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学校法人 北海道シュタイナー学園いずみの学校 保育園、初等部～高等部 〒049-5411 北海道虻田郡豊浦町字東雲町83-2 0142-83-2630 https://hokkaido-steiner.org/

スクールさぽーとネットワーク 年齢制限なし 〒085-0047 北海道釧路市新川町1-7 NPO法人和（なごみ）シッポ
ファーレ！内

0154-32-4080 sipuo.ds@gmail.com https://www.facebook.com/sukusapo

NPO法人 フリースクール札幌自由が丘学園 小学生～中学生 〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東1-3-10 011-743-1267 info@sapporo-jg.com www.sapporo-jg.com/
フリースクール あおもりサニーヒル 小学生（高学年）〜高校生 〒030-0901 青森県青森市港町2-10-49-17 080-5736-2442 komyusa.hidamari@gmail.com https://komyusa-hidamari.jimdofree.com/
一般社団法人あとり技芸向上支援協会 フリースクー
ル花鶏学苑

小学生～中学生 〒027-0042 岩手県宮古市神田沢町1-6 0193-65-8535 info@atori-gakuen.com http://atori-gakuen.com/

認定こども園ひかりの子 フリースクールこといろ 小学生〜18歳 〒028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森130 019-613-2635 hikarinoko-2010@ezweb.ne.jp https://mana-cata.jp/kotoiro/
一般社団法人フリースペースつなぎ 6歳～20歳代 〒988-0183 宮城県気仙沼市赤岩泥ノ木19-1 0226-28-9181 space.tsunagi@gmail.com https://space-tsunagi.com/
NPO法人 まきばフリースクール 小学校〜高校生（年齢制限なし） 〒987-2183 宮城県栗原市高清水袖山62-18 0228-25-4481 npomakiba@yahoo.co.jp http://npomakiba.org/
NPO法人 TEDIC 小学生～中学生 〒986-0825 宮城県石巻市穀町1-24 駅前山田ビル2階 0225-25-5286 office@npo-tedic.net http://www.tedic.jp/
NPO法人　こども∞（むげん）感ぱにー 小学生～高校生 〒986-0042 宮城県石巻市鹿妻南2-1-7 070-2436-8517 info@codopany.org https://codopany.org/

ふふふはうす by 不登校カフェ 年齢制限なし 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-8 生涯学習支援セン
ター和室ほか

090-3932-4088 tanoshiihutoko@gmail.com https://www.facebook.com/hutokocafe/

フリースクールINごきげんサロン　こころのテラス 7歳～20歳 〒981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘3-18-17 090-6784-2294 akamvtr@gmail.com https://akamvtr.wixsite.com/cocotera
一般社団法人フリースペース道 小学生～高校生 〒989-6436 宮城県大崎市岩出山字二ノ溝52 090-8561-4267 osakiforchildren@gmail.com https://osakiforchildren.wixsite.com/mysite
Social Academy 寺子屋 小学生～中学生 〒989-6321 宮城県大崎市三本木新沼字坪呂33-2 0229-25-7406 sashinkou70@gmail.com https://www.facebook.com/nobuyuki.takahashi.733
ひびのくらしの家 小学生～高校生 〒987-0901 宮城県登米市東和町米川字東上沢191-4 080-5738-8767 tome.mayu.1970@outlook.jp
フリースクール・フレスク 小学生～中学生 〒016-0873 秋田県能代市長崎91 0185-74-9306 info@flesc.jp http://flesc.jp
NPO法人 With優 小学生〜20代 〒992-0075 山形県米沢市赤芝町字川添1884 0238-33-9137 share_love_future@yahoo.co.jp http://www.with-yu.net/index.html

NPO法人 寺子屋方丈舎 7歳〜21歳 〒965-0871 福島県会津若松市栄町2-14 レオクラブガーデンスクエ
ア5階 0242-93-7950 info@terakoyahoujyousha.com http://www.terakoyahoujyousha.com/

フリースクール青い空 小学生・中学生・高校数学 〒964-0074 福島県二本松市岳温泉2-20-11 0243-24-1518 https://www.adatara-aoisora.
com/form.html http://www.adatara-aoisora.com/index.html

