二：ニート ひ：ひきこもり 不：不登校 発：発達障害 外：外国人 中：高校中退・中卒者 通：通信制高校生（学習支援）
【フリースクール】 本マップでは、「不登校の小中学生を対象として、学習や体験活動等を行い、居場所を提供する取組」とします。

相談 ・ 居場所 ・ 就労支援
1

リベラスコーレ
（ＮＰＯ法人リベラヒューマンサポート）
ニ・ひ・不・発・外・中・通

【小学生～、家族】

学校生活や社会生活で悩みや困難を抱える児童生徒・若
者の成長と自立を支援。不登校児童・生徒の学校復帰支援、
通信制高校（静岡中央高校）卒業支援、就労・自立支援等を
行う。平成元年に設立。フリースクール有（小中学生対象、週
５回）。月～土 9:00～17:00 受付。
・ 〒411-8555 三島市本町 9-3
・ 055-972-4344
・ info@libera.or.jp
・ http://www.libera.or.jp
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ＮＰＯ法人
静岡家庭教育サポート協会
ニ・ひ・不・発・中

・ 〒425-0077 焼津市五ヶ堀之内 1644-1
・ 054-631-6762
・ aladdin@ka.tnc.ne.jp
・ http://www.npo-shizuoka.com/

ＮＰＯ法人
不・発・中

もみの木

10

子ども育ちレスキューネット
ニ・ひ・不・発・外・中
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5

（一社）
ダイジョブ・プロジェクト
ニ・ひ・不・発・中

【小学生～、家族】

社会参加や自立、コミュニケーションに課題のある人を
支援。誰もが自分らしく生きていける社会の実現を目指し、
居場所の提供・就労支援事業・コミュニケーションの学校の
運営・カウンセリング・ＳＳＴ出張講座・学習支援のほか、家族
の相談にも対応。月～土 9:00～17:00 受付。
・ 〒432-8023 浜松市中区鴨江 4-10-1 エスワイビル 2F
・ 053-452-3251
・ info@dai-job.org
・ http://www.dai-job.org

ひ・不・発 【小・中学生、家族】

ＮＰＯ法人
青少年就労支援ネットワーク静岡

働くことに困難を抱えるすべての若者を対象に、ボラン
ティアサポーターによる個別の就労支援を行う。個別相談
を受け、就労支援セミナーや就労支援サポーター養成研修
の開催、親の会の支援等を実施。居場所等の公的事業にも
携わっている。火～土 10:00～17:00 受付。
・ 〒424-0823 静岡市清水区島崎町 223 清水テルサ 2F
・ 054-351-7555
・ sssns@chic.ocn.ne.jp
・ http://www.sssns.org
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ＮＰＯ法人 サンフォレスト
ひ・不・発・中

6

11

ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会浜松
ＮＰＯ法人 てくてく

14

公益財団法人
静岡県国際交流協会
外

【未就学児～、家族】

日常生活の中で困難を抱える外国人を支援する事業と
して、相談業務、日本語ボランティア育成、県内外国人支援
団体の情報を集約したポータルサイトの運営等を行う。県
の委託事業として、外国人の子ども育成支援事業や就労支
援、通訳者派遣事業等も行う。
・ 〒422-8067 静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル 2F
・ 054-202-3411
・ info@sir.or.jp
・ http://www.sir.or.jp

【小学生～、家族】

不登校やひきこもり、働くことに困難を抱える子ども・若
者のサポートを行う。就労体験等をきっかけに、不登校から
社会との関わりをもてるようになった青年、子どもと向き合
ってきた保護者から、直接話を聞くことも可能。9:00～17:00
受付。
・
・
・

〒425-0041 焼津市石津 679

054-656-2040
http://www.japan-cl.jp
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心理カウンセリング 想月
ニ・ひ・不・発・外・中

【未就学児～、家族】

心理カウンセリングを提供し、発達障害、愛着障害、幼少
期のトラウマ、DV、不登校などの課題に一緒に向き合う。子
ども専門と大人専門のカウンセラーが在中。NHA というコミ
ュニケーション方法、その他のこころのケアに関わる講演会
等も開催。9:00～17:30 受付（月曜休日）。
・ 〒420-0865 静岡市葵区東草深町 4-8 2F
・ 054-289-1580
・ info@so-getsu.com
・ http://www.so-getsu.com/
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ニ・ひ・不・発・中 【高校生相当～、家族】
不登校・ひきこもり・発達障害等の問題を抱え、社会や学
校に適応できず悩んでいる青年とその家族を支援。学習
会・個別相談・訪問支援・講演会を実施。中間就労として、屋
外での畑作業や屋内での野菜包装作業等を行い、社会に出
られるよう支援も。カウンセラーによる相談を随時受付。
・ 〒432-5084 浜松市南区田尻町 208-2
・ 090-1416-6224
・ tekutekuiku109@bj8.so-net.ne.jp

