特別企画

特別企画
リルワンズ モンテッソーリプレスクール

Lil' Ones Montessori Preschool

アートク
ラスで
は、英語
で自分
の意 見を
言って
楽しそう
！

モントキアラ

こどもの可能性を広げてくれる

1モントから徒歩5分で通園がラク！
日本人にも人気のご近所幼稚園

はじめての 幼
稚園
幼稚園

創業して5年の幼稚園。日本人の園児も約20人通っています。インターナショナルプ
レスクールカリキュラムを採用しておりインター校進学準備に最適。多くの卒業生が
インター校に進み、社会で活躍しています。少人数制で11人の先生が決め細やかに面
倒を見てくれるので安心。2016年からは3 ヵ月からの乳児も預けられる施設もオープ
ン！
園長の
Jeanさん
はじめスタッフは
経験 豊富で
有資格者。

モンテッソーリの教育法をベースとしており、さまざまな教具を使い、発達段

階に応じて楽しみながら英語や算数、中国語のほか、生活に必要なスキルなども学べ

せっかくマレーシアにいるんだから、こどもを国際的な環境に触れさせて、

ます。こどもの国籍は多種多様で、クラスはすべて英語で行われます。

できるだけ将来の可能性を広げてあげたい。そんな希望はありつつも、幼稚

B-G-10 & B-G-11,
Gateway Kiaramas, No 1,
Jalan Desa Kiara,
Mont Kiara, 50480 KL
月〜金 8am-6:30pm
（午前 or 午後のみ、全日、延長保育あり）
012-227 7889
03-6201 0314

インターナショナルモンテッソーリプログラム独特の教
具を使用。地球儀や人体像など五感で学ぼう！

info@lilones.com.my

園の場所、方針、預けられる時間なども重要ですよね。早期教育に強い幼稚

【対象年齢】3ヵ月〜 6歳
（ 3 〜18ヵ月の乳児は保育施設の
BBhausを利用可能）
【給食】朝食、ランチ、おやつ
【送迎】両親が送迎するための駐
車場あり。
【特別プログラム】ダンス、アート、
バレエ、数学など。

園から、独自のこだわりがある幼稚園などいろんな幼稚園をまわって、お子
さんがいきいきできる場所を見つけてあげましょう。

http://lilones.com.my

リルファカルティ インターナショナルプレスクール ＆ チャイルドケアセンター

ひ も を 結 ん だ り、
お 皿 を 洗 ったりと
いった日常 生 活 に
必 要 なスキル も 学
べる。

PJ

「こどもは英語などの
共通言語を使わなく
ても彼ら独自の言 語
で意思の疎通ができ
ることをイタリアで学
びました 」と語る園
長のカレンさん。

Lil Faculty International Preschool and Child Care Centre

マイリトルホーム チャイルドケアセンター

My Little Home Child Care Centre

の
おそろい ム。
ー
ユニフォ

乳児から6歳のこどもが自由に楽しく学び
早期学習の基礎を固められる幼稚園

ダマンサラハイツで創業して13年
アットホームな雰囲気が魅力

2016年1月に開園した幼稚園。興味関心があることを探求していくことを通じて、こ

モンテッソーリの教育法をベースにしつつ、独自プログラムも充実している幼稚園。す

どもたちが学ぶ楽しみや理論の組み立て方を学べる環境です。3 ヵ月から6歳まで通え、

べての先生はモンテッソーリの資格をもっており、本などは園独自のものを使用するな

日本の教育界でも話題のイタリア発の革新的教育法「レッジョ・エミリア」とモンテッ

ど、質のよさはお墨付き。砂場やプールといった施設があるほか、クッキングレッスン、

ソーリを導入しています。園内に図書館があり、絵本の読み聞かせなどでこどもの語

サイエンスの実験、テニスや遠足など、こどもが自ら体を動かし、体験して学ぶプロ

彙力と想像力を伸ばし、自ら創造し学ぶ力を育てます。午前は英語、午後は中国語の

グラムが多く用意されています。さらに、算数、アート、中国語、マレー語、楽器演奏、
コンピュータなどを学ぶアフタースクールアクティビティも充実。高級住宅地なので

ユニークなカリキュラムで、インター校準備にも、中国語の基礎力を身に付けるのに
も最適。
Lot 230, the Curve, No 6,
Jalan PJU 7/3, Mutiara
Damansara, 47810 PJ
8am-6:30pm
012-2081 286
モンテッソーリの教育法をベースに、スプーンやボウル、箸などお母さんがごはんの準備に使う
ような教具も使用して学んでいく。

