
としま子ども学習支援ネットワーク　団体情報（令和4年8月現在）

マップ内の
NO. 1 2 3 4 5 6 7

学習会名 ミラクル学習支援 ちゅうりっぷ学習会
放課後寺子屋
＠サンモール大塚・大塚駅南町
会

ジャンプ東池袋
クローバー朋有　（木曜クロー
バー）

サンカククエスト・イッショニバンソ
ウ

クローバー

団体名
（正式名称）

Mirakuru
社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会

放課後寺子屋
豊島区立　中高生センター　ジャ
ンプ東池袋

　子どもサポーターズとしま
特定非営利活動法人 サンカク
シャ

子どもサポーターズとしま

対象
■小学生 ■小学生　　■中学生 ■小学生　　■中学生 ■中学生     ■高校生 ■小学生　　■中学生　■高校生 ■高校生 ■小学生　　■中学生　■高校生

■その他（　状況に応じて　）
（中高生の居場所です。学習支援
団体に等お繋ぎします。）

■その他（高校生15歳〜25歳ま
で）

開催日時 毎月最終土曜日　14時～17時 不定期
毎週火曜１７時～１８時３０分
（除　夏期・冬期・春期休業期間、
祝祭日）

毎週木曜日16:30-19:00
毎週 水曜、木曜、土曜 14時から
20時

毎週水曜日16:30-19:00

会場名
（正式名称）

駒込倶楽部 区民ひろば西巣鴨第一
大塚駅南町会・サンモール大塚
商店街事務所

中高生センター　ジャンプ東池袋
区民ひろば朋有

サンカクキチ 上池袋第一まちづくりセンター

会場住所 豊島区駒込2-3-5　原口ビル2F 豊島区西巣鴨2-35-3 豊島区南大塚3-50-2

東池袋2‐38‐10※改修工事のた
め令和4年度秋から令和5年度冬
まで仮施設にて運営
　 仮施設住所：東池袋4－27－10
サンソウゴビル3階

東池袋2‐38‐10
（2022年9月以降、変更予定。詳
細はお問い合わせください。） 豊島区上池袋4-35-12

※ お越しの際は、必ず事前のご
連絡をお願いいたします

豊島区上池袋2-26-7

最寄り駅
JR山手線・東京メトロ南北線
駒込駅　徒歩2分

JR大塚駅

「池袋駅」東口、地下鉄有楽町線
「東池袋駅」、JR山手線「大塚
駅」、都電荒川線「向原駅」
※仮施設も含む

板橋駅

URL Twitter：Mirakuru（ミラクル）
http://www.city.toshima.lg.jp/256
/kosodate/kosodate/hokago/jum
p/005698.html

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

https://www.sankakusha.or.jp/
http://clovertoshima.wixsite.com
/toshimaku-clover

メールアドレ
ス

redriver935@gmail.com csw_nishisugamo@t.toshima.ne.jp machi5hsk8@gmail.com A0019604@city.toshima.lg.jp kodomo_clover@yahoo.co.jp info@sankakusha.or.jp
kodomo_clover@yahoo.co.j
p

電話番号
090-8588-7568
（ショートメール歓迎）

03-6845-0148 03‐3971‐4931 080-3170-6436

03-6905-8287
 ※お電話は頂いたのち、折返し
担当者よりご連絡いたします。

080-3170-6436

連絡可能時
間帯

8:30～17:15
月～金曜日（10:00～
20:00）
土・日曜日（10:00～18:00）

14:00～20:00

活動内容 相談支援あり 相談支援あり 相談支援あり

http://www.city.toshima.lg.jp/256/kosodate/kosodate/hokago/jump/005698.html
http://www.city.toshima.lg.jp/256/kosodate/kosodate/hokago/jump/005698.html
http://www.city.toshima.lg.jp/256/kosodate/kosodate/hokago/jump/005698.html
http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover
http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover
https://www.sankakusha.or.jp/
http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover
http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover
mailto:redriver935@gmail.com
mailto:csw_nishisugamo@t.toshima.ne.jp
mailto:machi5hsk8@gmail.com
mailto:A0019604@city.toshima.lg.jp
mailto:kodomo_clover@yahoo.co.jp
mailto:info@sankakusha.or.jp
mailto:kodomo_clover@yahoo.co.jp
mailto:kodomo_clover@yahoo.co.jp


としま子ども学習支援ネットワーク　団体情報（令和4年8月現在）

マップ内の
NO.