NPO法人　ビーンズふくしま 小学生〜20歳 〒960-8066 福島県福島市矢剣町22-5 2階 024-529-5184 info@beans-fukushima.or.jp http://fs.beans-fukushima.or.jp/

フリースクール こどものSONORA 小学生～中学生（未就学児・高校生も
可）

〒300-1211 茨城県牛久市柏田町1030 029-874-8351 kodomono.sonora@gmail.com https://kodomonosonora.amebaownd.com/

小山フリースクール おるたの家 10歳〜20歳（それ以外も応相談） 〒323-0807 栃木県小山市城東2-2-4 0285-35-6565 orutaoyama@gmail.com https://orutaoyama.amebaownd.com/
フリースクールミズタマリ 小学生～中学生 〒321-0943 栃木県宇都宮市峰町299 080-1853-6296 info@npo-keydesign.org https://www.npo-keydesign.org/
デモクラティックスクールつながるひろば 6歳～18歳 栃木県栃木市（移転検討中） 080-5477-1438 tunagaru.hiroba@gmail.com https://ameblo.jp/tunagaruhiiroba/

ＮＰＯ法人　なんとなくのにわ 小学生～中学生（若者の居場所は年
齢制限なし）

〒321-1262 栃木県日光市平ケ崎522 090-3227-7009 info@nantonakuno.net http://www.nantonakuno.net

特定非営利活動法人　風車　フリースペース風の家 20歳まで 〒329-2162 栃木県矢板市末広町19-12 080-1073-2269（渡邉） kazaguruma1023@gmail.com
栃木自主夜間中学 小学生～大人 〒328-0054 栃木県栃木市平井町980-9 0282-23-2290 3ishi3@cc9.ne.jp

NPO法人 越谷らるご フリースクールりんごの木 6歳〜20歳 〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東1-2-1 白石ビル2階 0489-70-8881 / 090-
9374-9943 k-largo@k-largo.org http://k-largo.org/

多様な学びプロジェクト（FUTURE DESIGN） 主に小中学生と保護者、支援者 埼玉県さいたま市、川崎市、オンライン futuredesign15@gmail.com https://www.tayounamanabi.com/

デモクラティックスクールさいたま あみゅーず 4歳～18歳（応相談） 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区中野林799-4 048-776-9546（変更予
定）

saitama.amuse@gmail.com https://www.facebook.com/demoschoolsaitama/

フリースクールネモ市川 小学1年生〜 〒272-0035 千葉県市川市新田5-5-15 047-383-9977 info@nponemo.net http://nponemo.net/
フリースクールネモ習志野 小学1年生〜 〒275-0012 千葉県習志野市本大久保3-8-14-401 047-411-5159 info@nponemo.net http://nponemo.net/
共育ステーション 地球の家 満5歳児～中学3年生 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-27-3-304 熊谷方（事務局） chikyunoie.2013@gmail.com http://ameblo.jp/chikyunoie/
古山教育研究所 なし 〒260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町14-5 043-241-0170 ru2a-frym@asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~ru2a-frym/

ぴおねろの森 小学生～中学生（高校生年齢のボラ
ンティアも募集）

千葉県印西市牧の原 090-4133-8002 pioneronomori@gmail.com https://www.pioneronomori.com/

ちば夜間中学をつくる会 学びたい気持ちがある方はどなたでも 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-3-8 竹内方 090-1837-2385 e-take@mqb.biglobe.ne.jp https://chiba-yachu.com/

フリースクールCo-Labo 小学3年生～中学3年生 〒264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台2-5-15 アルファプラザ1
階

043-290-1118 freeschool.colabo@gmail.com https://freeschool-co-labo.com/

ちば森の楽校 幼児～小・中学生 〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂4-3-2-308 090-4941-9329 thanks_again.1012@ezweb.ne.jp https://chiba-morinogakkou.themedia.jp/

教育と福祉のサポートセンター ヴァ―ンフリート荘 子ども・若者・家族 千葉県東葛飾地区
green575.
kazu28taka19chika12@gmail.com

