
電話 03-6325-2942 主な提供地域

営業時間 10:00～22:00 所持資格

アクセス

サービスの種類 学習塾（個別・小集団） 送迎 なし

事業所ＰＲ

東急東横線・日比谷線
「中目黒」下車徒歩１2分

東急東横線
「祐天寺」下車徒歩１2分

東急田園都市線
「池尻大橋」下車徒歩１4分

東急バス
「寿福寺前」下車徒歩５分

なし 責任者

ホームページ

すてっぷは子どもたちの無限の可能性を信じ、ひとりひとりの認知機能を大切にした学習指導を行う学習塾で
す。
以下の３つの特長を柱としてお子様のご成長をサポートさせて頂いております。
１、特別支援の教育法を学んでいる経験豊かなスタッフによる「細やか指導」
　…お子様おひとりに対し、講師が複数で担当するチーム担当制をとり、優位な感覚を大切にした個別指導を行
います
２、「読み・書き・計算」の力を伸ばす、すてっぷのオリジナルメソッドでの「学び方トレーニング」
　…注意力、集中力を高めるトレーニング、学習の段取り、計画を立てる力を育てる授業を行います
３、学校や社会の中での人との関わり方を身に付ける「ソーシャルスキルトレーニング」
　…買い物、料理、人との距離感等生活の中で実際に使える力を養うためのプログラムをご提供しています
それぞれのご家庭が大切にしていらっしゃることを尊重し、お子様おひとりおひとりの日々の小さな変化を見逃
さないよう、スタッフ全員でお子様を見守ります。そしてご家庭や学校との連携を大切にするだけでなく、お子
様中心に様々な機関が連携できるようにお手伝いも致します。毎回の授業を通して「できた！」「わかった！」
という学びの楽しさを体感し、成功体験を積み重ね、やがて自尊心を高めていくことを目指しています。
小集団授業は定員4名で認知機能強化トレーニングを行い、学校の宿題のサポートも行います。

kodomo-shien.com

時間外の連絡 教室長　岡村　矢恵子

休業日 日曜日、年末年始 メールアドレス info@shienstep.co.jp

ＦＡＸ 050-6875-5830

教員免許、SSTリーダー、教育カウンセラー、
家族支援カウンセラー、精神対話士、
社会福祉主事（任用）、児童福祉司（任用）、
ガイドヘルパー

平日                 15:00～21:00
土・長期休暇時 10:00～21:00

目黒区、世田谷区、大田区、渋谷区

サービス提供時間

学びのサポート

㉝ 学習サポート教室　すてっぷ　東京中目黒校

所在地
目黒区上目黒
３-44-24-304

主たる対象者
就学前から中学生までの学びにくさ
を持つ児童、生徒

運営法人 株式会社　コンサルサポート
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学びのサポート（自費によるサービス）

㉞ こどもとかぞくのサポートルーム　KNOT

所在地 東京都目黒区

主たる対象者
困りごとや不安がある未就学～小中学生の
お子さまとそのご家族。

運営法人 株式会社琉球マインド

電話 070-1534-2541 主な提供地域 国内・海外。オンライン対応可。

ＦＡＸ - サービス提供時間 10：00-19：00（日曜日17：30）

営業時間
10：00-19：00
（日曜日17：30）

所持資格
医学博士　日本小児科学会専門医　小児神
経専門医　公認心理師　臨床心理士　言語
聴覚士　作業療法士　理学療法士

休業日 祝日・年末年始 メールアドレス front@knot-support.com

時間外の連絡
メールにてお問い合わせくだ
さい。

責任者 馬場 悠輔

ホームページ https://knot-support.com/

サポートルームKNOT（ノット）は、医師や公認心理師、言語聴覚士、作業療法士、 理学療法士といった子ど
もの発達に精通した専門スタッフがカウンセリングや指導を行い、お子さまやご家族に最適なサポートプランを
提案します。
ご家族と発達の専門スタッフが両輪となり、お子さまの毎日の生活をより豊かにするための新しい価値を共に創
り上げていく「共創療育」を目指しています。
お子さま一人ひとりに合わせたプログラムをご用意し、 「なにがベストな対応策か」を一緒に考え、一緒に向き
合える環境を提供いたします。子育てに困りごとやお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。
発達や学習に関することは、問題が起きる前からの予防対策が重要です。
 医療、福祉、教育の枠を超えた科学的根拠に基づく専門的な支援によって、問題が起こる前から課題を見つけて
対策し、ご家族が前向きになれるようにトータルでサポートします。

アクセス

KNOTは東京都目黒区緑が丘にございます
が、プライバシー保護のため住所の一般公開
はしておりません。ご相談希望の方は、まず
はメールにてお問い合わせいただけますよ
う、よろしくお願いいたします。