学習会名

団体名
（正式名称）

対象

開催日時

会場名
（正式名称）

会場住所

最寄り駅

URL

メールアドレ
ス

電話番号

連絡可能時
間帯

活動内容

8 9 10 11 12 13 14

みみずく学習会 にじいろ学習会 WAKUWAKU勉強会 カフェ塾テラコヤ ニコニコこども会 聖シプリアン学習塾 たけのこクラブ

みみずくサポーターズ
社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会

認定特定非営利活動法人
豊島子どもWAKUWAKUネット
ワーク

特定非営利活動法人テラコヤ ジェイアカデミー 目白聖公会 たけのこクラブ

■小学生（２年生～６年生） ■小学生 ■小学生　　■中学生　■高校生 ■中学生　■高校生 ■小学生　　■中学生 ■小学生    ■中学生 ■小学生

■その他（大学受験を控える浪人
生　）

隔週　金曜日　１３：３０～１６：００
学年によって

夏休み7日間、冬休み2日間
・時間：9：00～12：00
※都合により、開催時間に変更
が生じる場合があります。

毎週月曜15時半から20時 毎週火曜日17時-20時
毎日曜日 午後1時30分〜午後3
時30
（夏休み・冬休み期間あり）

毎週火曜日　17：00～19：00

南池袋小学校 豊島区立池袋本町小学校 WAKUWAKUルーム カフェ塾テラコヤ池袋校 雑司が谷地域文化創造館 目白聖公会 区民ひろば高松内集会室

豊島区南池袋３－１８－１２ 豊島区池袋本町１－４３－１ 豊島区池袋4-24-3　武川ビル2階
豊島区西池袋3-29-4 ジェスト7ビ
ルB1

豊島区雑司が谷3-1-7 新宿区下落合3-19-4 豊島区高松2-25-9

都電　雑司が谷 東武東上線　北池袋駅 池袋駅 池袋駅 要町駅

https://toshimawakuwaku.com/ https://www.npoterakoya.org http://www.mejiroseikokai.com/

csw_ikebukuro@a.toshima.ne.jp
info@toshimawakuwaku.co
m

info@npoterakoya.org juninoue2011@gmail.com schigeo_tanaka@optimum-c.com

03-3987-6278 03-6864-2930 050-5526-1229 03-6822-4718 080-6528-5765 090-4297-5170
090-8725-1030
（ショートメール希望）

9:00～17:00  ８：３０～１７：１５ 土日を除く10：00～17：00 09:00〜19:00 10:００～19:00 9:00〜17:00

相談支援あり 相談支援あり

https://toshimawakuwaku.com/
https://www.npoterakoya.org/
http://www.mejiroseikokai.com/
mailto:csw_ikebukuro@a.toshima.ne.jp　
mailto:info@toshimawakuwaku.com
mailto:info@toshimawakuwaku.com
mailto:info@npoterakoya.org
mailto:juninoue2011@gmail.com
mailto:schigeo_tanaka@optimum-c.com


としま子ども学習支援ネットワーク　団体情報（令和4年8月現在）

マップ内の
NO.

学習会名

団体名
（正式名称）

対象

開催日時

会場名
（正式名称）

会場住所

最寄り駅

URL

メールアドレ
ス

電話番号

連絡可能時
間帯

活動内容

15 16 17 18

かみとえんぴつ ジャンプ長崎 リホップ あおぞら学習会
放課後学習会＠カフェhahaco（ハ
ハコ）

かみとえんぴつ
豊島区立　中高生センター　ジャ
ンプ長崎

認定特定非営利活動法人キッズ
ドア

社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会

一般社団法人おやとこプロジェク
ト

■中学生    ■高校生 ■中学生 ■高校生 ■小学生 ■小学生　■中学生

■その他（浪人生、社会人、不登
校生）

若者相談員を通じて学習支援団
体等と連携しサポートします。

■その他（中途退学者 　）

毎週木曜日　10:30-12:00、13:00-
14:30、15:00-16:30

個別対応のため応相談
毎週 火曜日～金曜日14:00～
19:30

毎週　木曜日　１４：３０～１６：３０ 毎週木曜日15時～17時

かみとえんぴつ 中高生センター　ジャンプ長崎 千川スクエアビル5階・6階 千早小学校 カフェhahaco

豊島区千早2-3-3　ピオニエーレ
内

豊島区長崎
2-24-13

豊島区要町3-24－6千川スクエア
ビル5階

豊島区千早3-33-5 豊島区駒込1-8-8　101

要町駅、椎名町駅

西武池袋線「椎名町駅」北口より
徒歩10分/
有楽町線「要町」2番出口より徒歩
15分

千川駅 JR駒込駅

https://enpitsu.pioniere.jp/
https://www.city.toshima.lg.jp/25
7/kosodate/kosodate/hokago/ju
mp/025456.html

https://kidsdoor.net
https://oyatokoproject.wixsite.co
m/website

enpitsu@pioniere.jp A0029403@city.toshima.lg.jp rehop@kidsdoor.net csw_chihaya@t.toshima.ne.jp oyatoko.project@gmail.com

03-5926-8818 03-3972-0035 03-5926-9005 03-6685-9930 090-1120-2348

10:00-17:00
月～金曜日（10:00～
20:00）,土・日曜日（10:00
～18:00）

火曜日～金曜日（14:00～
20:00）

8:15～17:15 9:00～20:00

相談支援あり（自習室あ
り）

相談支援あり（進路、生活
相談等）

相談支援あり

https://enpitsu.pioniere.jp/
https://www.city.toshima.lg.jp/257/kosodate/kosodate/hokago/jump/025456.html
https://www.city.toshima.lg.jp/257/kosodate/kosodate/hokago/jump/025456.html
https://www.city.toshima.lg.jp/257/kosodate/kosodate/hokago/jump/025456.html
https://kidsdoor.net/
https://oyatokoproject.wixsite.com/website
https://oyatokoproject.wixsite.com/website
mailto:enpitsu@pioniere.jp
mailto:A0029403@city.toshima.lg.jp
mailto:rehop@kidsdoor.net
mailto:csw_chihaya@t.toshima.ne.jp
mailto:oyatoko.project@gmail.com