NPO法人フリースクールゆうび小さな学園 5歳〜30代 〒277-0863 千葉県柏市豊四季360-2 04-7146-3501 yuubinet@jcom.home.ne.jp http://www.yuubi.org/index.html



『学びを選ぶ時代〜子どもが個性を輝かせるために親ができること〜』巻末スクールリスト

2

名前 対象 郵便番号 住所 電話 メールアドレス ウェブサイト

東京シューレ流山 6歳～21歳　およびそのご家族 〒270-0121 千葉県流山市西初石3-103-5，II-401 04-7199-7141 nagareyama@shure.or.jp https://www.shure.or.jp/nagareyama/
東京シューレ学園 東京シューレ葛飾中学校 中学生 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩3-25-1 03-5678-8171 info@shuregakuen.ed.jp http://www.shuregakuen.ed.jp/
ふれあいスクール　一朶（いちだ） 満5歳〜中学生 〒125-0033 東京都葛飾区東水元1-5-2 080-2559-7819 fureai.school.ichida@gmail.com https://ameblo.jp/fureai-school-ichida/
NPO法人 文化学習協同ネットワーク フリースペース
コスモ

小学生～中学生（高校生応相談） 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀1-14-3 0422-47-8706 cosmo@npobunka.net https://www.npobunka.net/fs-cosmo/index.html

フリースクール IFラボ（イフラボ） 小学生 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-46-1 03-6435-5068 info@iflab.education https://iflab.education/
東京インターハイスクール 中学生〜高校生 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-18 ワールドイーストビル 4階 03-6427-3450 info@inter-highschool.ne.jp https://www.inter-highschool.ne.jp/
こちゃっこい 小学生 〒184-0011 東京都小金井市東町1-45-6 kochakkoi@gmail.com https://kochakkoi.jimdo.com/
フリースペースしんじゅく 小学生〜高校生（応相談） 〒161-0031 東京都新宿区西落合3 080-2168-7377 motoyoko@silk.ocn.ne.jp http://www.freespace-shinjuku.com/

東京YMCA“liby” 10代から20代の子ども・若者たちが中
心

〒167-0042 東京都杉並区西荻北1-15-5 03-3397-0521 liby@tokyoymca.org http://tokyo.ymca.or.jp/liby/index.html

人の泉 オープンスペース”Be！” 青年層以上 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-15-13 03-5300-5581 h-openspace@be-here.org http://be-here.org/

NPO法人 フリースクール僕んち 主に6歳〜20代 〒155-0033 東京都世田谷区代田4-32-17 サンハイツB
03-3327-7142
090-3905-8124（タカハ
シ）

fsbttoru@yahoo.co.jp https://www.facebook.com/npo.bokunchi/

学校法人三幸学園 東京未来大学 みらいフリース
クール

小学4年生〜中学3年生 〒120-0005 東京都足立区綾瀬2-30-6-4階 03-5629-3790 fs-info@tokyomirai.ac.jp http://www.freeschool.tokyomirai.ac.jp/

グレイススタディケア フリースクール 小学生〜高校生 〒145-0071 東京都大田区田園調布1-12-7 グリーンヒルズ田園調
布B03 03-3721-6451 info@gracestudy.com https://gracestudy.com/freeschool/

NPO法人キッズドア 要お問合せ 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-33 Glanffice茅場町ビル2階 03-5244-9990 info@kidsdoor.net https://kidsdoor.net/
NPO法人東京コミュニティスクール 幼児（3〜5歳児）・小学生 〒164-0001 東京都中野区中野1-62-10 03-5989-1869 school@tokyocs.org http://tokyocs.org/
デモクラティックスクール さくらんぼ学園 概ね4歳〜19歳 〒192-0372 東京都八王子市別所 042-689-4134 sakuranbogakuen@gmail.com http://sakuranbogakuen.com/net/

フリースクール＠なります 小学生〜高校生の年齢で、現在不登
校の状態にある方

〒175-0094 東京都板橋区成増4-31-11（成増幼稚園裏手） 03-3327-7142 kubosan125@yahoo.co.jp http://www.asahi-net.or.jp/~bx9m-kb/home

