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　この度、独立行政法人福祉医療機構 WAM 助成を受けて、福岡県の「子ども
たちの多様な学びを支える居場所情報誌」を発刊する運びとなりました。
　学校以外の学びの場を探そうとした時、情報がまとまっていないため、適切に
それを選択することが困難であるというのが現状です。 また学校法人を持たない
私たち民間の教育施設はそれを所管する部署を持ちません。故に独自性のある
カリキュラムが組めているとも言えますが、やはり、利用したいと思っても「どこに
尋ねればいいのやら…」と言った状況が今なお続いております。本誌はそうした
状況の一助となればとの想いで作成に至りました。

　2016年に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保
等に関する法律」（普通教育機会確保法）が成立し、学校以外の学びが注視され
ている状況にあると考えております。本誌の存在が子どもたちの選択肢に繋がる
ことを願っております。

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会
代表　中島 靖博

　本誌はあくまで、情報の発信を目的としたものであり、それぞれの活動内容に関し
て、当協議会が保証をおこなうものではありません。本誌掲載の団体をご利用される
際は、必ず、お子様本人、保護者の方が直接団体から話を聞く、見学に行く、などを行
ってください。そこでお感じになられたことにて、ご判断頂きますようお願い申し上げ
ます。

【本誌活用にあたって】
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発刊によせて
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「どこにどんな居場所があるのか、わからない」

　これまで様々な相談活動をおこなっている中で、保護者の方々から多く寄せら
れた声でした。この状況をなんとかしたいと思い、立ち上げたのが「ふくおかフリ
ースクールフレンドシップ協議会(以下FFF協議会)」です。

　福岡県では、フリースクールの運営に対して一部補助をおこなう制度がありま
す。その制度に採択されている団体の内、６団体が実行委員となり、情報の発信
や合同の相談会などを開催しています。

　本誌はFFF協議会の活動の柱の一つである「情報発信」のために作成致しました。

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会とは

FFF協議会イメージ図
【実行委員 団体】

・ フリースクールゆうゆう
・ 箱崎自由学舎えすぺらんさ
・ オルタナティブスクール未来学舎

・ フリースクールソフィア
・ フリースクール風の里
・ エデュケーションエーキューブ
　　　　　　　　　　スタディプレイス

ＦＦＦ
協議会

居場所活動
団体関係機関 教育

委員会 学校



お困りの時には

本情報誌では、学校以外
の選択肢としての居場所
を中心にご紹介してい
ます。

登校してない / 登校できない

眠れない / 食欲がない / 気持ちが沈む / 意欲がでない

・ 学校以外の居場所が知りたい
・ 同じ状況にいる人とつながりたい
・ 公的な機関以外の
　　　　　相談場所を知りたい

まずは身近な
・ 学校に相談しにくい
　　　　　　　理由がある
・ 公的な機関に相談したい

健康面で
不安がある場合は

● 教育支援センター

● 学校

など

● 不登校親の会
● 訪問支援
● オンラインスクール
● カウンセリングルーム
● フリースクール 
● オルタナティブスクール

など

・ 先生（担任、養護教諭など）
・ スクールカウンセラー
・ スクールソーシャルワーカー

・ 適応指導教室

● 児童相談所
● 児童家庭支援センター
● 青少年センター

など

学校関係機関 行政機関その他 民間団体

● かかりつけの小児科
● 思春期外来
● メンタルクリニック

医　療

-  3  -



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市南区

【 連絡先 】
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うめづメンタルケアセンター フリースクールゆうゆう

福岡市南区野間にあります。

西鉄高宮駅から徒歩８分。
野間四角バス停から
徒歩１分です。

精神保健福祉士
社会福祉士
臨床心理士

原則として、学齢期の
お子さん

<グループ活動>
料理、おかし作り、クラフト、
運動、おでかけなど

<個別活動>
スタッフと１対１の活動
(お話し、学習など)

<カウンセリング>
臨床心理士による
カウンセリング

(ご本人およびご家族)

学校という枠に馴染めなかった
子どもさんたちが

大人になるための足がかりになるように
お手伝いします。

住所：  福岡市南区野間1-10-１松崎西ビル３F
TEL：  092-562-0233 / FAX：092-562-0253
メール： f.s.yuyu@muse.ocn.ne.jp
URL：  http://yuyu2000.hp2.jp/

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員

【入会時のみ】
　施設負担金： 10,000円

【費用】
  1日～  7日：4,000円×日数
  8日～11日：30,000円（一律）
12日～15日：45,000円（一律）
16日～       ：
　 45,000円＋4,000円×日数

　昼食費：260円（1回）
　その他：冷暖房費



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市東区

【 連絡先 】
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箱崎自由学舎ESPERANZA（えすぺらんさ）

地下鉄「箱崎九大前駅」から
歩いて3分だよ。

JR箱崎駅、西鉄バス停「網屋立筋」
「箱崎三丁目」も近くです。

教員免許保持者(常勤)
臨床心理士(非常勤)

その他ボランティアの先生

小学4年生～
おおよそ20歳くらい

までです。

体験活動では
ランチクッキングやお米づくり、
スポーツ、生徒企画デイ等、

話し合いをもとに
企画もします。

ゲストティーチャーとの
交流を通して、
いろんな分野を

知る機会もあります。

学習は個別に時間割を作成し、
一人一人のペースを
大事に進めます。

学校との協議の上、
多くの場合、出席扱いに

なっています。
無料体験も可能です。
（1週間5日が目安）

親の会も月に1回やってます。

住所：  福岡市東区箱崎3-18-8
TEL：  092-643-8615 / FAX：092-643-8625
メール： info@esperanzahp.jp
URL：  http://www.esperanzahp.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/pg/esperanzahp/
ブログ：http://blog.livedoor.jp/esperanza4/

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員

※小学生　日額 2,500円
　施設利用料　なし

※中学生（入学金なし）
　月額　35,000円
　施設利用料 年額100,000円

※高校生（入学金100,000円）　
　週3コース　月額  30,000円
　週5コース　月額  50,000円
　施設利用料 年額100,000円



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市西区

【 連絡先 】
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スタディプレイス福岡西（野方）

地下鉄「橋本駅」から徒歩15分、
または西鉄「野方」バス停から
徒歩3分のところにあります。

教員や社会福祉士の資格を
持っているスタッフや大学生

がサポートします。

小学校高学年から
高校生までを

対象にしています。

・学校との協議の上、スタディプレ
イスの出席が所属校の出席扱い
になります。

・変化の激しい時代で子ども達が
社会的に自立できることを目標に
しています。

・1人1台のiPadを用意し、ICTを
活用し個別最適化された学習で
基礎学力を身につけます。

・対話・探究学習・STEAM教育な
どを通じて社会で必要となる思
考力・創造力・社会性を養います。

・オンラインで家庭から参加して
学ぶこともできます。

・通信制高校のサポート校として、
高校卒業資格の取得も可能です

・犬が校長先生です（笑）

・カフェのような教室（定員12名）でリラックスして学びます。
・夜間は学習塾を運営していて高校受験対策もサポートします。

住所：〒819-0043　福岡市西区野方1-19-33
TEL：070-5495-2695（代表：草場） 
Mail：info＠education-a3.net
URL：https://freeschoollp.education-a3.net/

・入会金：無料
・週1コース：10,000円（税別）
  週３コース：24,000円（税別）
  週5コース：30,000円（税別）
・設備費（iPadなど）：2,000円

★ひとり親世帯、生活保護世帯
などを対象に、授業料の最大50
～70％を免除する特別奨学制
度があります。

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員

エデュケーション
エーキューブ



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市東区

【 連絡先 】
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地下鉄「箱崎九大前駅」から
徒歩６分、

西鉄「箱崎松原」バス停から4分の
ところにあります。

教員や社会福祉士の資格を
持っているスタッフや大学生

がサポートします。

小学校高学年から
高校生までを

対象にしています。

・古民家の一部を小規模（定員10名）な教室です。
・小さな庭があり、野菜栽培やバトミントンなどを行なっています。

住所：〒812-0053　福岡市東区箱崎6-14-18
TEL：070-5495-2695（代表：草場） 
Mail：info＠education-a3.net
URL：https://freeschoollp.education-a3.net/