サービスの種類
検査・カウンセリング・学習サポー
ト・発達サポート

送迎 なし

事業所ＰＲ



国家資格を持った専門職（医師・公認心理師・言語

聴覚士・作業療法士・理学療法士）が、お子さまの

個性・発達に合わせたサポートを実施しています。

医療を超えたサービスをモットーに、科学的、かつ最新の方法（検査は

最新のものを実施し、アイトラッキングを用いた視機能評価など他施設

にはない機器も導入しています）を用いて、お子さまそれぞれの認知・習

得レベル・学習方法などを丁寧に評価します。評価結果の詳細なレポー



㉟ toBe塾

所在地
目黒区鷹番２ー８ー１８
カーザビアンカ１０１

主たる対象者
小学生、中学生、高校生、大学生、
社会人

運営法人

電話 なし 主な提供地域 首都圏全域

ＦＡＸ なし サービス提供時間

日曜日 メールアドレス kokoro8gokigen@nifty.com

toBe塾･主宰の本田哲也は、小中高の英数国理社の個別授業を１人で担当。発達
障害、不登校の子ども若者の学習指導歴40年以上。週90分×２の授業時間で、
toBe塾卒業生100余名中、弁護士３名、医師２名、経済学者１名らを輩出。元臨
床心理士の妻の助言のもと、高校受験、大学受験をテコにして、「自己承認感タ
マゴ」の育ちをお手伝いいたします。
http://www.tobe-honda.jp「自己承認感タマゴを育てる学びのコツ」をご熟読
のうえ、【お問合せ】メールをお送りください。

平日16時〜22時

営業時間 平日16時〜22時 所持資格
元国立大学法人群馬大学教育学部大学院ゲ
スト講師。教員免許状…中学英語１級・高
校英語２級。アマチュア無線･電話級

アクセス

toBe塾は、東横線・学芸大学駅より徒歩３分
１．東急東横線・学芸大学駅下車（特急は止まりませ
ん）
２．改札（1ヶ所）を出て右手、東口商店街を直進、
３．りそな銀行を過ぎ、
４．三菱UFJ銀行／マツキヨの十字路をさらに直進、
５．セブン･イレブン学芸大学駅東店の真うら=右となり
６．白い小さなマンション「カーザビアンカ」1階右室
がtoBe塾です。（佐藤歯科医院の正面）

学びのサポート

サービスの種類
個別学習指導（小･中学校・高校の、
英語・数学・国語・理科・社会科・総
合）

送迎 なし

事業所ＰＲ

時間外の連絡 kokoro8gokigen@nifty.com 責任者 本田哲也

ホームページ http://www.tobe-honda.jp

休業日



本田哲也とtoBe 塾卒業生の大学生

toBe 塾卒業生の弁護士と医師



㊱ FREPPY Pre&Afterschool　フレッピー

所在地
中根２−４−１７GS
ハイム１０１

主たる対象者
２歳〜中学生
学習面や発達、コミュニケーション
が気になるお子さま

運営法人 株式会社

電話 ０３−６８８３−２９１９ 主な提供地域
目黒区・世田谷区など
（私費利用につき、ご利用地域制限はござ
いません）

ＦＡＸ なし サービス提供時間
月・水・金・９：００〜１１：３０
月〜金 １４：００〜１８：００
土曜日午前　要相談

freppy-afterschool.com

営業時間 月〜金  ９：００〜１８：００ 所持資格
幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭・
特別支援教育士・心理士・児童英語指導者資格

休業日 日曜・祝日 メールアドレス yuka@y-concept.org

FREPPYは、子ども１人１人に寄り添いながらそれぞれの持つ困り感に合わせたサポート内容を考え、
子ども達の健やかな育ちをサポートさせていただく”学習支援教室”です。

☆身体スキル：感覚統合遊びやビジョントレーニングなど学習に集中出来る身体を作り安定した情緒を育
てる活動。
☆学習スキル：それぞれの課題と出来る力を見つけ、１人１人に合った学習方法を考えながら力を伸ばす
活動。
☆社会性スキル：生活マナーを知り、豊かな人間関係を作ることが出来るようコミュニケーション力を育
てる活動。以上３つのスキルトレーニングを軸とした活動内容で指導を行っています。
☆英語（英会話）指導、英検対策にも対応可能。プログラミング教室有り。
FREPPYは、保護者さまとの連携を大切にし、お子さまの成長や様子に合わせた指導内容を丁寧に考え
たサポートを行っています！

アクセス

東急東横線　都立大学駅下車　徒歩５分

学びのサポート

サービスの種類 学習サポート・SST・英語・プログラミング 送迎 無し

事業所ＰＲ 個別学習・集団学習　☆外国籍のお子さまへの英語による指導にも対応をしています。

時間外の連絡 可能 責任者 デラトロべ　由香

ホームページ



学習スペースの様子 制作活動

運動 ゲーム

個別

学習

プログラ

ミング

おやつづくり



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

㊲ 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 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

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

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/

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。

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

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



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。