ダマンサラ
ハイツ

info@lilones.com.my
www.lilfaculty.com
Lil Faculty International Preschool at The Curve

【対象年齢】3ヵ月〜保育施設の

BBhaus、18ヵ月〜プレスクール
※エンリッチメントプログラムは
3歳〜
【給食】朝食、ランチ、おやつ
【送迎】なし
【特別プログラム】英語によるイ
ンター校プレスクールプログラム
（15ヵ月〜 6歳）

治安もよく、安心してこどもを預けられる環境です。

民族衣装
を着
た り、 い
ろ
な文化を ん
体験
する機 会
も。

No 118, Jalan Kasah,
Medan Damansara,
50480 KL
8:45 am-5pm

ワクワク
楽しい♪

みんなでお出かけし
たりする課 外 授 業
の機会が多いので、
視 野 を 広 げ、 世 界
を広げるにはぴった
り。バスに乗って出
かけることも！

016-2010 052
012-3986 465
03-2093 5078
www.mylittlehome.net
My-Little-Home-1098921896793566

【対象年齢】18ヵ月〜 6歳
【給食】ランチ、おやつ
【送迎】アレンジ可能
【特別プログラム】アフタースクールアクティ

ビティ（クッキング、数学、コンピューター、
ゲーム、空手、中国語、マレー語など。ホ
リデープログラムも充実
【その他】2016年2月中に入園手続きをす
ると10％割引。本誌をご提示ください。

リル エリートハウス インターナショナル プレスクール

Lil Elitehouse International Preschool

明るい広々とした施設で、こども達はのびのびと学び、遊んでいます。
ガードマンが常時おり、カード式のドアが二重についているなどセキュリティは万全。
入口のすぐ前のスペースに車を止めていいので、送り迎えはラクラク。

バンサー
サウス

広々としたインドアの幼稚園
インター校＆中華系小学校準備に最適な国際的な環境

日本人会のなかにある幼稚園
文科省の要領に準拠した内容で安心！

外国人が多いバンサーにできて3年目の幼稚園。土地柄、園児の約7割が外国人とい

1997年に設立された日本人会のなかにある幼稚園。モンテッソーリの教育理念に基づ

う国際的な環境です。午前中はモンテッソーリをベースにしたインター校入学を目指

き、少子化のなかで希薄になった異年齢児の交流を図るため、年少・年中・年長児の

す英語のコースと、中華系の小学校入学を目指す中国語（マンダリン）のコースから選

混合クラス編成をおこない、豊かな人格形成を目指しています。また、学年別の設定

べ、ほとんどの園児がインター校か中華系小学校に進学しています。午後も預けたい

保育との組み合わせにより、こどもの成長に合わせた保育のほか、週1回の就園前（2

場合はデイケアがあり、エンリッチメントプログラム（バレエ、ロボティクス、お絵描

歳児）保育も行っています。日本国の文部科学省の定めた幼稚園教育要領に準拠した

き、算数、中国語など）に参加することも可能。3ヵ月の乳児を預けられるBabyhaus@

保育を行うため、また幼児期に必要とされる母国語習得のために、職員は全員日本国

Bangsar Southもあるワンストップセンターです。

内法による有資格者（幼稚園教諭、保育士）なのも大きな特徴です。

園長先生のジェイムズさんはじめ
スタッフは全員モンテッソーリや
早期教育などの有資格者。

Unit 2-1, Level 2, Nexus,
Bangsar South, No. 7, Jalan
Kerinchi, 59200 KL
8am-6:15pm

【対象年齢】3ヵ月〜 6歳
【給食】ランチ
【送迎】なし。入口前に送迎用駐

車スペースあり。
【特別プログラム】バレエ、数学、

012-507 1845（Mr.ジェイムズ）
012-335 9373（Ms.リネッタ）
info@lilelitehouse.com
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クアラルンプール日本人幼稚園

セプテー

www.lilelitehouse.com

ロボティクス、お絵描き、中国語、
スピーチ＆ドラマなど

【対象年齢】年少児から
【給食】週2回（水・金曜日）

No2, Jalan 1/86,
Jalan Taman Seputeh, 58000 KL
10am-3pm
jckledu@yahoo.com

03-2272 3711
www.interq.or.jp/asia/jckkledu

水・金以外は弁当持参
【送迎】通園バス（モントキアラ、

タマンデサ、バンサー）
※その他地域については応相談。
【特別プログラム】 就園前児（2歳
児）保育
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特別企画