NPO法人 フリースクール多摩川 小学生～高校生 〒183-0055 東京都府中市府中町2-18-17 042-319-0408 freeschooltamagawa@vesta.ocn.
ne.jp https://huritama.wixsite.com/huritama

フレネ自由教育 フリースクールジャパンフレネ 小学生～中学生 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷1-7-2 雑司が谷ビル202号 03-3988-4050 info@jfreinet.com http://www.jfreinet.com

NPO法人 東京シューレ 小学1年生〜23歳まで（入会は20歳ま
で）

〒114-0021 東京都北区岸町1-9-19 コーエービル 03-5993-3135 info@shure.or.jp http://www.shure.or.jp/

フリースクール×子ども食堂「なんでもいいよ」 小学4年生〜中学3年生 〒115-0051 東京都北区浮間3-1-40 2Fヒーローズ内 03-5916-7166 heros-kitaakabane@outlook.com https://nandemoiiyo.com/

NPO法人東京賢治の学校 東京賢治シュタイナー学
校

0歳〜18歳
〒190-0023
〒190-0023
〒190-0023

東京都立川市柴崎町6-20-37（小中学部・高等部）
東京都立川市柴崎町2-22-13（幼児部）
東京都立川市柴崎町6-19-32（保育園）

042-523-7112（小中学
部・高等部）
042-595-7103（幼児
部）
042-512-9461（保育
園）

info@tokyokenji-steiner.jp https://www.tokyokenji-steiner.jp/

ホームシューレ 小学生～20歳 〒124-0012 東京都葛飾区立石1-21-1 東風ビル4階 03-3909-0046 home@shure.or.jp http://www.homeshure.jp

東京シューレ江戸川小学校 小学生 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩2-4-1 03-5879-3157 edogawa@shuregakuen.ed.jp https://edogawa.shuregakuen.ed.jp/
フリースクール東京シューレ新宿 小学生～20歳 〒162-0056 東京都新宿区若松町28-27 03-5155-9803 info@shure.or.jp https://www.shure.or.jp/
フリースクール東京シューレ大田 小学生～20歳 〒144-0055 東京都大田区仲六郷2-7-11 03-6424-8311 info@shure.or.jp https://www.shure.or.jp/
フリースクール東京シューレ王子 小学生～20歳 〒114-0021 東京都北区岸町1-9-19 03-5993-3135 info@shure.or.jp https://www.shure.or.jp/
特定非営利活動法人 横浜シュタイナー学園 初等部～中等部 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘3-1-20 045-922-3107 gakuen-info@yokohama-steiner.jp https://yokohama-steiner.jp/
NPO法人 ここだね 小学生〜中学生 〒249-0008 神奈川県逗子市小坪2-11-19 070-5550-8639 mail@kokodane.org https://kokodane.org/

認定NPO法人　フリースペースたまりば 小学校1年生〜（高校年齢以上も可）
〒213-0022
〒213-0033

神奈川県川崎市高津区千年435-10（法人事務所）
神奈川県川崎市高津区下作延5-30-1 川崎市子ども夢
パーク内フリースペースえん（活動拠点）

044-833-7562（法人事
務所）
044-850-2055（活動拠
点）

freespace@tamariba.org http://www.tamariba.org/

学校法人シュタイナー学園（初等部・中等部・高等
部）

保育園、初等部～高等部 〒252-0187 神奈川県相模原市緑区名倉2805-1 042-686-6011 ー https://www.steiner.ed.jp/

一般社団法人 湘南サドベリースクール 4～18歳 神奈川県茅ヶ崎市（スクール来訪者のみに公表） 0467-37-9282 info@shonan-sudbury.org http://shonan-sudbury.org/
ヒミツキチ森学園 小学生 〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色624-2 080-8471-6068 playful.base@gmail.com https://himitsukichi-school.com/
フリースクールP&T新潟校 小学5年生以下 〒956-0114 新潟県新潟市秋葉区天ヶ沢神田253 0250-25-7353 mail@pandt.or.jp http://www.pandt.or.jp/
一般社団法人 葵学園 小学生～高校生 〒940-0062 新潟県長岡市大手通1-4-12 都屋ビル2.3階 0258-32-1900 info@aoi-school.com http://www.medical-heart.com/aoitop.html
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NPO法人はぁとぴあ21 フリースクールフレンズ 小学生～高校生 〒939-0341 富山県射水市三ケ2467-2階 0766-75-3885 http://heartopia21.webcrow.
jp/contact/index.html http://heartopia21.webcrow.jp/

