
児童発達支援　　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

⑧ ガブリエル

所在地
東京都目黒区中町1－6－5
目黒ｋハイツ１０１

主たる対象者 重症心身障害児

運営法人 特定非営利活動法人ガブリエル

電話 03－6451－2455 主な提供地域
目黒区・大田区・品川区・渋谷区
世田谷区

ＦＡＸ 03－6541－2456 サービス提供時間
児童発達支援事業　　 10：00～15：00
放課後等デイサービス 14：00～17：00

営業時間 ９：００から１８：００ 所持資格 児童発達支援管理責任者・看護師・児童指導員
保育士・理学療法士・作業療法士・喀痰吸引

休業日 日曜日 メールアドレス infoday.gabriel@gmail.com

時間外の連絡 メールにて受付け 責任者 管理者　鈴木美雪

ホームページ https://yuriematsuo0304.wixsite.com/mysite

０歳から１８歳までに肢体不自由・重症心身障害児・医療的ケアの必要なお子さんを対象に
し多機能型のデイサービスです。
感覚系の遊びや戸外遊び、粗大運動、微細遊び、友人や地域との交流を楽しみながら行うこ
とによって成長していく子どもたちのサポートをしています。
ガブリエルでは楽しみながら学び・経験を積みながら地域で安心・安全に過ごせるよう居場
所の提供をしています。

アクセス

東急東横線
「祐天寺」下車徒歩１５分

東急バス
「元競馬場」下車徒歩２分

サービスの種類 児童発達支援事業・放課後等デイサービス 送迎 あり

事業所ＰＲ



ガブリエル畑で野菜作り・収穫 地域の商店街でハロウィン

水あそび 昼食つくり



　心身の発達に遅れがある未就学児童が対象で、受給者証を所持していることが利用条件となりま
す。桐塾学芸大学駅前教室は、平成26年夏の開業より長く、個別指導による療育を行ってまいりまし
た。落ち着いた個室を4部屋ご用意し、有資格者の指導員による、マンツーマンの担任制で指導いたし
ます。担任制ですので、お子様とも関係値を作りながら、きめ細かな、お子様に最適なプログラムを
個々に作成し、支援をすすめてまいります。3年以上同じ先生が継続して指導しているケースも多くあ
ります。机上課題が中心ですが、お子様のニーズに合わせて、粗大運動などを取り入れることも可能
です。必要に応じて、発達検査を実施することもあります。

ホームページ

サービスの種類 送迎 なし

kirijuku.co.jp/

学習・運動（個別）

定員　10名事業所ＰＲ

03-5734-1538 サービス提供時間
10：00～17：00の間の、約１時間の枠で、
30～45分の指導と10～15分のフィードバッ
ク

時間外の連絡 090-9154-9882 責任者 平井佑理江

営業時間 ９：３０～１７：３０ 所持資格 心理士、保育士、教員免許

休業日 日、月、祝日、年末年始ほか メールアドレス info@kirijuku.co.jp

児童発達支援　（児童福祉法による福祉サービス）

アクセス

東急東横線
「学芸大学」下車徒歩３分

⑨ 桐塾　学芸大学駅前教室

所在地
目黒区鷹番2-15-16
川口ビル２F

主たる対象者
受給者証を持つ未就学児童
（心身に発達の遅れがある幼児）

運営法人 株式会社桐塾

電話 03-5734-1537 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ

学芸大学

駅前教室



桐塾学芸大学駅前教室は開業当初より、個別を専門とした

教室として運営してまいりました。

個室は４部屋あります 先生とマンツーマンで

　　　　

お子様にあわせた部屋を使用します お子様に合わせて、向かい合ったり

並んだりして授業を行います

担任制なので、原則的に 英語による授業も対応します

毎回、同じ先生が指導します （要相談）

教室の様子



　桐塾学芸大学駅前第二教室は、平成2９年の開業より、学習支援を主とした発達支援全
般の個別療育を行ってまいりました。落ち着いた個室を４部屋ご用意し、有資格者の指導
員による、マンツーマンの担任制で指導いたします。
　担任制ですので、お子様とも関係値を作りながら、きめ細かな、お子様に最適なプログ
ラムを個々に作成し、支援をすすめてまいります。支援学校・支援学級での指導経験のあ
る先生も多く、感覚統合など運動面も多く取り入れており、学習以外の面でもお子様の発
達をトータルにサポートしています。