特別企画

せた
年齢にあわ
こども
教具があり、 長
成
の
り
一人ひと
わせて
スピードに合
学べます。

英 国 人のジュリア・ガブリエル が
1983年にシンガポールでオープン
した演劇を基とするプログラムを展
開するセンターはたちまち人気に。

モンテッソーリの教具はこどもたち
の興味をうまく引きだすようにでき
ており、こどもたちはびっくりする
ほどの集中力を発揮します。

現在、
インドネシア、
シンガポー
ル、
中国にも
支 店あり。

創業者の
ナン・シヴェルさん。
「アンティ・ナン」と
こどもからも保護者
からも親しまれて
いる。

【特別プログラム】ジュリア・ガブリエルセンターでは、ユニー

クなエンリッチプログラムを開催している。① PlayNest（6
〜 18 ヵ月）② PlayClub（18 ヵ月〜 3歳）③バイリンガル
のPlayClub（18 ヵ月〜 3歳）④ Stepping Stones（2 〜 3
歳）。そのほか、スピーチ＆ドラマ（3 〜 12歳）や、11月、
12月にはホリデープログラムを実施。
※①〜④は大人同伴のプログラム

ジュリア・ガブリエルセンター＆チルターンハウスプレスクール

バンサー
&
PJ

Julia Gabriel Centre & Chiltern House Preschool

チルドレンズ ハウス

演劇を通じてこどもが成長する世界 4ヵ国で展開するユニークな教育メソッド
「EduDrama」など独自のプログラムを通じて、こどもたちの学ぶ力、生きていく
力を養うユニークな教育メソッドで有名なイギリス発の「ジュリア・ガブリエルセン

Chiltern House Preschool ：3 〜 6歳
Julia Gabriel Centre：おやつ
Chiltern House Preschool ：ランチ

【給食】

し合い、学ぶ楽しさ、独立心、そしてポジティブな心や自尊心をこどもたちに教えます。

【送迎】なし
【その他】オープンデイが2016年1月9日（土）に開催。当日申し込むと

このジュリア・ガブリエルセンターが運営する幼稚園が、同じ敷地に併設されて
エルセンターとチルターンハウスが入っています。一つのクラスに英語の先生と中国

【Bangsar centre】123 Jalan Bukit Pantai,

Bangsar, 59100 KL

のほか、二つの言語を無理なく学べるので、小学校入学の準備にも最適。週に一回、

【CITTA Mall centre 】3rd Floor, CITTA Mall,

No. 1 Jalan PJU 1A/48, Ara Damansara,
47301 PJ

ジュリア・ガブリエルセンターで教えているスピーチとドラマの専門家による授業が
受けられ、想像力、創造力を広げ、また正確な発音ができるように指導してくれます。

月〜金：8am-6pm、土：8:30am-5:30pm

4 〜 6歳のこどもたちは、トリニティカレッジ・ロンドンから授与される「ヤングパ

【Bangsar centre】日祝定休
【CITTA Mall centre 】日曜定休

フォーマーズ」の資格を取得することも可能。注目はこどもたちが大好きな図書館。

【Bangsar centre】03-2095 5500 / 5501
【CITTA Mall centre 】03-7832 1133 / 2233

ここのストーリーブックはすべて専門家によって選ばれたもの。ドキドキ、わくわく
できる読書体験が待っていますよ！

1986年創業のモンテッソーリの教育法を採用する老舗幼稚園。30年間で50以上の

Julia Gabriel Centreの1タームの料金が15％割引に。
CITTA Mall centre：2pm-3:30pm、Bangsar centre：4:30pm-6pm
こちらから要予約 → http://on.fb.me/1OMuYWW

語の先生がいるバイリンガルシステムが確立されており、幼いうちから基礎的な教科

www.juliagabriel.com.my

JuliaGabrielKL

クランバレー

創立して30年、9つの園を運営するマレーシアの幼稚園のパイオニア

【対象年齢】 Julia Gabriel Centre：6ヵ月〜

ター」。ここで提供されるエンリッチメントプログラムを通じて両親と先生たちは協力

いる「チルターンハウス」。バンサーとチッタモール各ブランチにジュリア・ガブリ
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The Children's House

JuliaGabrielKL

さまざまな国籍のこどもたち約2万人を育ててきており、質の高い幼児教育を提供する
幼稚園として、保護者だけでなく地域社会からの信頼も得ています。幼いこどもにとっ
ては安心できることが何より大切ですが、
「チルドレンズ・ハウス」という名前の通り、
スタッフたちはこどもたちと真摯な姿勢で向き合い、こどもたちは自分の家にいるよ

【対象年齢】8 ヵ月〜 6歳 ※アラダマンサラは 3ヵ月〜
【給食】朝食、ランチ、おやつ
【送迎】なし
【特別プログラム】スピーチ＆ドラマ、語学（マンダリン、マレー語）
、