（一社）
日本ＣＬ建設的な生き方学会
ニ・ひ・不・発・中

【中学生～、家族】

ひきこもりを中心に困難を抱える青少年、成人を支援。不
登校、ひきこもり、軽度発達障害の方に対する、相談・訪問・
居場所・学習支援・就労支援・社会参加支援・家族教室開催等
を実施。県や市のひきこもり支援事業にも携わっている。
月・木 13:00～17:00 受付。
・ 〒422-8041 静岡市駿河区中田 1-9-16
・ 054-287-2639
・ sun.forest@outlook.jp
・ http://space.geocities.jp/sunforest_shizuoka/

不登校解決相談所

様々な理由により不登校やひきこもりになってしまった
本人、家族と一緒に、不登校の解決（学校復帰と登校継
続）に向けて、主に訪問支援を実施。保護者のカウンセリン
グ等の相談にも対応。心理士である代表は元中学校教
師。常時受付。
・ 〒410-1118 裾野市佐野 1081-14
・ 080-9114-8318
・ futoukou@futoukoukaiketsu.com
・ http://futoukoukaiketsu.com

ニ・ひ・不・発・外・中 【若者、家族】

【未就学児～、家族】

いじめ・不登校・障害・非行・虐待・問題行動など、子どもの
様々な問題に対応。本人及び親の不安や疑問の解決に向け
た相談・支援活動、子どもや子育て等に関する学習会等を
開催。不登校生のための進学相談会も開催。相談は選べる
担当制（ブログに担当者を掲載）。随時受付。
・ 〒430-0834 浜松市南区松島町 817-4
・ 090-3936-5840
・ child-rescue@memoad.jp
・ http://childrescuenet.hamazo.tv/
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ニ・ひ・不・発・中 【未就学児～家族】

【小学生～、家族】

不登校となった児童・生徒の居場所を提供、個々に即した
対応と援助を行う。小中学生を対象としたフリースクール
は、火・金曜 13：30～15：30。夏休みには合宿を実施。訪問支
援にも対応。フリースクールの時間内であれば、無料で保護
者の相談に対応。カウンセラー育成講座も開催。
・ 〒427-0057 島田市元島田 288-13
・ 0547-35-4444
・ npo-mominoki@fmwbs.jp
・ http://www4.tokai.or.jp/mominoki-simada/

ＮＰＯ法人臨床心理オフィス
Ｂｅサポート

経験豊富な複数の臨床心理士が、本人の気持ちや特性
に沿って対応、支援。性格特徴や発達障害･精神疾患の可能
性の評価のため、専門的な心理検査も実施可能。医療や福
祉、学校との連携も。ひきこもり居場所（公的）支援もスター
ト。9:00～17:00 受付（日・祝休み）。
・ 〒410-0056 沼津市高島町 29-11 盟萌ビル 201
・ 055-925-1701
・ be-sapo@mail.wbs.ne.jp
・ https://be2011.jimdo.com/

【小学生～、家族】

社会適応が困難な子ども・若者を支援。相談、フリースペ
ース、ボランティア等の流れから、社会参加の自立を目指し
てサポート。フリースクール有（居場所のみ、小中学生対象、
月２回）。
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2

はままつチャイルドライン
ニ・ひ・不・発・中

【小学生～18 歳】

「電話でつながるこころの居場所」を目指し、18 歳以下の
子どもたちを対象とした子ども専用電話を開設（月～土１６
～２１時）。楽しいことや辛いこと、自分の気持ちや抱えてい
る困難など、どんな話にも耳を傾ける。また、「受け手ボラン
ティア養成講座」も開催。
・ 【相 談】 0120-99-7777
・ 【事務局】 053-448-6129
・ yokoao9@nifty.com
・ http://blog.goo.ne.jp/hamamatsu-cl
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公益財団法人
浜松国際交流協会
外

【未就学児～、家族】

日常生活の中で困難を抱える外国人を支援する事業と
して、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ（通訳等）運営や各種相談（法律等）事業
を行う。浜松市の委託事業として、外国人市民の各種相談
等に対応する「浜松市多文化共生センター」、日本語学習を
支援する「外国人学習支援センター」を運営。
・ 〒430-0916 浜松市中区早馬町 2-1 クリエート浜松 4F
・ 053-458-2170
・ info@hi-hice.jp
・ http://www.hi-hice.jp