アクセス

東急東横線
「学芸大学」下車徒歩３分

学芸大学駅前教室のビルの隣のビルです

サービスの種類 学習・運動（個別） 送迎 なし

事業所ＰＲ 定員　10名

時間外の連絡 090-9154-9882 責任者 上野和代

ホームページ kirijuku.co.jp/

営業時間 11：00～19：00 所持資格
公認心理師、臨床心理士、保育士、教
員免許

休業日 日、祝日、年末年始ほか メールアドレス info@kirijuku.co.jp

電話 03-6412-7273 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 03-6412-7282 サービス提供時間
1１：00～1９：00の間の、約１時間の枠で、
30～45分の指導と10～15分のフィードバッ
ク

児童発達支援　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

⑩ 桐塾　学芸大学駅前第二教室

所在地
目黒区鷹番2-15-18
パル学芸大学202

主たる対象者
受給者証を持つ未就学児童・小学生
（心身に発達の遅れがある幼児・児
童）

運営法人 株式会社桐塾

学芸大学駅前

第二教室



桐塾学芸大学駅前第二教室は開業当初より、個別を専門とした

教室として運営してまいりました。

信号機のある交差点の角の白い 広い空間では感覚統合運動など

ビルで、１階はクリニックです

　　　　

個室はマンツーマンが基本です 指導内容やお子様によっては、

並行して指導することも

お子様によっては 夏祭りなど、イベントを開催する

狭い部屋を使う場合もあります こともあり、お金の使い方や遊び

のルールなどを学びます

教室の様子



　心身の発達に遅れがある未就学児童が対象で、受給者証を所持していることが利用条件となりま
す。
　桐塾都立大学駅前教室は、長く、小集団による療育を行ってまいりましたが、令和２年６月より、
個別を専門とする教室になりました。
　落ち着いた個室を３部屋ご用意し、有資格者の指導員による、マンツーマンの担任制で指導いたし
ます。
　担任制ですので、お子様とも関係値を作りながら、きめ細かな、お子様に最適なプログラムを個々
に作成し、支援をすすめてまいります。
   机上課題が中心ですが、お子様のニーズに合わせて、粗大運動などを取り入れることも可能です。

アクセス

東急東横線
「都立大学」下車徒歩１分

サービスの種類 学習・運動（個別） 送迎 なし

事業所ＰＲ 定員　10名

時間外の連絡 090-9154-9882 責任者 奥村　真樹

ホームページ kirijuku.co.jp/

営業時間 ９：３０～１７：３０ 所持資格
臨床心理士、公認心理師、保育士、教員免許
（幼、小、特支）、社会福祉士

休業日 日、月、祝日、年末年始ほか メールアドレス info@kirijuku.co.jp

電話 03-6459-5996 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 03-6459-5997 サービス提供時間
10：00～17：00の間の、約１時間の枠で、
30～45分の指導と10～15分のフィードバッ
ク

児童発達支援　（児童福祉法による福祉サービス）

⑪ 桐塾　都立大学駅前教室

所在地
目黒区平町1-27-4
カムラビル２F

主たる対象者
受給者証を持つ未就学児童
（心身に発達の遅れがある幼児）

運営法人 株式会社桐塾



桐塾都立大学駅前教室は令和2年6月にリニューアルオープンしました。

落ち着いた個室を３部屋ご用意し、個別指導をメインとしています。

個室は３部屋あります 手前の広い空間では粗大運動も

　　　　