レゴ＆ロボティクス、アート＆クラフト、バレエ、サッカーなど
※施設によって異なる。

うにくつろぎつつ、学んでいます。
創業者のナン・シヴェルさんはじめ、先生は全員モンテッソーリの資格をもち、な
かには10年以上ここで働いている人もいるなど、こどもたちとの時間を心から楽しん
でいるよう。半日と全日から選べるコースは、モンテッソーリの教育法に基づいたプ

クランバレー内に9施設
（ダマンサラハイツ【3施設】
、バンサー、
The School＠ Jaya One、アラダマンサラ、
TTDI、アンパン、サイバージャヤ）

レスクール用カリキュラムで、こどもたちはここでさまざまな教具で遊びつつ、他人

8am-3pm ※アラダマンサラ、Jaya One
とサイバージャヤは午後6時まで

を尊重し思いやる心を育て、自ら選び、自分に挑戦し、問題を解決するための手段を

03- 2092 3833

考え出し、ポジティブに物事を進めていくなど、人生において成功するために有益な
さまざまなことを学びます。

contact@thechildrenshouse.com.my
www.thechildrenshouse.com.my
thechildrenshousemalaysia
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特別企画

特別企画
サファリキッド インターナショナル プレスクール

Safari Kid International Preschool

こどもの
ころか
らテクノ
ロジ
に親しめ ー
る。

バンサー

シリコンバレーで創業、世界 6ヵ国で国際展開
理数系を強化できる早期教育が強み
採用するコアカリキュラムは、モンテッソーリ、レッジョ・エミリア、シュタイナーと
いう世界的に有名な教育手法のいいとこ取りをして融合させたもの。記憶力や書く力、
数学などには東洋的アプローチを採用。またシリコンバレーという世界の頭脳が集まる
場所で誕生しただけに、S.T.E.M（科学、技術、エンジニアリング、数学）に強いという
特徴あり。早期教育プログラムは、こどもそれぞれの成長に合わせて認知能力、社交性、
感情、身体能力、創造力や洞察力を育むようにデザインされており、独自の脳トレメソッ
ドにより、どんな小学校でも上位にいける能力を身に付けることが可能です。

56 Jalan Medang Tanduk, Bukit Bandaraya, 59100 KL
03-2201 5561

月〜金：9am-4:45pm
バンサーの落ち着いた高級住宅街の真ん中なので、
安心して通えます。

www.safarikidasia.com

【対象年齢】18ヵ月〜 6歳
【給食】あり（有料）
【送迎】あり（有料）
【特別プログラム】アフタースクール
アクティビティ（ダンス、水泳、サッ
カ ー、 語 学、 読 書、Tech Safari、
Safari Chef、Mind Gymなど）

infomy@safarikidasia.com

教育系のビジネスに興味が
あるなら、フランチャイズ
で幼稚園を始めることも可
能。モンテッソーリプログラ
ムに 基づ いたサン・ロレン
ツォ独自のカリキュラムや教
材を提供してくれ、先生のト
レーニングや、調査、研究、
経営の相談にものってくれ、
サポートしてくれます。

チルドレンズ ディスカバリー ハウス

モントキアラの
ラ
i-Zen とS eniブ
人の
ンチには日本
こどもが多く学ん
でいます。

モントキアラ
など

Children's Discovery House
ピンクや
水色を
使ったか
わいらし
い
教室でみ
んな
のびのび
遊んでい
ます！

モンテッソーリをベースとする幼稚園
それぞれのこどもの能力やレベルに応じて、こどもがいろんなことに挑戦できるような

日本人が多く住むパブリカショッピングギャラリーでも営業して
いて、日本人のこどもも元気に学んでいます。ご両親からは「優
しい先生達とかわいくて清潔な教室が気に入っています」、
「学
期毎の成績表も項目が細かくこどもの成長が分かりやすい」と
高い評価を得ています。

環境をつくってくれる幼稚園。先生たちはモンテッソーリの教育精神に基づいて、歌
や遊び、ゲームなど日々のプログラムを進めてくれます。こどもの人数に対して先生
が多いので、こども一人ひとりのことをよく理解してくれ、こどもの能力に応じた最
適の方法でさまざまなスキルや知識を学ばせてくれます。また、こどもたちが問題解
決能力を身に付けることができるよう、こどもたちができるだけ自立して考え、行動
するようにサポートしてくれます。
i-Zen MONT KIARA
Kiaraville MONT KIARA
Seni MONT KIARA
KL City Centre AMPANG
Bangkung BANGSAR
Limau Purut BANGSAR
9am-12pm / 12:30pm / 1pm / 3:15pm
※年齢によって帰宅時間が異なる。
012-205 6756