親の会 ・ 家族支援
16

静岡県ＬＤ等発達障がい児・者
親の会 きんもくせい
発

【家族】

幼児から大人までの発達障害の子供を持つ親たちの集
まり。座談会やレクリエーションなどを通して、子育ての悩み
相談や情報交換を行う。西部、中西部、中部、東部の 4 支部
で活動。平日 10:00～17:00 受付。
・
・
・

080-4427-8359
kinm0kusei@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/sizuokakinmokusei/
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ニ・ひ・不・発

幼児期～思春期の”気になる子ども”や発達障害の子ど
もを持つ親たちが互いに支え合い成長し合うためのピアサ
ポート活動を行う。静岡市内にて、不安や悩み等の話や情
報交換ができる座談会（月 1 回）を開催。勉強会・講演会・親
子交流・療育イベントも開催。10:00～17:00 受付。
・ 090-3504-2334 または 090-7607-7018
※問合せは、できるだけメールで。
・ nijiirotamagomam@gmail.com
・ http://nijiirotamago.blogspot.jp/
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【家族】

〒432-8013 浜松市中区広沢 3-20-4

090-4796-5711
sophymamu@kyf.biglobe.ne.jp

18

虹色たまご

ＫＨＪ静岡県いっぷく会

ひ・不・発 【家族】

親ネットほたる

ニート・ひきこもり・不登校・発達障害の子を持つ保護者が
話すことにより、お互いの悩みを共有・共感し、悩みを軽減
するための支援を行っている。悩みを話すことのできる親
の懇談会・学習会の開催や親の居場所の提供（「ママさんサ
ロン」等）を行う。常時受付。
・
・
・

17

ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会の静岡支部として活
動。毎月 1 回月例会を行い、親子関係・夫婦関係を見直しな
がら、ひきこもりに対する正しい知識と親の対応の仕方を
学ぶ。随時受付。
・
・
・
・

ひ・不・発・中

〒420-0884 静岡市葵区大岩本町 25-2

054-245-0766
kiyomi-n-sakura@ka.tnc.ne.jp
http://ippukukai.com
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浜松登校拒否親の会

不登校を考える会掛川

【家族】

不登校やいじめなど様々な悩みを持つ子どもの保護者
（父母・祖父母）が共に話し合う場を設定。情報交換や学び
合いにより、子どもの「生きる力」に寄り添い、支え合うこと
ができるよう、例会や交流会等を開催。常時受付。
・
・
・
・

ひ・ニ 【家族】

不 【家族】
毎月 1 回、不登校の子どもを持つ親同士が集まる「交流
会」を開催。互いの胸の内を語らい悩みを共有しながら、よ
り良い解決策を模索していく。常時受付。
・

〒436-0029 掛川市南 2-3-11
エスポワールⅠ202

・
・

090-3837-2798

〒432-8062 浜松市西区

053-448-6129
yokoao9@nifty.com
http://www.geocities.jp/hamamatsuoya/

qqt72yn9k@wind.ocn.ne.jp

就学 ・ 学習支援
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ＮＰＯ法人
コスモスクール未来（富士校）
ひ・不・発・中・通

【中学生～高校生】

不登校などで学習に遅れのある中・高校生に居場所を提
供。少人数での個別学習指導や体験活動を実施するほか、
通信制高校卒業や高卒認定試験合格を目指す者の学習支
援を行う。フリースクール有（中学生対象、水・金 10:00～
15:00）。
・ 〒416-0909 富士市松岡 1515-17
・ 0545-60-7030
・ cosmoschool@vc.tnc.ne.jp
・ http://www4.tokai.or.jp/cosmomirai/
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〒410-0312 沼津市原 193-3

・
・
・

28

松浦塾
不・発・中・通

〒417-0057 富士市瓜島町 167

0545-51-0337

【小学生～】

「学校外での学びの場」を必要としている小学生以上の
子ども・若者を対象として、それぞれが抱える困難に応じた
学習支援を行う。平日 9:00～16:00 受付。
・ 〒422-8033 静岡市駿河区登呂 5-13-23
・ 054-285-9000
・ ma.juku@maroon.plala.or.jp
・ http://catnap.hacca.jp/ma_juku/

不・発

【小～高校生、家族】

発達障害等の個性などにより不登校になっている児童・
生徒への居場所を提供。学習支援や対人関係の持ち方の助
言及び保護者のケアを行う。フリースクール有（小中学生対
象、週５回）。平日 13:00～19:00 電話受付。
・
・
・

〒419-0201

富士市厚原 879-9

0545-71-3995
donguri2592@gmail.com

学習支援室ぴあ
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ひ・不・発 【小学 6 年～中学生】
不登校や発達障害の傾向等をもつ中学生（小６、高校生
は応相談）に対して、訪問または学習室での学習指導（学
習の遅れの取り戻し・高校進学に向けた個別指導等）を行
う。また、電話や訪問による教育相談も行う。平日 9:00～
16:00 受付。
・
・

