
としま子ども学習支援ネットワーク
（とこネット）

豊島区内
無料学習支援団体
ご案内

とこネットとは

　とこネットは、無料学習支援活動をはじ

めとする、子どもの支援活動を豊島区内で

行っている団体・行政機関等の参加により

2015 年 6 月に結成しました。

　子どもたちが安心していきいきと過ごせ

る場を提供し、子どもたちが環境等に左右

されることなく、学びの機会をもてる地域

であることを目指し、豊島区内での無料学

習支援活動・子どもへの支援活動の輪が広

がるよう、活動を進めています。

とこネット　参加団体 （13 団体）

ボランティアも募集しています
子どもたちへ勉強を教えたり、

子どもたちと関わるボランティアを
募集しています

    こんな時　ご相談ください・・・

・勉強が苦手、学校の勉強がむずかしい
・宿題がひとりでできない　など

「とこネット」に関するお問合せ
くらし・しごと相談支援センター　とこネット事務局

（社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会）

TEL：０３‒４５６６‒２４５４　FAX： ０３‒３９８１‒４３０３
豊島区南池袋２－４５－１　豊島区役所４階 西エリア２

受付時間：月曜～金曜（祝日、年末年始を除く） ９：００～１６：００

E メール：csw_jiritsu@a.toshima.ne.jp

子どもサポーターズとしま
特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
無料学習支援団体たけのこクラブ、みみずくサポーターズ
特定非営利活動法人キッズドア、放課後寺子屋、目白聖公会
かみとえんぴつ、池袋子ども会、特定非営利活動法人SLC、

特定非営利活動法人PIECES、豊島区、豊島区民社会福祉協議会
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としま子ども学習支援ネットワ
ーク

（とこネット）MAP

 　ものづくり体験教室
「クリエイティブガレージ」
団体名：PIECES
対　象：中学生 /高校生 /20歳前後の若者
実施日：毎月第2、第 4土曜日12:00～17:00
会　場：養老乃瀧株式会社本社ビル5階
　　　　（豊島区西池袋1‒10‒15）
最寄駅：「池袋駅」
連絡先：info@pieces.tokyo
　　　　080‒4401‒7650
担当者：荒井

　 のびのび日和
団体名：SLC
対　象：小学生 /中学生 /高校生
実施日：第２、第４日曜日
会　場：みらい館大明（豊島区池袋3‒30‒8）
最寄駅：「池袋駅」、地下鉄有楽町線「要町駅」
連絡先：https://www.facebook.com/slcjp/
　　　　slcnobinobi@gmail.com
　　　　080-5141-3953（9:30～21:00）
担当者：幅野

　 たけのこクラブ
団体名：無料学習支援団体たけのこクラブ
対　象：小学生
実施日：毎週火曜日（祝日は休み）17:00～19:00
会　場：高松区民集会室（区民ひろば高松内）
　　　　（豊島区高松2‒25‒9）
最寄駅：地下鉄有楽町線「千川駅」「要町駅」
連絡先：090‒8725‒1030（ショートメール希望）
担当者：酒井
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　 ジャンプ長崎　学習支援
団体名：中高生センター　ジャンプ長崎
対　象：中学生 /高校生
実施日：毎週火曜日17:00～18:00
会　場：豊島区立中高生センター　ジャンプ長崎
　　　　（豊島区長崎2‒24‒13）
最寄駅：西武池袋線「椎名町駅」
担当者：村山

　 かみとえんぴつ
団体名：かみとえんぴつ
対　象：中学生 /高校生 /既卒生 /社会人
　　　　受験対応、マンツーマン指導
実施日：週に1回（曜日・時間は相談）
会　場：（株）ピオニエーレ内（豊島区千早2-3-3）
最寄駅：地下鉄有楽町線「要町駅」
連絡先：https://enpitsu.pioniere.jp
　　　　enpitsu@pioniere.jp（9:00～17:00）
担当者：清水
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　 のびのび日和
団体名：SLC
対　象：小学生 /中学生 /高校生
実施日：第3土曜日
会　場：大正大学（豊島区西巣鴨3-20-1）
最寄駅：都営三田線「西巣鴨駅」
連絡先：https://www.facebook.com/slcjp/
　　　　slcnobinobi@gmail.com
　　　　080-5141-3953（9:30～21:00）
担当者：幅野

　 ちゅうりっぷ学習会
団体名：豊島区民社会福祉協議会
対　象：小学生 /中学生
実施日：不定期開催
会　場：菊かおる園集会室（豊島区西巣鴨2-30-19）等
最寄駅：都電荒川線「庚申塚」
連絡先：csw_nishisugamo@t.toshima.ne.jp
　　　　03-6845-0148（8:30～17:15）

　 放課後寺子屋＠大塚北口商栄会
団体名：放課後寺子屋
対　象：小学生 /中学生
実施日：毎週木曜日 17:00～19:00
　　　　（春休みなど学校長期休暇期間はお休み）
会　場：さのやJ&Bビル 3階会議室
　　　　（豊島区北大塚3－33－12）
最寄駅：ＪＲ山手線「大塚駅」