【対象年齢】1.5歳〜 7歳
【送迎】なし
【給食】ランチ
【特別プログラム】
■ コアプログラム：算数、
英語、
科学、
地理学、プラクティカルライフ
■ アフタースクールプログラム：ス
ピーチ＆ドラマ、音楽＆ムーブメン
ト、アート＆クラフト、テコンドー、
サッカー、
ストーリーテリング

www.childrensdiscoveryhouse.com

セニョ〜ムからお知らせ
サン ロレンツォ

Senyum主催

ガーデンインターナショナル校見学ツアー

参加
無料

昨年９月に実施し、好評をいただいたガーデンインターナショナル校の見学ツアーを下記の日
程で実施いたします。ガーデン校の諸施設ほか、授業の様子も見学できます。お子さまをイン
ター校へ通わせたいとお考えの方、興味をおもちの方、この機会にぜひご参加ください。見学
ツアーには日本語の通訳がつきます。
【開催日時】2016年3月7日（月）午前9時〜正午
【見学先】 Garden International School

16, Jalan Kiara 3, Oﬀ Jalan Bukit Kiara, 50480 KL
*1, Jalan 41/70A, Desa Sri Hartamas（幼稚部）
① EYC（幼稚部）
、② Primary（小学部）
、
③ Secondary（中高等学部）
【実施内容】全体説明と質疑応答、学校内諸施設の見学、授業見学、

体験入学など。※内容が一部変更になる場合があります。
【申し込み締め切り】2016年2月29日（月）

【申し込み方法】

以下を記載の上、下記までEメールにてお申込みください。
■参加者氏名、お子さまの生年月日、お子さまの英語力について
■連絡先（電話番号）
■ご希望の見学先：① EYC（幼稚部）
、② Primary（小学部）
、
③ Secondary（中高等学部）
■お子さまの体験入学ご希望の有無

egao@senyumpress.com

小学校入学だけでなく、人生への準備をしよう！
脳の機能の80％は5 歳までの教育で決まるってご存知でしたか？

パブリカなど全国18ヵ所で運営する幼稚園

つまり、こど

もの人生は5 歳までに決まるともいえるのです。マレーシア全土に18の幼稚園を運
営するサン・ロレンツォは、18 ヵ月から6 歳のこどもを対象に、モンテッソーリの
教育法をベースに「国際人」を育てることを目的としたプログラムを展開。1 人 1 人
に目が行き届いたレッスンはバイリンガルで行われ、自分で調べて考えることが重
視されます。
ほかにも、サン・ロレンツォのプレスクールがおすすめな理由はいろいろ。例えば、
ホリスティックな教育を目指しており、小学校入学準備だけでなく、人生を歩き出す

【対象年齢】18ヵ月〜 6歳
【給食】ランチ 【送迎】なし
【特別プログラム】Montessori Parent-Toddler (1.5-2.5 years) /

Montessori Playgroup (2-3 years) / Montessori Workgroup (4-6
years) ※モンテッソーリをベースに年齢ごとにプログラムを設定。
【その他】マレーシア各地にブランチあり。
Publika A2&B1 / Puchong / USJ 16 / Setia Alam / Kota Kemuning / Bukit
Tinggi, Klang / Kuala Ibai, Terengganu / CBD Perdana 2, Cyberjaya
/ Kajang / Putra Heights, Subang Jaya / Johor (Taman University /
Desa Tebrau / Desa Tebrau 2 / Seri Alam / Gelang Patah / Batu Pahat) /
Malacca / Penang / Singapore / Plaza Ativo, Damansara 近日オープン予定

ための準備もできます。さまざまなことを感じ、吸収するこどもの時期だけの感受性
を大切にし、さらに伸ばしてくれます。人はそれぞれ違うもので、一人ひとりがかけ

【パブリカブランチ】Block A2-01-09,

Publika, Jalan Dutamas 1,
Solaris Dutamas, 50480 KL

がえのない存在として尊重し合うことを教えてくれます。学びを楽しむこと、そして
自律心を身に付けられます。これらは卒業後もこどもが成長するために必要なことで
す。モンテッソーリ独特の教具を使い、単純なものから複雑なものへ、また具体的な
ものから抽象的なものへと、段階に応じた学びを提供してくれます。
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モントキアラ
など

San Lorenzo

8:30am-5:30pm
www.slmontessori.com.my

03 - 6205 3189
enquiries@slmontessori.com.my
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