適応支援教室 アルファー

http://tsukushi.i-ra.jp/
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055-966-0132
xs.station@r5.dion.ne.jp
http://numazono.net/
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ニ・ひ・不・発・中・通 【小学生～】

【小学校高学年～】

さくら国際高等学校（通信制）卒業の支援を行うほか、学
校になじめない・不登校など、悩みを抱える子どもたちへの
訪問支援にも対応。

一般社団法人なゆた
フリースクールつくし

学校生活になじめない、まわりのペースに合わせられず
孤立してしまう児童・生徒、若者を支援。本当の自分・本当に
やりたいことを見つけられるよう、少人数でアットホームな
居場所や学びの場を提供。平日 9:00～21:00 受付。フリース
クール有（小中学生対象、週３回）。

ＮＰＯ法人 沼津高等学園
（さくら国際高等学校 沼津学習センター）
ひ・不・発・中・通

・
・
・
・
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〒422-8043 静岡市駿河区中田本町 17-25

054-374-3154
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ＮＰＯ法人
静岡県教育フォーラム
ニ・ひ・不・中・通 【小学生～、家族】

長期欠席やひきこもり等の悩みを抱える子ども・若者に
対する学習支援や野外体験活動の取組をとおして、自立
を支援。通信制高校卒業・高卒認定に向けた支援やいじ
め、不登校等のカウンセリングも。フリースクール有（小中
学生対象、週５回）。平日 9:00～15:00 受付。
・ 〒426-0082 藤枝市瀬古 3-11-2
・ 054-644-1304
・ yamashita@s-openschool.com
・ http://s-openschool.com/sub18.html

ＮＰＯ法人
コスモスクール未来（静岡校）
ひ・不・発・中・通

【中学生～高校生】

不登校などで学習に遅れのある中学生に居場所を提供。
少人数での個別学習指導や体験活動を実施するほか、通信
制高校卒業や高卒認定試験合格を目指す者の学習支援を
行う。フリースクール有（中学生対象、木・金 13:00～16:00）。
・ 〒420-0839 静岡市葵区鷹匠Ⅰ-5-8 鷹一さかえビル 3F
・ 090-9177-9947
・ cosmoschoolshizuoka@yahoo.co.jp
・ http://www4.tokai.or.jp/cosmomirai/
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ＮＰＯ法人 日本インターネットスクール協会
（ＪＩＳＯ）静岡事務局
ニ・ひ・不・発・外・中・通

【小学生～、家族】

不登校・引きこもり等の解消に向けて、地域の同世代の仲
間たちと共に自立する姿を応援。学習・就労支援、野外体験
活動支援、国内外の交流合宿支援や外国人を対象とした学
習支援も。フリースクール有（小中学生対象、週５回）。平日
9:00～17:00、土 9:00～12:00 受付。
・ 〒426-0082 藤枝市瀬古 3-11-2
・ 054-644-1304
・ yamashita@jiso.or.jp
・ http://jiso.or.jp/
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（公財）こども教育支援財団
東京大志学園 静岡分室
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ひ・不 【小～中学生】
不登校の小中学生を学校復帰に導くため、学習活動や体
験活動等で居場所を提供。学習・生活の両面で段階的に支
援。興味のある授業への出席から始め、個別学習と集団学
習で構成されたカリキュラムを実施。フリースクール有（小
中学生対象、週５回、9:00～15:30）。
・ 〒422-8061 静岡市駿河区森下町 4-20
・ 054-202-8282
・ shizuoka_info@kodomo-zaidan.net
・ http://www.tokyo-taishi.net
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不・発

37

055-971-2295
info@hiryu-mishima.jp
https://hiryu-mishima.jp

不・発・中
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不・発・外・中

【高校生】

専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。服飾・ファッション・保育･介護などを専門的に学び、各種
資格取得・検定合格を目標に学習を行う。高卒資格につい
て、東海大学付属望星高等学校（通信制）と技能連携をして
いる。
・ 〒438-0078 磐田市中泉 1694
・ 0538-32-5183
・ b.info@hba.ac.jp
・ http://www.hba.ac.jp

学校法人駿河学院
静進情報高等専修学校
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学校法人
島田実業高等専修学校
ひ・不・発・中

【高校生】

高等専修学校卒業資格が得られる学校。不登校経験者を
積極的に受け入れている。習熟度別授業、各種検定取得、学
校行事等をとおして自立を支援。校則を一切設けない自由
な校風を大切に、教育活動を行っている。大学入学資格付
与指定校。平日 8:15～18:00 受付。
・ 〒427-0057 島田市元島田 9217-1
・ 0547-37-5209
・ info@shimajitsu.ed.jp
・ http://shimajitsu.ed.jp
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学校法人駿河学院
清水学院高等専修学校
不・中