スタディプレイス福岡東（箱崎）
ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員

エデュケーション
エーキューブ

・学校との協議の上、スタディプレ
イスの出席が所属校の出席扱い
になります。

・変化の激しい時代で子ども達が
社会的に自立できることを目標に
しています。

・1人1台のiPadを用意し、ICTを
活用し個別最適化された学習で
基礎学力を身につけます。

・対話・探究学習・STEAM教育な
どを通じて社会で必要となる思
考力・創造力・社会性を養います。

・オンラインで家庭から参加して
学ぶこともできます。

・通信制高校のサポート校として、
高校卒業資格の取得も可能です

・犬が校長先生です（笑）

・入会金：無料
・週1コース：10,000円（税別）
  週３コース：24,000円（税別）
  週5コース：30,000円（税別）
・設備費（iPadなど）：2,000円

★ひとり親世帯、生活保護世帯
などを対象に、授業料の最大50
～70％を免除する特別奨学制
度があります。



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市博多区

【 連絡先 】
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しきのきフリースクール

JR博多駅、竹下駅、
西鉄平尾駅の3駅から、

徒歩で20分ほどの場所です。
それぞれの駅から
バスが利用できます。

学習塾運営する
臨床心理士が、

専任のスタッフとして
働いています。

小学5年生から
高校生までの方を
対象にしています。

活動の中心は勉強です。同じ教室
で学習塾を運営しているので、教
科書や参考書などの教材が豊富
にそろっています。分からないとこ
ろから戻って復習できるので、勉
強に自信が無くても安心して通っ
ていただけます。それぞれの目標
や進路に合わせて、無理なく学習
できるようサポートします。勉強
ばかりでなく、休憩して本を読ん
だり、パズルをしたり、動画を見て
過ごす人もいます。進路のことや
何気ない日常の悩みを相談する
こともできます。

安心して過ごせる居場所になることを目標にしたフリースクール
です。カウンセリングのみでのご相談もお受けしております。個別
でのご相談はもちろん、親子同席でのカウンセリングもお引き受
けしております。少人数で余裕があり、きれいで清潔な環境です。

住所：福岡市博多区美野島3丁目8－1美野島シティビル201
TEL：092-292-0432
Mail：contact@shiki-counseling.com
URL：www.shiki-counseling.com
IG：https://www.instagram.com/shikinokiofficial/

＊入会金11,550円
＊月謝（週1回）18,800円
　　   （週2回）27,800円
＊体験1回3,000円
＊カウンセリング
　　初回3,000円
　　継続5,000円
（フリースクールに通う場合は
継続でも3,000円です。）

＊光熱費（年2回）3,000円
＊情報提供書3,000円

※価格は全て税抜きです。



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市中央区・南区 

【 連絡先 】
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福岡シュタイナー学園

[乳幼児部(平丘町保育園～ホレおばさんの家～)]
福岡市中央区平丘町3-29

[初・中等部]
長丘こうのす山校舎 

福岡市南区長丘3丁目10-29
長住ひばる桜校舎 

福岡市南区長住6丁目10-13

保育師資格免許保持者
教員免許保持者

シュタイナー保育並びに
教員養成資格保持者
教員経験者

その他有資格者やボランティア
上記のいずれかに該当する者

乳幼児部: 
生後8ヶ月～6歳
初・中等部: 

小学1年生～中学3年生

2009年に開校した 小中一貫の

全日制シュタイナー学校です。

福岡の豊かな風土に根ざし、子ど

もたちが、その子らしく成長し、そ

の発達に応じた生きる力を育むこ

とを目指しています。

乳幼児部では、「根っこ」を育てる

0歳から7歳までの乳幼児期に、あ

たたかく見守られた『おうち』のよ

うな環境のなかでゆっくりとした、

子どもらしい時間を過ごし、身体、

身体感覚、そして意志の力をしっ

かり育てます。

[乳幼児部]
保育料(月額): 40,000円

[初・中等部]
入学金：250,000円
参加費(月額): 40,000円 
+ 3,000円（放課後活動費)
学用品(年額)：30,000円程度

日本シュタイナー学校協会(https://waldorf.jp)加盟校です。
毎年、オープンデイ、体験授業、学校説明会、サマースクール、
公開講座、一般公開の生徒発表会などを開催しています。

[初・中等部]
事務局 Tel/Fax: 092-557-1751
E-Maill: contact@fukuoka-steiner.org
URL:  https://fukuoka-steiner.org
[乳幼児部]
事務局 Tel: 092-791-8061
E-Mail: hoiku@fukuoka-steiner.org



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市中央区

【 連絡先 】

-  10  -

ギフテッド

「赤坂」駅より南南西に徒歩
8 分、セブンイレブン横。
「警固町」バス停そば。

元教員、イギリス育ち、アメリカ
帰り、気さくなおばちゃん、アメ
リカ人など特性と個性豊かなス
タッフが独自のノウハウでサポ
ートしています。

特に制限はありませんが、
８～16 歳が
目安となります。

生まれつき読み書きが
苦手だったり、

人がたくさんいるところが
苦手だったり、

マイペースだったり、
ユニークで周囲と
なじめなかったり、
学校という枠の中では
うまく学べない子たち。

そんな彼らが
本当に必要としている
サポートとトレーニングを

提供しています。

少人数授業（４人以下）
　16時～：3000 円／時

個別授業
　16時～：6000 円／時

９～17時の
フルタイムコースについては
別途お問い合わせください。

「Yoko 先生」として親しまれる校長が
LDとASDの診断を受けた息子のために日本中駆け回り、

専門的なサポート施設が必要と自ら開校。
天性のセンスと童心と情熱で導く。

住所：福岡県福岡市中央区警固二丁目17-10
       スパッヂョけやき通りビル3F
TEL：／FAX：092-725-2990
Mail：問い合わせフォームあり
URL：https://gifted.or.jp



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市城南区

【 連絡先 】

-  11  -

福岡大学
臨床心理センター附設 学校適応支援教室「ゆとりあ」

地下鉄七隈線「福岡大学前」から
歩いて５分くらいですよ。
西鉄福岡大学病院行きの

西鉄バスも
多数の路線があります。

教員免許保持者（常勤）
臨床心理士（非常勤）
福岡大学大学院院生や
学部生１５～２０名前後

・小学生
  （保護者同伴送迎が原則です）
・中学生
  まで対象

活動例

○創作・制作活動
○スポーツ・科学実験
○調理・アイテムづくり
○レクリェーション

○陶芸
○外出・見学学習
○ＳＳＴ

※活動内容は
年度によって異なります。
また，各曜日ごとに

指導スタッフ担当が替わります。

通級費（月額5,000円）
実習費・教材費
小学生1,000円
中学生1,500円
通級の交通費は実費です。

○生活の活性化
○自信の回復

○社会性の発達促進
○人間関係の促進
○情緒の安定

住所：　　福岡市城南区七隈8－19－1
TEL：／FAX： 092－871－8056
※本教室は、福岡大学臨床心理センターの付属機関です。入級にあたっては、
まず、臨床心理センターでの個別面接（心理テストを含む）が必要です。



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ その他

いくらかかるの？

福岡市中央区・大野城市

【 連絡先 】

-  12  -

学術の森

◇天神校
    地下鉄「天神駅」徒歩５分
◇大野城校
    西鉄「下大利駅」徒歩1分

◇教務職員
　学習アドバイス・進路指導を担当
◇学生スタッフ
　学習指導：大学受験まで可能

中学生

高校生

学習に関するサポートを行ってい
ます！
　
・自習室の提供
・わからない問題に答えてくれる
（教えてくれる）教務スタッフの在籍
・学習資料（参考書・辞書等）の貸
し出し
・講義映像の無料視聴（学校の授
業のような講義映像を見ること
ができます：復習や予習に♪）
・コピー機の無料利用
・学習相談／進路相