LYHTYschool-IRORI-（りゅふとすくーる いろり） 小学生～高校生（応相談） 〒920-0816 石川県金沢市山の上町26‐52 076-254-5032 info@irori.lyhty.or.jp https://www.irori.lyhty.or.jp/
フリースクールリスタ金沢 6歳〜20歳 〒920-0831 石川県金沢市東山3-31-19 076-213-5888 restakanazawa@gmail.com https://restarkanazawa.wixsite.com/resta
福井スコーレ 小学生から20歳 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ8-171 090-6270-9691 onoderarei0813@gmail.com https://www.fukuis.jp/
フリースクールウィル・ビー／WILLBE高等学院 15歳〜21歳 〒910-0006 福井県福井市中央3-1-3 太田屋ビル 0776-25-3261 ugg37876@nifty.com http://willbe-hs.com//

不登校の子ども達の居場所「ひなたぼっこ」 年齢制限なし 〒408-0025 山梨県北杜市長坂町長坂下条1237-3 日野春學舎2階
（旧日野春小学校内）

090-4024-2955（代表 
西岡）

hinatabokko-09@docomo.ne.jp http://hinatabokko78.jimdo.com/

かたは塾（旧：フリースクールasoviva） 小学生～高校生 〒390-0807 長野県松本市城東2-5-7 070-5080-8931 flatnetasoviva@gmail.com https://r.goope.jp/kataha

NPO法人 子どもサポートチームすわ 小学生〜高校生 〒392-0015 長野県諏訪市中洲上金子2843 0266-58-5678 supportplan-suwa@crocus.ocn.ne.
jp http://supportsuwa.jp/

一般社団法人 信州親子塾 年齢制限なし 〒381-0038 長野県長野市大字東和田714-8 光ビル2階 026-405-2095 oyakojuku@dream.jp https://shigotoya-manabiya.wixsite.com/oyakojuku
ドリーム・フィールド 小学生〜20代 〒435-0013 静岡県浜松市東区天竜川町201 053-422-5203 dreamfield.staff@gmail.com https://dreamfield.hamazo.tv/
フリースクール　アサンテ 6歳（小学1年生）～22歳 〒444-0011 愛知県岡崎市欠町三田田北通21-22 0564-21-0923 school_asante@yahoo.co.jp http://free-school-asante.jimdo.com/

フリースクールたんぽぽ（NPO法人ハッピーラボ） 5歳くらい～中学3年生 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4-2-30 第3フクマルビル2A
号室

052-718-1247 mori@happylabo.jp http://airannjp.wixsite.com/happylab

NPO法人こころとまなびどっとこむ 中学生 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町12-7 052-452-1136 info@f-kokorotomanabi.com http://www.f-kokorotomanabi.com/

一般社団法人デモクラティックスクールまんじぇ
入学時に5歳～18歳　＊ただし入学時
に15歳まで

愛知県一宮市 0586-75-5338 manje@hotmail.co.jp https://manje.jimdofree.com/

一般社団法人　三河サドベリースクール・シードーム 入学時に4歳～18歳くらい（相談に応
じます）

〒444-0077 愛知県岡崎市井田町茨坪34-5 0564-77-3195 info@mikawasudbury.com http://www.mikawasudbury.com/

認定特定非営利活動法人 愛知シュタイナー学園 初等部～高等部 〒470-0115 愛知県日進市折戸町笠寺山42-13 0561-76-3713 http://aichi-steiner.org/
NPO法人　フリースクール三重シューレ 小学生〜20歳前後 〒514-0006 三重県津市広明町328 津ビル 059-213-1115 npo@mienoko.com http://www.mienoko.com/
一般社団法人　育ちとつながりの家ちとせ（旧根っこ
の学校　そらまめ）