【高校生】

専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。学び直しや専門教育を取り入れた教育を実施。高卒資
格について、科学技術学園高等学校（通信制）と技能連携を
している。平日 9:00～17:00 受付。
・
・
・
・

〒424-0811

静岡市清水区二の丸町 6-51

054-365-9933
e-mail@shimizu-gakuin.ed.jp
http://www.shimizu-gakin.ed.jp
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ひ・不・発・中 【高校生】
専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。不登校や別室登校経験者、集団行動に抵抗がある生徒
等を多く受入れている。別室での個別学習にも対応。高卒
資格について、科学技術学園高等学校（通信制）と技能連
携をしている。平日 9:00～17:00 受付。
・ 〒420-0834 静岡市葵区音羽町 26-31
・ 054-200-5515
・ e-mail@seishin-joho.ac.jp
・ http://www.seishin-joho.ac.jp

学校法人駿河学院
藤枝学院高等専修学校
不

【高校生】

専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。個に応じた「学び直し学習」、興味関心を尊重する「資格
取得とキャリア教育」で進学と就職に対応する教育を実践。
高卒資格について、科学技術学園高等学校（通信制）と技
能連携をしている。平日 9:00～17:00 受付。
・ 〒426-0017 藤枝市大手 1-23-33
・ 054-641-9933
・ e-mail@fujieda-gakuin.ed.jp
・ http://www.fujieda-gakuin.ed.jp

学校法人静岡学園

44

【高校生】

学校法人染葉学園
東海文化専門学校

・ 〒427-0029 島田市日之出町 3-9 寿真庵ビル
・ 090-4445-5301

学校法人南陵学園
菊川南陵高等学校

全日制普通科高等学校。支援員によるこころの支援や個
別指導計画に沿った小教室学習・少人数学習により悩みを
抱える子どもをサポート。学園内に通信制も開校しており、
年度内での転学も可能。個々に合った自立支援を行う。
9:00～17:00 受付。
・ 〒437-1506 菊川市河東 5442-5
・ 0537-73-5141
・ office@nanryo.ed.jp
・ http://nanryo.ed.jp

【高校生】

専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。不登校経験者を多く受入れ、支援している。「読み・書き・
計算」の基礎学習や少人数での個別指導も実施。高卒資格
について、福智高等学校（通信制）と技能連携をしている。
平日 9:00～17:00 受付。
・ 〒418-0065 富士宮市中央町 14-7
・ 0544-26-3472
・ f-gakuen@ck.tnc.ne.jp
・ http://www.fujinomiya.ed.jp

子どもの性格・個性・特性を認め、その子らしくいられるこ
とを大切にしたいという思いで、小学生は算数、中高生は
数学と英語を中心にした学習及び日記や作文などを個別
に支援している。また、集中しにくい・落ち着きがない・自分
の世界に入りやすい・コミュニケーションが苦手など、気に
なる点も合わせて支援する。随時受付。

ひ・不 【高校生】

学校法人富士宮学園
富士宮高等専修学校
不・発・外
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学校法人駿河学院
駿河学院専門学校

専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。「より楽しく、より豊かな」将来のために必要な基礎学力
や専門的な知識・技術、基本的なマナーを身につけるため
の教育を実践。科学技術学園高等学校（通信制）と技能連携
をしている。平日 9:00～17:00 受付。
・ 〒420-0834 静岡市葵区音羽町 19-22
・ 054-247-9933
・ e-mail@suruga-gakuin.ed.jp
・ http://www.suruga-gakuin.ed.jp

【未就学児～高校生、家族】

二・ひ・不・発・中 【小学生～２０代】

【高校生】

〒411-0835 三島市玉川 242-1

寺子屋まんまぁる
発

ＮＰＯ法人
フリースクール空

不登校の小中学生、通信制高校の生徒等のために居場所
を提供。学習支援、就労支援、無料相談等も随時行う。コミ
ュニケーション力を高めるため、遊びを中心とした活動も実
施。音楽・スポーツ・野外活動等など参加自由。フリースクー
ル有（小中学生対象、週３回・週５回コースあり）。
・ 〒430-0855 浜松市南区楊子町 93-1
・ 080-5295-5785
・ freeschool.sora@gmail.com
・ http://freeschoolsora.hamazo.tv/

学校法人沼津学園
飛龍高等学校三島スクール

全日制普通科高等学校。中学時代に不登校や保健室登
校、別室登校等を経験した生徒や何らかの発達障害を持つ
生徒を対象に、学校での集団生活をとおして社会性を身に
付ける教育を実践。平日 8:30～16:30 受付。

