料

12 中野区
中野区国際交流協会「子ども日

本語クラス」

なかのZERO西館3階　ANIC会

議室

中野区中野2-9-7なかのZERO

西館

03-5342-9169 03-3383-0728 http://www.anic.jp/contact/ http://www.anic.jp/nihongo/ 火曜日・木曜日
・原則として中野区内の学校に通う

日本語支援を必要としている小中学

生

登録料・教材費

13 中野区

無料塾「中野よもぎ塾」

★経済的な事情で、塾（家庭教

師や通信教育など有料の教育

サービス含む）に通えない子ども

「スマイルなかの」（中野区社会

福祉協議会）、「中野区産業振

興センター」ほか

050-3563-2114 nakanoyomogi@gmail.com https://nakanoyomogi.amebaownd.com/ 日曜日
・中学１～３年生（国・数・英・理・

社に対応します）
無料

080-3402-6739 ―
kodomo_clover@yahoo.co.j

p

http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-
clover

―
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14 大田区

（特非）ユースコミュニティ

「自由塾」

★大田区子どもの学習支援教室

○大森教室　山王3-7-3

○蒲田教室　西蒲田7-22-3大

越ビル６F

○池上教室　西蒲田1-19-19

○仲池上教室　仲池上1-31-1

パルシステム東京内 ３F

03-6312-9360

090-8777-4720

kodomogakusyuusien@gmail.c
om

http://youthcommunity.jimdo.com/
教室による ・学校教科

・小学校５年生～中学生
無料

15 国分寺市

NPO法人 一粒の麦

★経済的に苦しい家庭、ひとり親

家庭等、さまざまな困難な状態に

ある子ども達への教育支援を行っ

国分寺市内３か所 042-325-5460 042-325-5460
http://kokubunji-
ark.net/page6 http://kokubunji-ark.net/page1

土曜日

・小学校３年生～高校生（教室に

より異なる）

・中・高生は主要5教科（国・数・

英・社・理）、小学生は学校の補

習・宿題など

無料

16
西東京

市

「子ども日本語教室」

（NPO法人 西東京市多文化共

生センター（NIMIC)）

西東京市南町5-6-18　イングビ

ル1F　西東京市多文化共生セン

ター内

042-461-0381 042-461-0381 info@nimic.jp http://www.nimic.jp/ ・日本語教室・学習支援 無料

17
八王子

市

八王子国際協会学習教室・北野

学習教室

八王子市北野事務所
042-642-7091 042-642-7091 koko-8@nifty.com http://hia855.com/supportdesk/gakushu-shien/ 水曜日 ・外国人の児童、生徒 会費あり

18
八王子

市

八王子国際協会学習教室・八王

子駅前学習支援教室
八王子市国際協会 042-642-7091 042-642-7091 koko-8@nifty.com

http://hia855.com/supportdesk/gakushu-

shien/
月曜日 ・外国人の児童、生徒 会費あり

19
八王子

市

八王子にほんごの会 子ども支援

寺子屋
八王子市内１０か所 042-636-7792 なし

http://nihongonokai.com/%E3
%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84
%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81
%9B/

http://nihongonokai.com/

教室による

http://hia855.com/wp-

content/uploads/2014/11/nihong

o-no-kai-leaflettop.pdf

・小学生・中学生 会費あり

20
八王子

市

八王子つばめ塾

★経済的に苦しい家庭、ひとり親

家庭等、さまざまな困難な状態に

ある子ども達への教育支援を行っ

八王子市内６か所 080-3455-8022 なし
https://hachiojiswallow.com/?
page_id=476

https://hachiojiswallow.com/

教室による

https://hachiojiswallow.com/?pa

ge_id=8

主に中学生・高校生 無料

21
東村山

市
東村山地球市民クラブ 東村山市多摩湖町4-27-20  042-393-6660 042-393-6660

http://www.hm-
gcc.net/inquiry.html

http://www.hm-gcc.com/ 水曜日、土曜日 ・日本語教室への参加 会費あり

22 府中市
府中国際交流サロン 児童学習

支援

府中国際交流サロン

府中市寿町1－５府中駅北第2

庁舎3階

042-335-4401 042-352-4178 mail@fuchukokusai.gr.jp
http://www.fuchukokusai.gr.jp/pdf/annai/annai.p
df 金曜日

・府中市内の小学生、中学生対象

・東京外国語大学の学生による学習

支援

無料

23 福生市

YSCグローバル・スクール（旧：多

文化子ども・若者日本語教室）

（NPO法人青少年自立援助セ

ンター・定住外国人子弟支援事

業部）

福生市福生2351-1

東京都福生市本町117-1 スプリ

ングバレー福生201

042-552-7400  info＠kodomo-nihongo.com
https://www.kodomo-nihongo.com/educational-
support/

月曜日～土曜日
・「5才～小学生」「中学1～2年生」

「

中3～高校進学希望者」に対応

有料

（サポート制度

あり）

24 町田市
町田国際交流センター「子ども教

室」
町田市原町田4-9-8　町田市民

フォーラム4F

042-722-4260 042-722-5330 info@machida-kokusai.jp
https://www.machida-kokusai.jp/class-for-
children 土曜日 ・町田市内在学の小中学生 保険料あり

25 三鷹市
（公財）三鷹国際交流協会

子ども教室

三鷹市下連雀3-30-12

三鷹市中央通りタウンプラザ4階
0422-43-7812 なし mishop@parkcity.ne.jp http://www.mishop.jp 土曜日 学校教科の習得を支援 無料

26 三鷹市

「ピナット子ども学習支援教室」

（ピナット～外国人支援ともだち

ネット）

三鷹市野崎３－２２－１６ 0422-34-5498 0422-32-9372 hachinoko@ba2.so-net.ne.jp http://pinatmitaka.wixsite.com/pinat/kidsclass
小学生：水曜日、金曜日

中学生：水曜日、金曜日

・学校の宿題　・国語、算数（数

学）、英語（中学生のみ）を中心

に、教科の予習・復習

参加費あり

27
武蔵野

市

いちごの部屋

（東京YWCA武蔵野センター）
武蔵野市中町1-19-16 0422-27-5871 0422- 53-1436

 

musashino@tokyo.ywca.or.j

p

http://www.tokyo.ywca.or.jp/child/study_su

pport/
木曜日と土曜日

学校の勉強についていけるようになる

ことをめざして、日本語と学校の勉強

を一緒に行います。

参加費あり

―
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★ その他

NPO法人　キッズドア

★経済的に苦しい家庭、ひとり親

家庭等、さまざまな困難な状態に

ある子ども達への教育支援を行っ

中央区新川2-1-11八重洲第一

パークビル7階
03-5244-9900 03-5244-9991 info@kidsdoor.net http://www.kidsdoor.net/index.html

高校受験サポート、高校中退予防

支援サポート、学童保育支援
無料

http://www.kidsdoor.net/index.html