マンツーマンで指導します 個室は同じ広さです。

個室側から広い部屋。

必要な教具も揃えています。

教室の様子

　　  机上で使う教具の一部、PLM。　

　　  この開発には桐塾の先生も参画しました。



　桐塾祐天寺教室は、平成2７年の開業より、特に放課後等デイサービスとしては特徴的な、学習支援
を主とした個別療育を行ってまいりました。
　落ち着いた個室を４部屋ご用意し、有資格者の指導員による、マンツーマンの担任制で指導いたし
ます。
　担任制ですので、お子様とも関係値を作りながら、きめ細かな、お子様に最適なプログラムを個々
に作成し、支援をすすめてまいります。支援学校・支援学級での指導経験のある先生も多いのが特徴
です。
　学習障害を含む、学習への困難に対応するための支援を他の機関とも連携を図りながらトータルに
実施いたします。

アクセス

東急東横線
「祐天寺」下車徒歩２分

サービスの種類 学習・運動（個別） 送迎 なし

事業所ＰＲ 定員　10名

時間外の連絡 090-9154-9882 責任者 佐藤健

ホームページ kirijuku.co.jp/

営業時間 11：00～19：00 所持資格
公認心理師、臨床発達心理士、保育
士、教員免許、社会福祉士

休業日 日、祝日、年末年始ほか メールアドレス info@kirijuku.co.jp

電話 03-6452-4178 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 03-6452-4179 サービス提供時間
1１：00～1９：00の間の、約１時間の枠で、
30～45分の指導と10～15分のフィードバッ
ク

児童発達支援　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

⑫ 桐塾　祐天寺教室

所在地
目黒区祐天寺2-3-11
第６エスペランス３F

主たる対象者
受給者証を持つ未就学児童・小学生
（心身に発達の遅れがある幼児・児
童）

運営法人 株式会社桐塾

祐天寺教室



桐塾祐天寺教室は開業当初より、個別を専門とした

教室として運営してまいりました。

個室は４部屋あります マンツーマンが基本です

　　　　

兄弟の場合などでは、状況に応じて 静かな、落ち着いた雰囲気で

合同で行うなどの対応もいたします 授業を行います

担任制なので、原則的に

毎回、同じ先生が指導します

教室の様子



言語の発達は人間形成の大切な要素のひとつです。そのため、ことばの遅れに対しては早期発見・早期療
養が大変重要となります。当施設では言語教育を主体として、ことばの遅れや伝えにくさをはじめ、会話
のやりとりがうまくいかないなどの傾向をもったお子様によりよい療育を届けます。

指導は基本的に1時間の個別支援です。
通所日数は月1回からお子様の発達の状況に合わせて決定します。

【ことばの森で行っていること】
・難聴児指導（個別・小集団）
・言語障害児指導（個別）
・構音障害児指導（個別）
・コミュニケーション指導（個別主体）
その他、発達検査、言語検査、構音検査など

アクセス

東急大井町線・東横線
自由が丘駅徒歩6分

児童発達支援　　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類 個別支援 送迎 なし

事業所ＰＲ 一日定員10名

時間外の連絡 なし 責任者 杉内孝謙

ホームページ sugiuchiiin.wixsite.com/kotobanomori

営業時間 9：00-18：00 所持資格 言語聴覚士・保育士・児童指導員

休業日 祝日・夏季・年末年始 メールアドレス jiyugaoka.kotobanomori@gmail.com

電話 03-5726-8272 主な提供地域 東京都全域

ＦＡＸ 03-5726-8272 サービス提供時間 10：00-17：00

⑬ ことばの森

所在地
東京都目黒区自由が丘
2-7-4-2階

主たる対象者
補聴器装用や聞こえにくい、正しく
発音ができない、ことばの遅れや発
達が気になる未就学児・就学児童

運営法人 医療法人社団



主な療育内容

療育風景

●机上課題 ●自由遊び



児童発達支援　　放課後等デイサービス　（児童福祉法による福祉サービス）

スタジオを訪れた子どもたちが、思い切り身体を動かし、遊び、汗をかき、集中し、笑い、晴れ晴れとしたそらのような気
持ちになって帰っていける、それが「スタジオそら」のコンセプトです。
【支援内容】
●スタジオ療育・・・子どもの目標に合わせ、運動や学習などを組み合わせたスキル向上を図る個別療育と、コミュニケー
ションや社会性の向上を図る小集団療育を実施しています。
●あおぞら療育・・・近隣の公園等を活用し、小集団でのびのびと身体を動かします。ルールのある遊びの中で、身体を動
かしながら1人では味わえない集団で遊ぶ楽しさやルールを守る大切さを身につけます。
●イベント　　・・・季節に合わせて、様々なイベントを企画し開催しています。
【具体的な実施プログラム】
●粗大運動
●微細運動
●ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）
●学習支援
●余暇活動（遠足・自然活動体験等）