40

・ 〒430-0926 浜松市中区砂山町 335-10 大清ビル 3F
・ 053-454-4488
・ https://katekyo-group.com/area/shizuoka/shizuoka
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33

【小学生～高校生】

長期欠席や引きこもり等で悩んでいる子どもを対象に、
個々の目的に合わせ、完全 1 対 1 での支援を行う。再登校の
準備、高卒認定試験対策、通信制高校のサポート等、夢と自
信を持って生活できるようサポート。訪問支援にも対応。平
日 10:00～18:00、土 10:00～15:00 受付。

【未就学児～中学生、家族】

ひ・不・発・外

・
・
・
・

ひ・不・発・中・通

ＮＰＯ法人発達障害児応援団
ＮＰＯばく

発達障害及び発達に凸凹のある児童・生徒のプライドを
大切にし、わかる喜びを経験させるよう学習支援を行う。不
登校児童の訪問支援にも対応する。また、家族のカウンセリ
ング・面接相談を行うほか、発達障害の指導に関する学習会
や助言も行っている。
・ 〒422-8077 静岡市駿河区大和 2-6-5 東京堂ビル 305 号
・ 054-266-5616
・ baku@orion.ocn.ne.jp
・ http://www.npobaku.sakura.ne.jp

静岡県家庭教師ネットワーク
ＫＡＴＥＫＹＯ学院

専修学校 静岡学園早慶セミナー
未来高等学校静岡中央学習センター

45

ひ・不・中 【高校生】
専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。中学時代に不登校や保健室登校を経験した生徒に対し
て、大学や専門学校等への進学に向けて、個に応じた指導
を実施。平日 10:00～17:00 受付。
・
・
・
・

〒422-8076 静岡市駿河区八幡 1-1-1

054-281-0191
soukei@shizugaku.jp
http://shizugaku.jp/
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Ｍ－ｎｅｔアビニオンスクール
不・発・中 【高校生】

技能連携をしている星槎国際高等学校（通信制）の卒業
を支援。段階的な個別学習、キャリア教育（職業体験等）及
びパソコンスキルや表現力を伸ばすためのイラストやゲー
ム制作等を実施。フリースクール有（中学生対象、月２回（土
曜））。平日 9:00～17:00 受付。
・ 〒424-0886 静岡市清水区草薙 1-2-16 アートインクサナギ 3F
・ 054-349-7711
・ info@mnet-avignon.jp
・ http://mnet-avignon.jp

学校法人 笹田学園
ひ・不・発・外・中

【高校生】

専修学校高等課程と高等学校の２つの卒業資格が得られ
る。普通科目と６つの専門的なコース（ファッション、エステ・
ネイル、生活アート、アニメ・キャラクター、スイーツ、建築）の
学習。高卒資格について、向陽台高等学校（通信制）と技能
連携をしている。平日 9:00～18:00 受付。
・ 〒432-8036 浜松市中区東伊場 1-1-8
・ 053-454-6565
・ info@sasada.ac.jp
・ http://www.sasada.ac.jp
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学校法人倉橋学園
キラリ高等学校
不・発・中

【高校生】

静岡県認可の唯一の私立通信制高等学校で、吉田本校
の他、県内に３つのスクーリング会場を設けている。学習ス
タイルも「通学型」と「通信型」から自由に選択。個性を発揮
し、将来、社会で必要とされる人材に成長することを目指し
た教育を実践。月～土 9:30～18:30 受付。
・ 〒421-0304 榛原郡吉田町神戸 726-4
・ 0548-33-4976
・ kurazemi@kirari-highschool.jp
・ http://www.kirari-highscool.jp
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学校法人創志学園
クラーク記念国際高等学校 静岡キャンパス

50

ひ・不・中 【高校生】
通信制高校卒業を支援。担任の先生を選ぶことができる
パーソナルティーチャー制度を導入。個に合わせたレベル
別授業（国語・数学・英語）や、実用的な資格検定対策講座・
留学等を展開。平日 9:00～17:00 受付。
・
・
・
・

〒422-8061

静岡市駿河区森下町 4-20

054-202-8288
shizuoka_info@clark.jp
https://www.clark.ed.jp/chubu/shizuoka/
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第一学院高等学校
静岡キャンパス
ニ・ひ・不・発・中

55

学校法人佐藤学園 ヒューマンキャンパス高等学校
静岡学習センター
ニ・ひ・不・発・中

ＫＴＣ中央高等学院
浜松キャンパス
不・発・中

学校法人国際学園
星槎国際高等学校 浜松学習センター
ニ・ひ・不・発・中

・
・
・
・

ニ・ひ・不・発・中

〒432-8042 浜松市中区上浅田 2-4-20

053-450-9820
hamamatsu@seisa.ed.jp
http://www.seisa.ed.jp

・ 〒42４-０８１４ 静岡市清水区本郷町 1-28 アジム清水駅前ビル 2F・3F
・ 054-364-7700
・ info@seika-shimizu.jp
・ http://seika-shimizu.jp