◆中学生：出席扱い対応サポート
◆高校単位取得も可能（通信制
高校）「松陰高等学校 福岡天神
校」令和2年10月開校

【無料】費用は掛かりません。

◇高校単位取得については、有料になります。
取得単位数により異なりますので、ご相談ください。

TEL：０１２０（４１）７３３７　／　FAX：０９２（７１６）０６２０ 
Mail：info@gakujutsu.com
URL：https://www.gakujutsu.com/free_room.php
◇天神校：福岡市中央区天神３-１６-24ハーツ天神ビル６Ｆ
◇大野城校：大野城市下大利1－11－10－２F

利用時間　10：00～21：00
お休み：日曜・祝日
◆大野城校
　　　　　17：00～21：00
＊利用回数や時間の制限は
有りません＊

利用方法は様々です(^O^)／
自身のやりたい学習内容をそ
れぞれのペースで進めれます。
・毎日の勉強部屋として
・テスト対策／受験対策
勉強したいなと思う生徒さん
が、集まっています！



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市南区

【 連絡先 】

-  13  -

フリースクール・ギフテッド

西鉄大橋駅から
徒歩１０分

県議会議員さんの
事務所の一部をお借りして

活動しています。

我が子の不登校を経験した
当事者の母親２名
児童支援支援員１名
SNS担当１名

中学生
小学生（高学年）は
状況により受け入れ可

◯施設費（月額）
10,000円
授業料無償

◯フリースクール参加生徒
保護者支援費
（月額）5,000円

◯協力寄附金
（月額）5,000円～上限無し

◯支援方法を学ぶ会
保護者参加費

（月１回開催）2,000円

住所：福岡県福岡市南区横手4丁目7-16 パルコ横手II　107号
TEL／FAX： ０９２ｰ２３３ｰ１０５２（変更予定）
携帯： 090-7452-6151（久保山）
Mail：info@gifted-fukuoka.or.jp
WEB：http//gifted-fukuoka.or.jp/

活動日…月,火,木,金
９：３０～１５：３０

≪午前≫
自主学習

≪午後≫
〇畑にて野菜作り
〇体育館にて

バトミントンや卓球
〇ボランティア活動
〇宿泊学習

〇レクリエーション
〇ディスカッション

-----



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市早良区

【 連絡先 】

-  14  -

九州大学こころとそだちの相談室
地下鉄西新駅から
徒歩約10分程で
アクセス良好です。

川沿いで比較的静かな立地のため、
ゆっくりとお過ごしいただけます。

心の専門家である臨床心理士がカウ
ンセリングや居場所活動・不登校の親
の会等を行っています。また臨床心理
学を学ぶ大学院生が家庭に伺う家庭
学習支援事業も行っています。

小学生から
高齢の方まで

幅広く対応しています。
まずはお気軽に

お問い合わせ下さい。

【カウンセリングルームこだち】
気がかりなこと、悩んでいることに
ついて臨床心理士とゆっくりと相談
できます。秘密は守られます。

【家庭学習支援事業】
様々な要因で「学習」から

遠ざかっているお子さんのために、
各ご家庭に家庭学習支援員を派
遣し、ご自宅での学習サポートを

おこないます。

【フリースペース　ここりーと】
安心・安全に過ごせる週1回の
居場所活動です。お話したり、遊ん
だり、勉強したり・・・数人の利用者

・スタッフと活動します。
（毎週金曜　13時～16時）

【不登校親の会　ここあんの会】
臨床心理士のミニ講話と、
保護者同士の話し合い・
情報交換を行います。

（第３金曜日　13時半～15時）

【カウンセリング】
・初回面接（90分）：6000円
・個人面接（50分）：5000円
・並行面接（50分）：6000円

【家庭学習支援事業】
・90分　：5000円+交通費　
・120分 ：6000円+交通費

【フリースペース ここりーと】
・月額　　：4000円
・単回利用：1200円

【不登校親の会 ここあんの会】
・1回　　：1000円
※カウンセリング利用中の方は500円

いずれもお電話で受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

TEL：０９２-８３２-１３４５
（月～土　10時～18時）

〇 住所：福岡市早良区西新2-16-23
　　　　九州大学西新プラザ内　産学交流棟
〇 TEL：092-832-1345　／　FAX：092-832-1346 
〇 Mail：jimukyoku@codachi.org
〇 URL：https://www.codachi.org/



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市早良区

【 連絡先 】

-  15  -

フリースペース YURUYURU

天神方面から、
バス停「祖原」より徒歩3分

藤崎方面から、
バス停「昭代1丁目」より徒歩5分

女性管理人と女性代表者
（共に50代）です。

管理人は心理セラピストです。

基本的は中・高校生、
20代前半まで。

時々小学校高学年の
お子さんも利用しています。

･読書

･おしゃべり

･映画鑑賞

･月一回の簡単なクッキング

･学校の宿題

無料です。

あなたがあなたらしく居られるフリースペースを
目指しています。大人目線ではなく、利用者目線
で接することができるように心がけています。

住所：福岡県福岡市早良区曙2-6-21
TEL：090-9570-7702（代表杉山）
Mail：fsyuruyuru@gmail.com
URL：https://blogs.yahoo.co.jp/fsyuruyuru



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市早良区

【 連絡先 】

-  16  -

福岡インターナショナル・デモクラティック・スクール
F.I.D.S. -Fukuoka International Democratic School-

「さわら台団地」バス停から徒歩５分。
広 と々した重留中央公園まで

徒歩１０秒。
都会に山に、

アクセスのよい立地です。

〇イギリス人エンジニア
(創設者・常勤スタッフ)

〇小学校教員専修免許状保持者
(常勤スタッフ)
その他にも数人の
スタッフ・サポーター

４～１９歳までの
子どもが在学できます。
入学は１６歳まで可能です。

子どもたちそれぞれが自分の学
校での過ごし方を自分で決めて
います。

お互いに気持ちよく過ごすことを
目指し、毎日ミーティングで
話し合いを行っています。

遊びの中に、子どもたちは「これ
からの時代に求められる諸能力」
を身に付けていきます。

興味のある分野の熟達を希望す
る場合、教育のプロフェッショナ
ルたるスタッフが学術的・専門的
な知識・技術を教える時間＝チュ
ートリアルタイムを設定すること
も可能です。

こちらは放課後に行うこともでき
ます。 長期休暇(夏休み・冬休み等)には、小中学生を

対象にショートコースも行っています。

住所　福岡市早良区東入部１-４１-３
TEL:０９２－８０４－３６６３
Mail　fidskids2009@gmail.com
URL　https://fidskids.com/
Facebook　https://www.facebook.com/fidsjp/

入学金　30,000円
年間学費
　～12歳:612,000円
　13歳～:812,000円
※兄弟割引あり

その他、
スポーツ安全保険料、校外
学習時の交通費等は実費



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市全域

【 連絡先 】

-  17  -

いるか

教室は
福岡市で合計１９箇所で開催して
います。九州圏域まで合わせると３
２箇所の教室を運営しています。

大学生のお兄さん・お姉さんや
社会人のボランティアさん

がいます。

小学生～高校生まで、
教室や曜日によって
変わります。

オンラインによる
小学生から高校生までの
個別学習指導を行う
マナビバオンライン。

またＳＮＳ利用した、
いつでも先生に質問のできる

Ａｓｋ！マナビバ

発達障がいを持つ子どもたちへの
個別オンライン学習の
マナビバKickOff

子ども食堂や
職業講話イベントを
行っています！

学習教室やこども食堂では
一切お金は頂きません。

マナビバでは様々なこども達が
とても楽しく学習を行っています。

まずはお気軽に見学に来られてください！！

住所：福岡県福岡市西区上山門１-２-４１
TEL：092-407-8760／FAX： 092-407-8667
Mail：npo-irukanet@wonder.ocn.ne.jp
URL：http://irukanet.com/
http://manabiba-sharing-knowledge.org/