幼児〜高校生 〒621-0814 京都府亀岡市三宅町65 chitose.ssw@gmail.com https://www.chitose-kameoka.com/

学びの森フリースクール（旧：アウラ学びの森知誠
館）

小学4年生〜中学3年生 〒621-0846 京都府亀岡市南つつじヶ丘大葉台2-44-9 0771-29-5588 http://free.manabinomori.co.
jp/contact/ http://free.manabinomori.co.jp/

特定非営利活動法人 京田辺シュタイナー学校 初等部～高等部 〒610-0332 京都府京田辺市興戸南鉾立94 0774-64-3158 info@ktsg.jp https://ktsg.jp/
NPO法人　夢街道国際交流子ども館 小学4年生〜高校生 〒619-1152 京都府木津川市加茂町里新戸114 0774-76-0129 info@yumekaido-kodomokan.org http://www.yumekaido-kodomokan.org/
フリースクールはらいふ 10歳〜19歳の方 〒569-1051 大阪府高槻市原91-13 072-668-6440 https://www.halife.me/contact https://www.halife.me/
特定非営利活動法人ここ 6歳〜18歳 〒564-0032 大阪府吹田市内本町1-19-7 06-6382-5514 npokoko5514@gmail.com http://npokoko.org/
フリースクール「ラヴニール」 4/2時点で6歳〜17歳 〒545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-7-2 06-7181-5549 lavenir.since2010@gmail.com http://www.lavenir-2010.sakura.ne.jp/
NPO法人　フリースクールみなも 6歳〜18歳（卒業20歳） 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1-4-3 06-6881-0803 fs-minamo@nifty.com http://fs-minamo.org/
NPO法人　箕面子どもの森学園 小学生〜中学生 〒562-0032 大阪府箕面市小野原西6-15-31 072-735-7676 kodomomori@nifty.com http://kodomono-mori.com/
不登校支援NPOいまじん 小学生〜高校生 〒656-0825 兵庫県高砂市阿弥陀町北池23-11 079-447-9508 kishi-roney@hotmail.co.jp http://npo-imagine.com/

フリースクールFor Life フリースクールは11歳（小学5年生）か
ら17歳（高校生）＊20歳まで在籍可

〒655-0022 兵庫県神戸市垂水区瑞穂通7-2 078-706-6186 forlife@hi-net.zaq.ne.jp http://fsforlife.sakura.ne.jp/

神戸フリースクール 小学生〜高校生 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通7-3-11 078-360-0016 tokasya@hotmail.com http://www.freeschool.jp/kfs/
特定非営利活動法人 二求の塾 小学生〜大学生 〒658-0047 兵庫県神戸市東灘区御影2-5-10 078-855-2612 http://nigunojuku.jp/contact/ http://nigunojuku.jp/
京阪神のフリースクール セイカ学園中等部 中学生 〒670-0936 兵庫県姫路市古二階町80 050-3733-2278 fs-seika@seika-edu.jp http://wesc.or.jp/fs/
ラーンネット・グローバルスクール 3歳〜6歳、小学生 〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本2-8-14 078-436-8575 info@l-net.com http://www.l-net.com/

ラーンネット・エッジ 小学5年生～（募集対象は中学2年生
まで）

〒657-0059 兵庫県神戸市灘区篠原南町6-1-10 グランビア灘20A
号

078-584-1224 edge-info@l-net.com https://note.com/learnnet_edge

一般社団法人デモクラティックスクールまっくろくろす
け

4歳～19歳（入学時） 〒679-2324 兵庫県神崎郡市川町坂戸592 0790-26-1129 makkuro02@yahoo.co.jp http://makkuro20.jp/

西宮サドベリースクール 4歳～19歳 〒662-0837 兵庫県西宮市広田町2-15 0798-70-0777 staff@nishinomiya-sud.com http://www.nishinomiya-sud.com/
智頭町 森のようちえん まるたんぼう 3歳〜5歳 〒689-1442 鳥取県八頭郡智頭町大屋407 0858-71-0033 morino@marutanbou.org http://marutanbou.org/
新田サドベリースクール 6歳〜22歳 〒689-1426 鳥取県八頭郡智頭町大字西谷627 0858-71-0831 shindensudbury@gmail.com http://shindensudbury.org/
スクールピア 中学生〜高校生 〒736-0061 広島県安芸郡海田町上市7-28 082-516-7011 contact@peer-hiroshima.com http://peer-hiroshima.com/
NPO法人　コミュニティーリーダーひゅーるぽん　
ほっとスペースじゃんけんぽん