【高校生】

ひ・不・発・外・中
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学校法人創志学園
クラーク記念国際高等学校 浜松キャンパス
ひ・不・中 【高校生】

通信制高校卒業を支援。担任の先生を選ぶことができる
パーソナルティーチャー制度を導入。個に合わせたレベル
別授業（国語・数学・英語）や、実用的な資格検定対策講座・
留学等を展開。平日 9:00～17:00 受付。
・ 〒430-0929 浜松市中区中央 3-7-1 ハーモニア新町 2F
・ 053-459-2370
・ hamamatsu_info@clark.jp
・ https://www.clark.ed.jp/chubu/hamamatsu/

学校法人山口精華学園
精華学園高等学校 掛川校

60

静岡高等学園
ニ・ひ・不・発・外・中 【高校生】

生徒の個性、持ち味を引き出し、豊かな感情や自発性を
育てるとともに、パソコン、漢字検定などの資格取得と東豊
学園つくば松実高校（通信制）卒業に向けた学習支援等を
行う。不登校・ひきこもり・軽度発達障者等に対応する支援
プログラムを実施。平日 9:00～17:30 受付。
・ 〒439-0018 菊川市本所 1105-1
・ 0537-35-6513
・ info@shizuokakokusaigakuen.net
・ http://www.shizuokakokusaigakuen.net
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ニ・ひ・不・発・中
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学校法人日本航空学園
日本航空高等学校 静岡本部

【高校生】

通信制高校の卒業に向けた学習を支援。自分の目標やラ
イフスタイルに合わせて選択できる複数のコースを設置。学
校以外の多くの大人から社会について学ぶ機会を設け、地
域と共に生徒を育む「コミュニティ共育」を実施。平日 9:00
～17:30、土 9:00～15:00 受付。
・ 〒430-0944 浜松市中区田町 230-1
・ 053-455-2260
・ hamamatsu@daiichigakuin.ed.jp
・ http://www.daiichigakuin.ed.jp/campus/hamamatsu/

【高校生】

通信制高等学校卒業に向けた学習を支援する。不登校等
の悩みを抱える子どもに対しては、個に応じた指導を実施。
３年生では、入学式から卒業式まで一年間の行事を考え、組
み立てる「企画授業」に取り組んでいる。平日 9:00～17:00
受付。
・ 〒436-0077 掛川市駅前 4-1 2F
・ 0537-21-7111
・ info@seika-k.jp
・ http://seika-k.jp

第一学院高等学校
浜松キャンパス
ニ・ひ・不・発・中

【高校生】

鹿島学園高等学校（通信制）または日本航空高等学校
（通信制）の卒業に向けた学習を支援。高卒認定試験の支援
等、マンツーマンによる個に応じた学習支援を行う。訪問支
援にも対応。フリースクール有（中学生対象、週５日）。10:00
～22:00 受付。
・ 〒420-0857 静岡市葵区御幸町 9-1 ＦＤＡビルディング 3F
・ 0120-919-439
・ try-gakuin-shizuoka@trygroup.com
・ http://www.try-gakuin.com/sp/

【高校生】

基礎学力の定着に向けた教育活動を行い、通信制高校卒
業を支援する。特色あるコースにより、生徒の興味に応じた
進路に対応。課外活動や部活動も。不登校等の悩みを抱え
る子どもに対してカウンセリングや個別対応で支援。平日
9:00～17:00 受付。
・ 〒432-8033 浜松市中区海老塚 2-1-16
・ 053-456-0801
・ info@kashima-ha.jp
・ http://kashima-ha.jp
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トライ式高等学院
静岡キャンパス

54

学校法人鹿島学園
浜松キャンパス

ひ・不・発・外・中

【高校生】

不登校・ひきこもりの子どもたちにカウンセリングを行い
ながら、通信制高等学校卒業を目指した学習支援を行う。
フリースクール有（小中学生対象、週３回）。訪問支援にも対
応。平日 9:30～21:00 受付。

56 鹿島学園高等学校

【高校生】

通信制高校の卒業に向けた学習を支援。社会的自立を目
指し、多くの選択肢を用意して「関わり合い」を大切にした
教育活動を実践。フリースクール有（小４～中学生対象、週２
回）。平日 9:00～17:30 受付。