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市全域

【 連絡先 】

-  18  -

みんなの学び館

地下鉄「西新駅」から歩いて10分
西鉄バス「城西橋」から歩いて1分

小学校の教員歴30年の先生や
全国を飛び回る一人芝居の先
生、元教員のボランティアさん、
教育系大学の学生ボランティア
さんなど。

小学1年生
～小学校6年生まで

（基本的に小学生専門）

小学生専門の
フリースクールで、

「基礎学力・体験活動・表現活動」
を重視しています。

具体的には、
1人1人の個性に合わせた

個別学習や
Zoomオンライン授業。

音楽の授業、
ゲストティーチャーによる

キャリア教育、
ホールのステージを借りて
学び館コンサートを
開催したり、

表現活動をしています。

入学金　50,000円
月謝　　 35,000円

施設利用料（月額）　5000円
活動日：月曜日～金曜日
（土日・祝日休み）
時間：9：30～14：00

・個別教育相談5000円
・教育相談カフェを不定期で開催しています。

住所：福岡市早良区城西２－２－５９
TEL／FAX： 092-202-1655
Mail：manabikanbase@gmail.com
URL：https://www.manabikan.com/　（ホームページ）
https://www.facebook.com/minnanomanabikan



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市南区

【 連絡先 】

-  19  -

コピカ個別アカデミー

「西鉄高宮駅」から歩いて7分！！
「清水町」のバス停から歩いて30
秒でコピカの入口だよ♪

教員免許・幼稚園教諭免許・保育
資格保持者の先生です。 小学１年生～高校３年生

発達障害や支援学級の
基礎学力の定着や
学校復学を目指す

学校教科書レベルの学習指導や
私立中学への進学、

高校進学に向けた受験指導など
一人ひとりの個性と学力に
合わせた学習プログラムを
準備しています♫

★動物園への遠足や
社会見学など

楽しいイベントもあります★

小学生：
　週1回1コマ（45分）
　　　　　5,000円～
中学生：
　週1回1コマ（50分）
　　　　　6,000円～

　月会費　1,000円
　入会金12，000円　　
　　　　　　　（税別）

学習相談だけや無料体験もありますので
お気軽にお越しください♪♪

住所：福岡県福岡市南区玉川町1-25-2F
TEL：092-554-1361／FAX： 092-554-1365
Mail：copica@gakushikan-ac.com
URL：http://copica-ja.com
インスタ：copica_official



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市博多区

【 連絡先 】

-  20  -

山王学舎

地下鉄「東比恵」から歩いて１５分
だよ。西鉄バスの「山王１丁目」
バス停からは歩いて１分だ！

放課後児童支援員
食品衛生責任者

美術を学んだ専門の先生
その他ボランティアの先生

小学1年生
から中学生３年生。
学校にいけない子も

大丈夫

学校に行かない子は
ここで勉強したり、

先生と一緒に絵を描いたり
本を読んだりするよ。

放課後の時間には、
色んな子ども達が
自学を行ったり、
工作や居場所として
遊んだりします。

イベント活動では、
お泊り読書や
子ども料理教室、
林間学校も行って、
子ども達が

自主的に楽しむ時間を
作っています。

子ども日額：3,300円(税込)
週5回で月27,500円(税込)
週4回で月24,200円(税込)
週3回で月22,000円(税込)
週2回で月19,800円(税込)
週1回で月13,200円(税込)

入会金：5,000円
設備費3,600円(年間・保険)

見学・ご相談はいつでも可能です。
個別の日程カリキュラムも対応可能です。

要ご相談。

住所：福岡市博多区博多駅南6丁目5-2山王学舎
TEL／FAX： 092-515-8752
Mail：info@sanno-gakusha.or.jp
URL：https://sanno-gakusha.or.jp/
facebook：https://www.facebook.com/sannogakusha
ブログ：https://sanno-gakusha.or.jp/topics/

（さんのうがくしゃ）



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

福岡市西区

【 連絡先 】

-  21  -

いとしま不登校児の居場所「がやがや門あそび場」

九州大学伊都キャンパスのお膝元
 ・昭和バス「西消防署元岡出張所前」
                              下車徒歩8分
 ・昭和バス「元岡」   下車徒歩2分
 ・駐車場あり

ボランティアスタッフ(常勤)
教員免許保持者(非常勤)
ピアカウンセラー(非常勤)

不問
(赤ちゃん～お年寄り

 まで参加あり)

～ 毎週火曜11～17時 ～
過ごし方は自由
おしゃべりランチ会
保護者の語り場
英会話講座

卓球、トランプ・将棋・
オセロ・カタンなど
各種ボードゲーム
蔵書あり

(漫画、不登校関連本、
 健康本、啓発本、
 経済本などなど)
畳スペースあり(ごろ寝可)
電源、Wi-Fi無料

※見学も含めて事前予約必須
※日程は都合により変更あり

～ 出張あそび場開催中 ～
              毎月第３土曜日 13時～16時
              場所：  糸島市人権センター

開催場所 コ・ワーキングカフェ がやがや門
 福岡市西区大字元岡１５９７
連絡先 ：いとしまeducation
TEL／FAX：  なし
Mail： itoedu@itoshima.org
URL： http://itoshima-edu.seesaa.net/
http://www.facebook.com/gayagayamon.asobi

利用料：無料

企画により、

別途、飲食代や参加費が

かかる場合あり

（飲食、参加は自由）



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

糸島市

【 連絡先 】

-  22  -

産の森学舎

JR筑肥線大入駅から徒歩7分。
海・山・川へ徒歩5分以内。
自然いっぱいの場所です。

様々な分野の専門家、大学生、
子どもを持つお母さんなど
いろんな人がいます。

小学1年生～
中学3年生までです。

午前中は一日一つの授業、
午後は自由活動です。

お昼ごはんも
皆で当番を決めて
つくっています。

学びとあそびとくらしを
ひとつながりに考え、
経験・対話・表現を
大切にしています。

かず、ことば、美術、あそびなどの子ども/大人向けワークショップ
教育についてのお話会などの出張いたします。

090-9954-2587   /   info@sannomori.org
〒819-1631　福岡県糸島市二丈福井2254
ホームページ　http://www.sannomori.org
Facebook   https://www.facebook.com/sannomorigakusha

入学金　     75,000円
小学部月謝　25,000円
中学部月謝　30,000円

見学料　一家族2,000円
体験料　一人 2,500円



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

糸島市

【 連絡先 】

-  23  -

サンライズスクール自学支援学舎 がじゅまるの樹

JR筑肥線周船寺駅からも
波多江駅からも、

いそいで歩いて10分くらい、
ゆっくり歩くと15分くらいの

ところにあるよ。

教員免許、
スポーツインストラクター資格、

空手指導資格、
看護師資格を

持った先生がいるよ。

小学生、中学生、高校生から
20歳くらいまでなら
入学できるよ。

体験活動では
映像機器やPCによるコンテンツ
作成や、フォトグラフ制作、
音楽制作、アート制作などを

おこなっているよ。

学習面では、
一人ひとりの希望に応じて、

小学校レベルから
高校レベルまでの授業や、
大学受験・公務員試験にまで
対応した学習サポートを
受けることができるよ。

 ★小学生　日額2500円
施設利用料・入学金なし
★中学生　日額3000円
施設利用料・入学金なし
★高校生入学金50000円
週1コース月額14000円
週2コース月額25000円
週3コース月額36000円
施設利用料　年額60000円

当校は沖縄の美ら海水族館のそばにある、八洲
学園大学国際高校の学務提携校です。

住所福岡県糸島市高田４－２－３
TEL：／FAX： ０９２－３２１－２１５２ 
Mail：sunrise55okinawa@gmail.com
       URL：https://sunriseschool.jimdo.com
八洲学園　沖縄県国頭郡本部町備瀬1240
サンライズホームページアクセスはこちら