3歳〜18歳 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-28-15 082-831-6888 hotspace@hullpong.jp http://www.hullpong.jp/

NPO法人　フリースクール木のねっこ フリースクールで過ごしたいこども・親
子（小中学生・中卒以上）

〒738-0026 広島県廿日市市上平良233-2 0829-20-4547 info@kinonekko.info https://kinonekko.info/
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名前 対象 郵便番号 住所 電話 メールアドレス ウェブサイト

株式会社ユグドラシル　フリースクールアーク 小学校低学年〜高校生 〒722-0023 広島県尾道市東則末町2-15 0848-38-7681 info@yggdrasil.jp http://www.yggdrasil.jp/
NPO法人Nest（ネスト） 小・中学生〜 〒751-0832 山口県下関市生野町2-27-7-4階 083-255-1026 nest-free@polka.ocn.ne.jp http://www.nest-fs.sakura.ne.jp/
NPO法人　フリースクールAUC 小学校高学年〜 〒753-0021 山口県山口市桜畠4-3-21 083-928-6339 npodeauc@yahoo.co.jp http://auc.daa.jp/fs/
フリースクール「ヒューマン・ハーバー」 6歳〜18歳 〒761-8064 香川県高松市上之町3-3-7 090-7623-6496 free-school@human-harbor.jp http://human-harbor.jp/
土居自然学校 年齢制限なし 〒824-0431 福岡県田川郡赤村赤4389-3 090-6194-3360 doi.ns.taisuke@gmail.com https://doi-ns.com/
NPO法人　箱崎自由学舎ESPERANZA 小学4年生〜20歳前後 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎3-18-8 092-643-8615 info@esperanzahp.jp http://www.esperanzahp.jp/
フリースクールSORA 年齢制限なし 〒824-0431 福岡県田川郡赤村赤4389-3 090-6194-3360 doinatureschool@gmail.com
福岡シュタイナー学園（特定非営利活動法人） 保育園、初等部～中等部 〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-10-29 contact@fukuoka-steiner.org https://fukuoka-steiner.org/

子どもの居場所ハッピービバーク 小学生〜 〒840-0831 佐賀県佐賀市松原22-2-27 佐賀バルーンミュージアム
3階 080-4310-3277 hotcake06@hotmail.co.jp https://oyanokaihotcake.jimdofree.com/

NPO法人　フリースクール　クレイン・ハーバー 小学生〜19歳まで 〒852-8145 長崎県長崎市昭和3-387-1 095-844-8899 craneharbor@har.bbiq.jp https://craneharbor.info/

NPO法人　フリースクール地球子屋 7歳〜20代 〒860-0854 熊本県熊本市中央区東子飼町3-5「天粧内」 080-4286-2999（代表：
加藤）

freeschoolterrakoya@gmail.com http://terakko.org/

eaoチャイルズコミュニケーションスクール 2歳〜小学6年生 〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-24-21 096-237-7651 info@eaoschool.com http://eaoschool.com/

宮崎デモクラティックスクール　にじのりずむ 5歳～19歳 宮崎県宮崎市佐土原町（スクール来訪者のみに公表）
080-8568-2448（曾根）
090-9810-4292（林）

nijinorizumu.miyazaki@gmail.com https://nijinorizumu-miyazaki.jimdofree.com/

NPO法人　珊瑚舎スコーレ 10歳〜高校生 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-28-1 知念ビル3階 098-836-9011 sango@nirai.ne.jp http://www.sangosya.com/frame.htm
多様な教育を推進するためのネットワーク（おるた
ネット）

info@altjp.net http://altjp.net/

九州ホームスクーリングネット 090-6194-3360 r.takafuji@gmail.com