ひ・不・発・外・中

学校法人つくば開成学園
つくば開成高等学校（静岡キャンパス）

生徒一人ひとりにとって一番の学びを追求する個別対応
教育をとおして、通信制高校の卒業に向けた支援を行う。進
学から就職まで、個に応じて幅広く支援する。臨床心理士が
常駐、特別な支援を必要とする生徒にも対応。平日 9:00～
17:45 受付。
・ 〒420-0858 静岡市葵区伝馬町 9-1 河村ビル 4F
・ 054-275-0588
・ shizuoka@t-kaisei.ed.jp
・ http://t-kaisei.ed.jp

【高校生】

少人数指導・カウンセリング・体験学習（職場体験・海外体
験・自然体験）を重視したプログラムや幅広いサポートを行
い、屋久島おおぞら高等学校（通信制）卒業を支援する。フ
リースクール有（中学生対象、土曜日）。月～土 9:00～18:00
受付。
・ 〒430-0935 浜松市中区伝馬町 313-25 伝馬町中央ビル
・ 053-457-0550
・ chubu-info@ktc-school.com
・ http://www/ktc-school.com/
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53

学校法人山口精華学園
精華学園高等学校 清水校

51

【高校生】

少人数指導・カウンセリング・体験学習（職場体験・海外体
験･自然体験）を重視したプログラムや幅広いサポートを行
い、屋久島おおぞら高等学校（通信制）卒業を支援する。フ
リースクール有（中学生対象、土曜日）。月～土 9:00～18:00
受付。
・ 〒422-8067 静岡市駿河区南町 10-5 地建南町ビル 5F
・ 054-283-1370
・ chubu-info@ktc-school.com
・ http://www/ktc-school.com/

【高校生】

通信制高等学校卒業を支援。通信制高校の学習と併せ
て、ゲーム・アニメ・マンガ・イラスト・声優・俳優・アニソン・美
容といった専門分野の学習を行う課程も設置。不登校を経
験した生徒及び夢や目標に向かって専門分野を学びたい
生徒等が在籍。平日・土日祝 10:00～21:00 受付。
・ 〒420-0852 静岡市葵区紺屋町 11-4 太陽生命静岡ビル 5 階
・ 0120-06-8603
・ shizuoka@hchs.ed.jp
・ http://ha.athuman.com/shizuoka/?code=130051
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不・発・中

【高校生】

通信制高校の卒業を支援。生徒それぞれの希望する進路
を実現できるよう、毎日のクラス授業、課外活動及びボラン
ティア活動を中心とした地域と共に生徒を育む「コミュニテ
ィ共育」を行う。午後から始まるクラスも開講。平日 9:00～
17:30、土 9:00～15:00 受付。
・ 〒420-0858 静岡市葵区伝馬町 9-4 一瀬センタービル 3F
・ 054-273-5550
・ shizuoka@daiichigakuin.ed.jp
・ http://www.daiichigakuin.ed.jp/campus/shizuoka/

ＫＴＣ中央高等学院
静岡キャンパス

ニ・不・発・中

【高校生】

個別少人数で人間力育成を主眼においた教育活動を行
う。航空・美容・キャリアアップ・特進などのコースを設け、通
信制高校卒業を支援する。フリースクール有（中学生対象、
週５日）。月～土 9:00～22:30 受付。

【静岡校】
・ 〒420-0857 静岡市葵区御幸町 11-8 レイアップ御幸町ビル 3F
・ 054-272-2720

【沼津校】
・ 〒410-0056 沼津市高島町 6-13 沼津駅北口ビル 4F
・ 055-923-8644
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トライ式高等学院
浜松キャンパス
ひ・不・発・外・中

【高校生】

鹿島学園高等学校（通信制）または日本航空高等学校
（通信制）の卒業に向けた学習を支援。高卒認定試験の支援
等、マンツーマンによる個に応じた学習支援を行う。訪問支
援にも対応。フリースクール有（中学生対象、週５日）。10:00
～22:00 受付。
・ 〒430-0933 浜松市中区鍛冶町 140-4 浜松Ａビル南館 3F
・ 0120-919-439
・ try-gakuin-hamamatsu@trygroup.com
・ http://www.try-gakuin.com/sp/
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ＮＰＯ法人国際教育文化協会
（あいの国際高等学院）
不・外・中

【伊豆函南校】
・
・

〒419-0114

田方郡函南町仁田 185-10

・

http://www.koku.jp

055-960-9423

【高校生】

あずさ第一高校（通信制）卒業に向け、外国人生徒の就学
支援を行う。また、日本人やアジア諸国の外国人、在日外国
人を対象とした教育や文化、福祉等に関する事業を行う団
体として、外国人市民・子どもの居場所づくり・日本語教室の
公的事業にも携わっている。
・ 〒437-0021 袋井市広岡 3144-5
・ 0538-74-0266
・ f-east@zm.commufa.jp
・ http://www.ainokokusai.jp