どこにあるの？ どんな人が働いてるの？ 対応年齢は？

どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

糸島市

【 連絡先 】

-  24  -

山の上のフリースクールSaita

JR福吉駅から七山方面へ
車で8分くらいの

浮嶽の中腹にあります。
（まむしの湯から七山方面へ5分ほど）

中高教員免許、
保育士免許保持者（常勤）
その他ボランティアの先生

小学1年生～
高校生

月曜の午前中
  1限目 算数のグループ学習
  2限目 社会、英語、読書など自学
火曜の午前中
  1限目 国語、漢字の自主学習
  2限目 英語のグループ学習＆自学

○上以外は　思いきり遊びます。
バドミントン、卓球、鬼ごっこ、
ボードゲーム、将棋、カードゲーム
等

○月2回ほどは　公園や体育館で
スポーツを楽しみます。

○体験活動いっぱいです！
焼き芋、栗拾い、木工、梅干つくり、
味噌つくり、クッキングなど 3回の無料体験

入学金無しの一か月お試し入学
も実施しています。

自然の中でゆったりできます！

住所　糸島市二丈吉井808-1
TEL：090-2967-6202　／FAX： 092-326-5661
Mail：yffukui2002@yahoo.co.jp
URL：http://www.sa-i-ta.com/
Facebookでも活動写真等をご覧いただけます。

○月謝制
  週1コース　10,000円
  週3コース　22,000円
  週4コース　28,000円

○入学金50,000円

○現在の活動日　月火木金
　　10:00～15:00
○水曜日はイベントの日
　　別途1000円
  第１水曜  家庭科（裁縫中心）
  第３水曜  英語であそぼ！
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どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

糸島市

【 連絡先 】

-  25  -

不登校・ひきこもり支援 いっぽ

JR筑肥線「筑前前原」から
昭和バス船越線・野北線約15分
「師吉中(もろよしなか)」

バス停下車１分

ボランティアスタッフ２人 小学生～３０歳くらい
この他はご相談下さい

居場所は
おもいおもいに過ごしたり、

お喋りしたり、
気が向けば

看板犬と散歩する
こともあります。

たべり場は
みんなでご飯を

作って食べます(お弁当持参ＯＫ)。

人数も少ないので、
何でも話し合って

好きなことをやっています。

相談も受け付けています。

居場所参加費　　１００円
たべり場材料費 ～５００円
相談料(２時間) １０００円

坐禅の集い
無料・月１回

糸島市 善應(ぜんのう)禅寺にて

住所：福岡県糸島市志摩師吉(しまもろよし)６００－９
TEL：090-4778-5910／FAX：092-327-4046 
Mail：ippo.itoshima@awg.bbiq.jp
URL：http://ifs-flat.jimdo.com/
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どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

糸島市

【 連絡先 】

-  26  -

お山の樂校

JR筑肥線　筑前深江駅から
車で5分。歩くと30分。
一面に海が見渡せる
お山のなかにあります。

自分が持つ価値観や
感性を飛び越えて
子どもたちと

共に過ごす人たちです。

小学1年生から
6年生までです。

どんぐり（算数の文章課題）、
きりん（考えるを遊ぶ）、
草木染め、田畑しごと、
みつろうづくり、
鬼ごっこ、など、

季節や興味に応じて
様々な活動をしています。

毎日必ず、
まずはみんなで集まって、
今日を自分が心地よく
過ごすために、

自分の今の気持ちや
今日やりたいことを
話し合ってから

1日がはじまります。

入学金60,000円
  40,000円/月

入学希望を前提とした
1日見学や
1週間の体験も
行っています。

詳細は
お問い合わせください。

毎月1回、スタッフと保護者で集まり、
子どもたちの日々を

想い話す会をひらいています。

住所：福岡県糸島市二丈福井陣の尾503
TEL：070-5412-4435(校長/田嶋あいこ)
Mail：oyamanogakkou@yahoo.co.jp
facebook：Facebookページがあります。｠
　　　　　　　　　　　”お山の樂校” で検索してください。
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どんなことをしてるの？ いくらかかるの？

その他

大野城市

【 連絡先 】

-  27  -

地下鉄「春日原駅」から徒歩7分、
JR「春日駅」から徒歩13分の

ところにあります。

教員や社会福祉士の資格を
持っているスタッフや大学生

がサポートします。

小学校高学年から
高校生までを

対象にしています。

・6LDKの古民家の改修した中規模（定員20名）な教室です。
・ライブラリー、ガーデンスペース、大型モニターなど設備が充実し
ています。

住所：〒816-0931 福岡県大野城市筒井2-2-26
TEL：070-5495-2695（代表：草場） 
Mail：info＠education-a3.net
URL：https://freeschoollp.education-a3.net/

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員

スタディプレイス福岡南（春日原）エデュケーション
エーキューブ

・学校との協議の上、スタディプレ
イスの出席が所属校の出席扱い
になります。

・変化の激しい時代で子ども達が
社会的に自立できることを目標に
しています。

・1人1台のiPadを用意し、ICTを
活用し個別最適化された学習で
基礎学力を身につけます。

・対話・探究学習・STEAM教育な
どを通じて社会で必要となる思
考力・創造力・社会性を養います。

・オンラインで家庭から参加して
学ぶこともできます。

・通信制高校のサポート校として、
高校卒業資格の取得も可能です

・犬が校長先生です（笑）

・入会金：無料
・週1コース：10,000円（税別）
  週３コース：24,000円（税別）
  週5コース：30,000円（税別）
・設備費（iPadなど）：2,000円

★ひとり親世帯、生活保護世帯
などを対象に、授業料の最大50
～70％を免除する特別奨学制
度があります。
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その他

大野城市

【 連絡先 】

-  28  -

えがおの会 ハレハレ～hare＊hale～子どもの居場所

・大野城市総合福祉センター
・フリースペース開催場所は
春日市のSuMiとーる202

（住所：春日市小倉2丁目28）

・ボランティアスタッフ
・理解がある地域の方

学校に行けなかった経験者が
スタッフにいます！

小学生～高校生
※状況により
20歳以上も可能

毎月1回、第３土曜
フリースペースを
開催しています。

年4回程度イベントを
開催しています。

保護者支援団体や
他団体と一緒に

イベントを開催しています。

大野城市社会福祉協議会ボランティア団体です。
2020年より保護者支援団体「えがおの会」の傘下に入り

一緒に活動しています。

住所：福岡県大野城市曙町２-３-２
TEL：092-572-5529(ボランティアセンター)
　　　代表080-5253-9928
Mail：harehale2017@yahoo.co.jp
Facebook：https://m.facebook.com/harehale2017
LINE：＠gnn1836o

フリースペースの
参加費無料です
（お茶やお菓子を
ご用意しています！）

イベントを開催する場合、
内容により

材料費や参加費等が
かかる場合があります。
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筑紫野市

【 連絡先 】

-  29  -

遊び学び舎 みつばちアジト

筑紫野市山口にあります。
JRと西鉄二日市駅から西鉄バスで
15分「木屋町」バス停下車。

教員免許保有者
プレイワーカー
保育園勤務経験者

小中学生

毎日、自分ですることを
決めています。

毎月、アートクラスや
わらべうた、

ピクニックもあります。

また、自分たちで
イベント企画をしたり、

お店を出して
自分たちの資金を
作ったりもしています。

いろんな大人に出遇って
価値観を広げ、

自分らしさを磨きだすことに
重きを置いています。

見学や体験も受付中。
保護者さんからのご相談も

お気軽にどうぞ！

住所：福岡県筑紫野市山口843
TEL：０９０－７２１０－６７５５
Mail：wonder.forest369@gmail.com
facebook：https://www.facebook.com/mitubachi.ajito
Instagram:https://www.instagram.com/mitsubachi.ajito/

週５コース：40000円
週3コース：30000円
週1コース：10000円
（他の日数も選べます）
給食費：200円／日
アート：150円／回
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その他