　 クローバー
団体名：子どもサポーターズとしま
対　象：小学生 /中学生 /高校生
　　　　他（上記以外も受け入れ可能）
実施日：毎週水曜日　16:30～19:00
会　場：上池袋第一まちづくりセンター
　　　　（豊島区上池袋2-26-7）
最寄駅：「池袋駅」
連絡先：http://clovertoshima.wixsite.com/
　　　　toshimaku-clover
　　　　kodomo_clover@yahoo.co.jp
　　　　080-3170-6436
担当者：新国

 　クローバー朋有
団体名：子どもサポーターズとしま
対　象：小学生 /中学生 /高校生
実施日：毎週木曜日15:30～19:00
会　場：東池袋第二区民集会室（区民ひろば朋有内）
　　　　（豊島区東池袋2‒38‒10）
最寄駅：「池袋駅」、都電荒川線「向原」
連絡先：http://clovertoshima.wixsite.com/
　　　　toshimaku-clover
　　　　kodomo_clover@yahoo.co.jp
　　　　080-3170-6436
担当者：新国
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　 ジャンプ東池袋　学習支援
団体名：中高生センター　ジャンプ東池袋
対　象：中学生 /高校生 /浪人生
実施日：金曜日18:00～20:00・日曜日13:00～18:00
　　　　その他、相談に応じます
会　場：中高生センター　ジャンプ東池袋
　　　　（豊島区東池袋2‒38‒10）
最寄駅：「池袋駅」東口、JR山手線「大塚駅」、
　　　　地下鉄有楽町線「東池袋駅」、都電荒川線「向原」
連絡先：http://www.city.toshima.lg.jp/256/kosodate/
　　　　　kosodate/hokago/jump/005698.html
　　　　A0019604@city.toshima.lg.jp
　　　　03-3971-4931
　　　　月～金曜日（10:00～20:00）
　　　　土・日曜日（10:00～18:00）
担当者：篠田・滝田

　 みみずく学習会
団体名：みみずくサポーターズ
対　象：小学生
実施日：隔週金曜日（学期ごとに確定）
　　　　２年生 /14:45～15:30
　　　　３年生以上 /15:45～16:30
会　場：豊島区立南池袋小学校（豊島区南池袋3-18-12）
最寄駅：地下鉄有楽町線「東池袋駅」、都電荒川線「都電雑司ヶ谷」

 　にじいろ学習会
団体名：豊島区民社会福祉協議会
対　象：小学生
実施日：夏休み・冬休み期間中
会　場：豊島区立池袋本町小学校、池袋中学校
　　　　（豊島区池袋本町1‒43‒1）
最寄駅：東武東上線「北池袋駅」
連絡先：csw_ikebukuro@a.toshima.ne.jp
　　　　03-6864-2930（8:30～17:15）

　 池袋WAKUWAKU勉強会
　 WAKUWAKUにほんごべんきょう会
団体名：豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
対　象：小学生 /中学生 /高校生
　　　　日本語学習
実施日：毎週火曜日15:00～20:00
会　場：池袋第二区民集会室（区民ひろば池袋内）
　　　　（豊島区池袋4－21－10）
最寄駅：「池袋駅」
連絡先：http://toshimawakuwaku.com/
　　　　info@toshimawakuwaku.com　
担当者：石平
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　 高校生学習支援教室
「よんなーよんなー」
団体名：PIECES
対　象：高校生 /高校中退者
実施日：毎週月曜日17:00～20:00
会　場：日本キリスト教会豊島北教会
　　　　（豊島区千早3‒37‒2）
最寄駅：地下鉄有楽町線「千川駅」、西武池袋線「東長崎駅」
連絡先：info@pieces.tokyo
　　　　080‒4401‒7650
担当者：荒井

　 聖シプリアン学習塾
団体名：目白聖公会
対　象：小学生 /中学生
実施日：毎週日曜日13:30～15:30
　　　　（夏休み・冬休み期間休みあり）
会　場：目白聖公会（新宿区下落合3-19-4）
最寄駅：JR山手線「目白駅」
連絡先：http://www.mejiroseikokai.com
　　　　schigeo_tanaka@optimum-c.com
　　　　090‒4297‒5170（9:00～17:00）
担当者：田中
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　 あおぞら学習会
団体名：豊島区民社会福祉協議会
対　象：小学生
実施日：毎週木曜日14:30～16:30
※都合により、開催時間に変更が生じる場合があります。
会　場：豊島区立千早小学校（豊島区千早3-33-5）
最寄駅：地下鉄有楽町線「千川駅」
連絡先：csw_chihaya@a.toshima.ne.jp
　　　　03‒6685‒9930（8:30～17:15）
※現在、ボランティア募集のみ
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※連絡先の記載が
ない学習会につい
ては、事務局まで
お問合せください。
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