アクセス

サービスの種類 運動（個別・小集団） 送迎 なし

事業所ＰＲ

休業日 なし（年末年始を除く） メールアドレス gakugeidaigaku@studiosora.jp

時間外の連絡 なし 責任者 長谷川　裕子

ホームページ studiosora.jp/  

月～金：10:00～12:00 /14:00～18:00
土日祝：  9:30～12:30 /14:00～17:00

営業時間
月～金：10:00～18:00
土日祝：  9:30～17:00

所持資格 保育士

東急東横線
東急東横線「祐天寺駅」徒歩3分

⑭ スタジオそら祐天寺（旧スタジオそら学芸大学）

所在地
東京都目黒区祐天寺２丁目４−１３
祐天寺ビル 2階

主たる対象者

児童発達支援
主たる対象年齢：～6歳（重症心身障害児以外）
放課後等デイサービス
主たる対象年齢：小学1年生～高校３年生（重症
心身障害児以外）
※2021年度より、小学5年生以上は土日のご利
用となります

運営法人 アース・キッズ株式会社

電話
入会や内容に関すること
0120-389-317
03-5724-3809（スタジオ直通）

主な提供地域 目黒区内全域及び隣接区

ＦＡＸ 03-6701-7352 サービス提供時間



粗大運動

微細運動

あおぞら



東急東横線「学芸大学」駅下車　徒歩約15分

バス最寄り停留所　

最初の角（第七中学校の通学門）を左折、
最初の交差点（信号なし）を右折、
電信柱３本目を左手に住宅街奥へ入る。
私道を左折、奥の緑のドアの２階建ての建物です。　　　　

児童発達支援　（児童福祉法による福祉サービス）

碑さくら通りを第七中学校を左手に進み、

重症心身障がい児の主治医である小児科や医療関係機関、訪問看護ステーションと連携を図り支援いたします。
重症心身障がい児やご家族が地域から孤立しないように支え、交流や療育を行います。
家族と過ごすお家の様に安心して楽しく過ごせる場所とし、個々の成長に合わせて療育発達支援を行います。
ご家族のレスパイトを推進するために親子分離を提供しています。

アクセス

東急目黒線「西小山」駅下車　　徒歩約20分

           東急バス黒01（目黒駅ー大岡山小学校）
　　　「区立七中前」下車徒歩２分

サービスの種類 発達支援（個別・集団） 送迎 あり

事業所ＰＲ 定員：5名

時間外の連絡 なし 責任者 大村　蘭

ホームページ ohana-house.or.jp/

営業時間 9：00～18：00 所持資格
看護師・保育士・理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士・
臨床心理士

休業日 土日（祝日、年末年始を除く） メールアドレス ohana.house.mrmr@gmail.com

電話 03-5720-8088 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 同上 サービス提供時間 10：00～14：00

⑮ ミリミリ目黒

所在地
目黒区碑文谷1-11-15
碑Studio1F

主たる対象者
0才から就学前までの医療的
ニーズの高い重症心身障害児

運営法人 一般社団法人OhanaHOUSE



ミリミリ目黒

送迎バス

正面玄関 外観

療育中の様子





　心身の発達に遅れが出ている、または、遅れが予想されるお子さんに対し、集団の場あるいは個別
に療育（一人一人の状態に合わせて、その育ちを援助するための専門的な働きかけ）を早期に行うこ
とにより、心身の発達を促し、日常生活の能力を開発し、将来予測される障害を可能な限り軽減させ
ることを目的として事業を行っています。
　当園は、親子通園を基本の形態としています。通園日数は、保護者の通所事情やお子さんの発達の
状況に応じて１日通園（週１日または週２日）、午後通園の３パターンの集団療育と、個別指導（心
理言語や必要に応じて理学療法）の個別指導を組み合わせて行っています。