太宰府市

【 連絡先 】

-  30  -

筑紫女学園大学 キャンパススマイル

筑紫女学園大学内です。
西鉄「太宰府駅」から歩いて

15分です。

社会福祉や心理、
教職を学ぶ大学生が、
お勉強やお話を
一緒にします。

太宰府市内の
小・中学生です。

大学生と一緒に
学習や会話をします。

また体験活動では、
スポーツや読書などを

行います。

子どもたち一人ひとりの
希望を聴きながら、

どのようなことをするかを
決めていきます。

1回あたりの利用時間は、
1時間半程度です。

（※必要に応じて時間を
延長することも可能） 筑紫女学園大学と太宰府市との連携協定の下で

実施している取り組みであるため、
太宰府市内の小中学生のみが対象になります。

筑紫女学園大学 社会連携センター
住所：〒818－0192　福岡県太宰府市石坂2丁目12番1号
TEL：092－925－9685
Mail：renkei@chikushi-u.ac.jp
URL：http://www.chikushi-u.ac.jp/

費用は無料です。
但し、交通費や昼食代は、

各自でご負担を
お願い致します。
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朝倉市

【 連絡先 】

-  31  -

フリースペース よつば

道の駅「原鶴」・
物産館「バサロ」から、
歩いて3分です。
日吉神社の隣です。

教員免許保持者（学習支援員）
社会福祉士（相談支援員）
その他、ボランティアの先生

小学生・中学生
（学習・相談支援）
高校生・大人(相談支援）

学習支援は、
一人、一人のペースを
大事に進めます。

体験学習は、
室内での

コミュニケーションゲーム
室外での

各種スポーツ・クッキング
職場体験・ハイキングなど、
子どもたちの話し合いを
もとに企画します。

新コロナ対策として
杷木、甘木、東峰村の

３カ所で毎日開設しています。
研修・啓発・地域づくり

「ひとりで悩まないで」をテーマに、
年6回の研修会を行っています。
誰でも自由に参加できます。

（参加費無料）

住　所：　福岡県朝倉市杷木久喜宮１５０８－２
TEL／FAX： ０９４６－６２－１０８５
Mail： tekohira@yahoo.co.jp

原則無料です。
但し、

１.スポーツ安全保険料
（年額1,000円）
２.体験学習実習費

（実費負担）が必要です。
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古賀市

【 連絡先 】

-  32  -

フリースクール玄海

ＪＲ鹿児島本線「古賀駅」から
約２キロの場所にあります。
九州自動車道古賀インターから

車で３分です。

職員３名
非常勤講師１０名

中学校１年生から
高校３年生までの
男子です。

全寮制のフリースクールです。

午前中に
英語や数学、国語などの
教科学習をしています。

午後に
ダンスや演劇やプロレスなどを

プロの先生に
教わっています。
寮生活を通して、
自律すること、

人のために動くこと、
視野を広げることを
学んでいきます。

入寮から
１年間の寮生活を経て
卒業となります。

見学、相談、一週間体験を
随時受け付けています。

住所：〒８１１－３１１６　福岡県古賀市庄６６－１
TEL：０９２－７１０－８５１７／FAX：０９２－７１０－８５１８ 
Mail：info@genkai.or.jp
URL：http://genkai.or.jp/

年間１，８８０，０００円
（入会金、授業料、食費、
寮教育費、施設費）

その他に課外活動費、
イベント参加費、
小遣いがかかります。
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【 連絡先 】

-  33  -

山ねこ

篠栗町の自然豊かな山の中にあ
ります。篠栗駅から車で約15分。
川のせせらぎと鳥の鳴き声が
BGMで癒されますよ～

保育士、社会福祉士
教員免許保持者
臨床心理士

ボランティアスタッフなど

小学生
中学生

・自分で決める
・みんなで決める

朝の会で話し合って
その日の活動を決めます。

気持ちを伝える、
人の話を聴くなど

対話を通して人と関わることを
大切にしています。

火を使う、土に触れる、
自然の中で暮らし働くことと、
やりたいと感じたことを
とことんやり切る体験を

たっぷりと。

見学　無料
体験4回まで  1回2,200円
ワンデー利用　　3,850円
入学金　　　　 38,500円
年間諸経費　　 20,800円
・週4コース 月額 42,500円
・週1コース 月額 14,200円
　　　　　　（給食費込み）

季節ごとの野外活動体験イベントなども行っています。
詳しくはFBをチェック！

住所：福岡県糟屋郡篠栗町萩尾490
TEL／FAX：092-692-6612
Mail：dongurihirobaie@gmail.com
URL：https://peraichi.com/landing_pages/view/freeschoolyamaneko
facebook：どんぐりと山ネコ舎

フリースクール
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大牟田市

【 連絡先 】
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ソフィア

大牟田駅から歩いて
5分くらいのところにあります！

教員免許
臨床心理士・公認心理師

の資格を持つ人たちがいます。
小学生から

20歳くらいまでです。

どんな風に過ごすのか、
それぞれで計画をたてます。

ゆっくり過ごすためにつかったり、
勉強したり、

過ごし方はそれぞれです。

体験活動は
調理実習や工作、運動、
外に出かける遠足や

キャンプなどもやっています。

月謝：10,500円
日数が少ない人は
1日700円
（但し、月に10日以内）での
利用もできます。
　
はじめは3日間の
無料体験が利用できます。
入学金はありません。

同じ施設内に、カウンセリングルームや、
通信制高校のレポート等を支援する

サポート校もあります。

住所：福岡県大牟田市原山町1-6　3F
TEL：0944-52-8889／FAX：0944-52-8893
Mail：sophiaomuta@yahoo.co.jp
URL：http://www.sophiaomuta.com/

フリースクール
ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員
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八女市

【 連絡先 】
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フリースクール  カンビアーレ

八女市の県道82号線（藤山線）
堀川バス久留米線「豊福」から
徒歩5分のところにあります。

・１級塗装技能士
・社会福祉士

・介護福祉士（ヘルパー）

小学生
中学生
高校生年代

・企業での職場体験
・マイペースで自習
・趣味からの学び
・やりたいこと発掘

ここでは、自分の中の「楽しい」
を追求していくことも「学び」だ
と考えます。

ゲームや動画編集をやり込んだ
り、芸術やスポーツに没頭した
り、過ごし方も自分で考え、チャ
レンジします。

職場体験を通して、自分の生き
方をじっくり考える機会を作り
ます。

将来に向けて、こどもたちの自立や、主体性をサポートします。
※ 体験利用も可能です。

個別相談も行っていますので気軽にご連絡ください。

入学費用　￥30,000
年次費用　￥10,000

月額費用　￥30,000
日額費用　  ￥2,000

住所： 　八女市豊福279 -１- 2階
TEL/FAX：　080-9566-4694
Mail：　freeschool.cannbiare@gmail.com
URL：　http://www.instagram.com/freeschool.cambiare
　　　　※　LINE等でのお問い合わせも受け付けております。
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田川市

【 連絡先 】
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福岡県立大学
附属研究所 不登校・ひきこもりサポートセンター

福岡県立大学内にあります。
西鉄バス「福岡県立大学」

から徒歩3分、
JR・平成筑豊鉄道「田川伊田駅」

から歩いて20分です。

教員免許保持者・臨床心理士
精神保健福祉士・社会福祉士

小学生～
おおよそ高校生
くらいまでです。

学習は個別で実施しています。
時々、大学生のボランティア
の方が来てくれるので
一緒に問題を

解いてもらっています。

また
グループワークや

体育も
週に1回ずつ実施しています。

ーーーー

住所：福岡県田川市大字伊田4395
TEL：／FAX：0947-42-1346/0947-42-1364
Mail：support@fukuoka-pu.ac.jp
URL　http://www.fukuoka-pu.ac.jp/research/cscsn/index.html