※「親子通園」…お子さんと保護者あるいはそれに準ずる付添の方と通所し、ともにプログラムに参
加することを原則としています。

アクセス

東急東横線
「学芸大学」下車徒歩８分
「祐天寺」下車徒歩１２分

東急バス
「中央町2丁目（洗足駅方面）」下車徒歩１分
「中央町（渋谷駅方面）」下車徒歩４分
「目黒郵便局」下車徒歩７分
「唐ヶ崎」下車徒歩５分

児童発達支援　（児童福祉法による福祉サービス）

サービスの種類 運動・学習（個別・小集団） 送迎 あり（お問い合わせください）

事業所ＰＲ 利用者定員　集団療育：1４４名　（個別療育のみの利用形態もあり)

時間外の連絡 なし 責任者 岡部　恵美子

ホームページ

午前クラス10:00～13:15（給食あり）
午後クラス14:30～15:30

https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/fukushi_shisetsu/sukusukunobinobienn.html

営業時間 ８：３０～１７：１５ 所持資格
言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・臨床
心理士・保育士・栄養士・看護師

休業日
土、日、祝祭日
年末年始(１２/２８～１/３)

メールアドレス
電話またはファックスで
お問い合わせください

⑯ 目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園

所在地
目黒区中央町２－２３－２４
ひまわりプラザ内

主たる対象者
1歳から就学前までの心身に発達の遅
れがある、または遅れが予想される幼
児。

運営法人 目黒区

電話 03-3714-1617 主な提供地域 目黒区内全域

ＦＡＸ 03-3794-4344 サービス提供時間



　　　　

　　　サーキットルーム

 メイン活動（制作・ごっこ遊び・運動など）

　机上課題（筆記・パズル・知育玩具など）

水指導（城南分園内プール）

乗馬プログラム（碑文谷公園）

室内の運動設定 給食
※一人一人に合った形態で、給食を提供してい

ます。



アクセス

東京メトロ日比谷線・東急東横線
「中目黒駅」より徒歩4分

児童発達支援　（児童福祉法による福祉サービス）　学びのサポート

サービスの種類 児童発達支援事業
（学習・ソーシャルスキルトレーニング：個別／小集団）

送迎 なし

事業所ＰＲ

時間外の連絡 なし 責任者 井改　伶

ホームページ junior.litalico.jp/school/tokyo/nakameguro/

休業日 なし（年末年始を除く） メールアドレス ml_nakameguro_jr_p@litalico.co.jp

1.そのひとりに合わせた教育
「すべてのお子さまに、必ず最適な学習方法がある」という考えのもと、指導員がお子さまと一緒に一人
ひとりに合った学習方法を探します。

2.専門性の高い教育プログラム
一人ひとりのお子さまに合わせた指導を実現するために、専門性の高い指導員の育成と、独自開発による
教材やプログラムの開発に力を入れています。

3.居心地の良いファシリティ（設備）
落ち着いて学習できる部屋や、通うのが楽しくなる設備が充実。サロンスペースでは、授業をモニター視
聴が可能です。保護者さま同士のコミュニティづくり・情報交換にも活用できます。

10時～17時30分

営業時間 10時～17時30分 所持資格
社会福祉士、公認心理師、保育士、
幼稚園教諭、特別支援学校教諭一種

⑰ LITALICOジュニア中目黒教室

所在地
〒 153-0051
東京都目黒区上目黒1-3-7
VORT代官山ビル1F

主たる対象者
1歳から就学前までの心身に発達の遅
れがある、または遅れが予想される
幼児。

運営法人 株式会社LITALICO

電話 03－5794－3727 主な提供地域 目黒区全域

ＦＡＸ 03－5794－3728 サービス提供時間



教材やプログラムの開発に

力を入れております。

落ち着いて学習できる部屋や

楽しく通える設備が

ございます。

一人ひとりに合った

学習方法を探し、

指導を実施しております。