無料です。
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飯塚市

【 連絡先 】

-  40  -

フリースクール「みんなのおうち」

最寄り駅は、
ＪＲ上穂波駅もしくは桂川駅。
駅までの送迎もできますし、

近くであれば、
ご自宅にお迎えにも行けますよ。

ほとんどが女性スタッフ。
教員免許保持者、栄養士、
医師、カウンセラーなど、
いろんな人がいます。

小学生・中学生
中学校卒業後も

1年間通うことができるよ。

それぞれに合った
カリキュラムを
一緒に作成し、

自分のペースで課題に
取り組みます。

教科学習だけでなく、
自立した生活が送れるように、

様々な体験活動を
行っています。

また、サークル対話や
行事を通して、

共に生きることも学びます。
明るい子が多いね！
と言われています。

親Café（親の会）や、支援者交流会、各種講座を開催。
スクール利用者以外の方の相談も受け付けています。

住所　福岡県飯塚市筑穂元吉474
TEL：0948-43-4560／FAX： 0948-43-4561
お問い合わせ時間：　月～木曜日　9：30～14：30
ブログ：http://blog.livedoor.jp/minnanoouchi/
まずは、お電話ください。お待ちしています。

年会費　5,000円
入学金　ありません。
施設利用料　ありません。

月額　利用料
週1回の利用　10,000円
週2回の利用　20,000円
週4回の利用　30,000円
放課後利用　　10,000円
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飯塚市

【 連絡先 】
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子育てオアシス

JR鯰田駅から徒歩７分
世尊寺バス停から６分

教員免許保持者 4名
臨床心理士（非常勤1名）
書道師範2、ピアノ講師１
その他ボランティア10名

原則として不登校の中学生
※小学生は6年生相談に対応

学校復帰と社会的自立を
目指してサポートしています。

　そのために、
学校の活動日と
同じ曜日に活動。

月曜日から金曜日、
９時30分から３時まで
時間表に従って活動。

　国,数,英,社理の他音楽,書道,

体験活動として
野外活動,ヨガ,園芸,
手芸,料理などを実施。

住所：福岡県飯塚市鯰田１６６６－２
TEL：090-4988-7454／FAX：0948-23-6579 
Mail：ycymf407@ybb.ne.jp
代表　藤江 文雄

会費月額500円
修学旅行は実費
※その他一切なし

ーーーー
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行橋市

【 連絡先 】
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フリースクール風の里

行橋駅から歩いて
１０分位のところにあります。

おじちゃん団長
おばちゃん先生

お兄ちゃんサポータ２人

小学生
中学生
高校生

学習活動はもちろんのこと、
色々な体験できます。

例えば…
楽器演奏で高齢者福祉施設に

音楽訪問したり、
小学校で福祉教室をしたり、
地域の行事（お祭りなど）に
参加させてもらったり、
お野菜を育てたり、
調理実習や物作りなど。
なんとなく散歩したり…

利用料として
1日900円

野外での体験活動の
場合は交通費等が
別途必要となります。

臨床心理士さんと、ホッと会（保護者会）を
毎月１回開催してます。（参加費2千円）

高校生は高校卒業資格取得サポートしてます。

住所： 行橋市行事５丁目８の１０
TEL / FAX： ０９３０（２５）３９４０
Mail： kazenosato@peach.plala.or.jp
URL： kazenosato.or.jp

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 実行委員
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北九州市小倉北区

【 連絡先 】
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フリースクール風の里　小倉

モノレール「三萩野駅」か
「片野駅」から徒歩で
7分くらいです。

「黄金町」「三萩野」「片野駅」の
バス停からも近いよ。

子育て支援活動をしている、
おじちゃんと

おばちゃんがいますよ。
「教育」ではない

「響育」を大切にしています。
臨床心理士（非常勤）

小学1年生～
高校生まで
です。

朝
みんなで昼食の

ご飯を炊いて、みそ汁を作るよ。

午前中　学習時間
それぞれが、
得意なことや、
できるように

なりたいことをする時間です。

昼食
みんなで作ったご飯とみそ汁と
持参のおかずを食べます。

午後　　体験活動
奉仕活動・運動・書道
デッサン・ものづくり・他、
自分の得意なことを
見つける時間です。 〇無料体験・無料相談も可能です。

〇月に1回、親の会「お茶べりカフェ」を行います。

住所：福岡県北九州市小倉北区黄金二丁目6－1
TEL：０８０－１７０１－６６４３（吉本）
　　　０９０－４５７８－６４１０（松井）
Mail：info@manazashi.org
URL：https://manazashi.org/kazenosato

小学生　25,000円
中学生　30,000円
高校生　32,000円

※母子家庭・ひとり親家庭
の方はご相談ください。
※American　high 

school　academyへの入
学は別途料金がかかります

。
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北九州市小倉北区

【 連絡先 】
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いのちと暮らしのつながり研究所かたつむり学舎

鹿児島本線JR「西小倉駅」
「南小倉駅」から歩いて１０分、
西鉄バス「金田」「金田１丁目」

「金田２丁目」から
歩いて３～５分です。

臨床心理士、教員免許保持者、
精神保健福祉士、社会福祉士、

分野の専門家、
ボランティアスタッフ、

卒業生など

かたつむり学舎の
目的と同じで、

対応が可能であれば、
何歳でも

不登校・ひきこもり・発達障害・
精神的な困難さを抱えている
方を中心に支援しています。既
存の枠組みの中で選択肢がな
く生きづらさを抱え困っている
人へ、本人のニーズを真ん中に
したオーダーメイドの支援をし
ています。本人のニーズや特性
に合った選択肢や活動を一緒
に創っていきます。

【支援内容】
学習活動（個別学習・発達障害
など本人の特性に応じた学習）
留学ホームステイ（国内・海外）
野外活動
有機農的体験
ものづくり体験
ボランティア活動仕事体験
本人に合った仕事づくり
感情処理を用いた再決断療法
（トラウマ改善や本人の望む変
化のための心理療法）

まずは、初回カウンセリング(1回12,000円2時間以内)をご予約く
ださい。ご本人のニーズを中心に、ご家族のお気持ちをお伺いし、
現状を踏まえて公的支援、医療機関、福祉サービスの利用など、必
要に応じて、かたつむり学舎の利用以外も視野に入れ、より良い選
択肢をご提案します。

　　　　　かたつむり学舎（一社）いのちと暮らしのつながり研究所
住所 北九州地区）福岡県北九州市小倉北区金田１丁目１-6-117
　　  中津地区）大分県中津市上如水1365番地　山望庵内 オフィス
TEL：070-5698-8739
（お電話での対応時間　月̶日　10:00-18:00
少人数での運営のため電話に出られないことがあります)
Mail：katatsumuri@kmf.biglobe.ne.jp
URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~katatsumuri/index.html
　　(ホームページの情報が2008年のもので現在とは異なる部分があります)

フリースクールコース
（中学生まで）

月額32,000円
入学金75,000円

サポート校
（高校資格取得）コース

月額36,000円
入学金154,000円

学習の個別支援
別途1,500円/1時間

ソーシャルワーク（自分・生活・仕
事）支援コース

月額36,000円
相談計画費（初回のみ）24,000円

カウンセリング（心理療法）
一回12,000円
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豊前市

【 連絡先 】
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こどもサポートこまど

福岡県豊前市赤熊にあります。
スーパー細川豊前店の前です。
宇島駅からは少し歩くけど・・。

学校の先生もいるし、
栄養士さんや

福祉分野の専門家もいるよ。
就学児童です。
小学生～高校生

まで。

みんなの「やりたい！」を
実現する活動を行っています。

調理体験や
農業体験などの活動や、
フリースペースでの

地域の交流会を開催したり、
ワークショップなども
行っています。

学校の先生もいるので、
お勉強も教えてもらえます。
自分に合わせた活動内容を

行いながら、
自立を目指します。

その他のいろいろな支援を行っています。
放課後等デイサービスや通信制高校など。

住所　〒828-0027　福岡県豊前市大字赤熊281番6
TEL：／FAX： 0979-77-4230/0979-77-5529
Mail：　info@npo-mado.net
URL： http://www.npo-mado.net　　フェイスブック有
ブログ：http://npomado.junglekouen.com/

月額　￥２０，０００
施設運営費（年額）
￥３０，０００

10時～15時　定員3名

通信制高校（精華学園高等
学校大分校）へ入学すること
も可能です。その場合は学校
費用のみで利用可能です。
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明誠高等学校 久留米ＳＨＩＰ（フリースクール未来学舎）
　　　住所： 久留米市六ツ門町１９－６　　　　　　　　　　　　　                 電話：0942-35-5325

さくら国際高等学校 久留米キャンパス（さくらフリースクール）
　　　住所： 久留米市東和町1-14　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　電話：0942-65-8814

明蓬館STEC久留米／有馬高等学院
　　　住所： 久留米市通東町5-16 富士ビル506　　　　　                           電話：0942-27-7414

星槎国際高等学校 北九州キャンパス（フリースクール星槎ひまわり）
　　　住所： 北九州市戸畑区初音町9-34ジュネス汐井2F　                             電話：093-967-2685

明蓬館SNEC北九州・折尾／あしたのつばさ高等学院
　　　住所： 北九州市八幡西区医生ケ丘6番1号日東興産ビル２Ｆ　　　　　       電話：093-980-3917

福岡国際高等学院
　　　住所： 古賀市舞の里3-4-5　　　　　　　　　　　　　　　　　            電話：092-940-1280

こども教育支援財団 東京大志学園福岡校
　　　住所： 福岡市中央区平尾1-7-1　　　　　　                                        電話：092-534-6225

星槎国際高等学校 福岡中央学習センター（フリースクールきらり）
　　　住所： 福岡市中央区白金1-6-2　                                                     電話：092-534-6705

トライ式高等学院 福岡天神キャンパス
　　　住所： 福岡市中央区大名2-7-3ＷＥＤGEビル3Ｆ　　　　　　                 電話：0120-919-439

松陰高等学校 福岡中央校
　　　住所： 福岡市中央区天神3-16-24ハーツ天神ビル6F　　　　　               電話：092-753-8577

明蓬館高等学校 博多キャンパスSNEC
　　　住所： 福岡市博多区博多駅前2-15-7九州情報大学博多駅前キャンパス2F   電話：092-452-7037

福岡翔学館
　　　住所： 福岡市博多区博多駅東２-5-11-5F　　　　　　　　                   電話：092-433-0451

星槎国際高等学校 福岡東学習センター（フリースクールかがやき）
　　　住所： 福岡市東区和白丘1-20-9　　　　　　　　　　　　　　　　       電話：092-605-0577

精華学園高等学校 福岡中央校
　　　住所： 福岡市南区野間１丁目11－25新松崎ビル2F　　　　　　             電話：092-552-1117

高宮学院 高等部
　　　住所： 福岡市南区野間１-１０-１-４F　                                                電話：092-554-1777

通信制・単位制高校・サポート校［中学生受け入れ可能校］
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親の会 情報

不登校を考えるかたつむりの会 （開催日時など、お問い合わせください）
　会場・地域： 宗像市    　  　  連絡先： 090-1515-1267    メール:maimai11227@yahoo.c.jp

ダンデライオン （奇数月第3日曜日）
　会場・地域： 久留米市    　    連絡先： 090-1801-8863    メール: dandelionkurume@gmail.com

うきは市みつばちの会 （毎月第3水曜日 うきは市社会福祉協議会）
　会場・地域： うきは市    　　  連絡先： 0943-76-3977    メール: gondoh@ukiha-shakyo.or.jp

ふきのとう （月2回定例会 第2土曜日、第4木曜日）
　会場・地域： 大牟田市    　　 連絡先： 070-2400-4976  メール: なし

Omimiカフェ （えがおの会主催 春日市男女共同参画センター）
　会場・地域： 春日市    　　 　連絡先： 090-4513-7531  メール: sugiura20160720@yahoo.co.jp

おやのかいMIRAI （基本的に毎月第4日曜日 お問い合わせください）
　会場・地域： 大野城市    　　 連絡先： 090-9498-5656  メール: nahoko.1115@i.softbank.jp

咲くふぁ福岡 （福岡市内を中心に開催してますので、お問合せください）
　会場・地域： 福岡市　　　    連絡先： なし    　　　　　 メール: sacfa2018@gmail.com

不登校サポートネット （各地区で開催してますので、お問合せください）
　会場・地域： 福岡市博多区    連絡先： 092-283-8815    メール: info@futokosien-net.main.jp

教育文化研究所 （各地区で開催してますので、お問合せください）
　会場・地域： 福岡市博多区    連絡先： 092-923-9339    メール: nakayoshi@kyoikubunka.com

ステップアップスクール当仁 （不定期 主に木曜日 当仁中学校不登校クラス）
　会場・地域： 福岡市中央区    連絡先： 090-9406-1594  メール: なし

子育てを語る井戸端会議 （箱崎自由学舎えすぺらんさ主催 月1回 土曜日開催）
　会場・地域： 福岡市東区    　 連絡先： 092-643-8615    メール: info@esperanzahp.jp

でこぼこの会 （毎月第3金曜日 下山門公民館）
　会場・地域： 福岡市西区    　 連絡先： 092-881-6733    メール: dekoboko4@gmail.com

ひだまりの会 （毎月第4木曜日 内浜公民館）
　会場・地域： 福岡市西区   　 連絡先： 080-9246-7240  メール: hidamari12nen@yahoo.co.jp

ひまわりの会 （毎月第2土曜日 今宿地区）
　会場・地域： 福岡市西区   　 連絡先： 080-5261-3204  メール: himawari2012kodomo@yahoo.co.jp

不登校支援オフィス ここルーム（開催日時など、お問い合わせください。）
　会場・地域： 福岡市西区、、糸島、唐津  連絡先： 090-3011-9619  メール:cocoroom@ma2bon.com

ぼちぼちの会 （毎月第1金曜日 若久公民館）
　会場・地域： 福岡市南区    　 連絡先： 090-5725-9469  メール: bochikai27@yahoo.co.jp



-  48  -

～ 編集後記 ～

ひとりひとりの子どもが安心して大人になることができる、自分らしく生きることができる、
そんな人生のお手伝いをしたいと思って集まった、FFFです。色々な生き方をしても大丈
夫！ということを皆さんにもっと知っていただきたいと思い、この冊子を作りました。

【特定非営利活動法人うめづメンタルケアセンター・フリースクールゆうゆう】

改めて見てみるとこれだけの居場所があることに心強くもあり、まだまだ周知を徹底する
には課題もあるなぁと感じている次第です。本誌が「つながり」のきっかけになることを願
っています。多くのお困りの方々に届けていきたいと思います。

居場所掲載できる情報が多くあるということは、それだけ学校以外の居場所を必要として
いる方々への選択肢が増えたことだと捉えていますが、同時にその場所を求めている人も
多くいるのではないかと思っています。この冊子が一人でも多くの必要としている方々に
届けられるよう、そして、その情報により、親も子も安心し、穏やかな笑顔が生まれ、過ごせ
るよう、皆さんと共に活動して参ります。　　感謝

平成13年、大牟田市にソフィアができて、時が経ちましたが、まだまだ必要な方に情報が
届いていないなと感じることがありました。この情報誌作成により、相談先や居場所など
の選択肢を増やすことができ、お役に立てることができればと思っています。作成にあたり、
ご協力をいただいた機関、団体の皆様ありがとうございました。

いじめで学校に行けなくなった女の子との出会いがきっかけでフリースクール風の里を立
ち上げて26年になります。日々の活動の中で、子どもや保護者、学校の先生、皆さんと出会
う度に、「もっと早く知っていたら…」という声を聞いてきました。きっと、この情報誌を活
かしてもらえると思います。ご協力いただいた皆様に感謝いたします。

【認定特定非営利活動法人 箱崎自由学舎えすぺらんさ】

【認定特定非営利活動法人エデュケーションエーキューブ・スタディプレイス】

【特定非営利活動法人 未来学舎】

【医療法人静光園 ・フリースクールソフィア】

【特定非営利活動法人フリースクール風の里】

子ども達が学校に通うことができない時に、学校の代わりに通える選択肢があることが大
事だと思っています。この情報誌が少しでもお困りの方のお役に立てれば幸いです。



〈 編集・発行 2021年3月 〉
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