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「モンテッソーリは、
独立心を養い、学校
教育だけでなく、人生
への準備をするための
教育である」　マリア・
モンテッソーリ

設立から11周年とな
る今年、6つ目のブラ
ンチがモントキアラの
「Arcoris」に、5月1日
オープン予定。

89

The Children’s House

2006年に設立され、モントキアラ、バンサー、KLCCの合計6拠点に展開している
幼稚園。さまざまな国籍のこどもが集う、国際的で多言語＆多文化な環境が魅力です。
なかでも、モントキアラのiZenブランチは、園児の半数が日本人で、日本人コミュニティ
との強いつながりを築いています。多くの日本人園児が、MKIS、GISやJISといった有
名なインターナショナル校の入学試験をパスし、世界に羽ばたいています。
モンテッソーリのカリキュラムを導入しており、こども達が自分のペースで学び、

学ぶ楽しさを発見できるようサポートしてくれます。また、こどもが興味をもったこ
とに熱中できるように温かく見守ってくれるとともに、集中力を高められるようなア
クティビティを提供しており、こういったアプローチを通じて、多くのこどもが才能
や能力を開花させています。こどもに早期教育を受けさせたいなら、最適な場所とい
えるでしょう。

インター校入学準備に最適な国際的な環境

Children’s Discovery House 
チルドレンズ ディスカバリー ハウス

モントキアラ、
バンサー

など

izen@childrensdiscoveryhouse.com
www.childrensdiscoveryhouse.com
Children’s Discovery House KL

モントキアラ（Izen@Kiara II、 Seni、Arcoris） 
バンサー（Bangkung、Limau Purut） 
KLCC（Jalan Damai）

8:30am-5pm03- 6203 7001
012- 476 7001

【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

年齢に合わせた教具を豊富に用
意。こどもは自分で興味のある教
材を手にとり、遊びと体験を通し、
学ぶ楽しさを実感できます。

モンテッソーリの教具は好奇心を
刺激し、興味をうまく引き出すこと
により、こどもたちの集中力を高め
ます。

1986年創立。モンテッソーリ教育法を採用する老舗幼稚園。50ヵ国以上のさまざま
な国籍のこどもたちを2万人以上育て上げ、質の高い幼児教育を提供。卒園生や保護者
だけでなく、地域社会からの信頼も厚い幼稚園です。「チルドレンズ・ハウス」という
名前の通り、こどもたち一人ひとりに真摯な姿勢で向き合う先生やスタッフのおかげ
で、こどもたちは心を開き、くつろぎつつ、たくさんの体験を通して学ぶ楽しさを見
出します。
創業者のナン・シヴェルさんをはじめ、先生は全員モンテッソーリの資格をもって

います。10年以上この園で働いている先生もいるほど、先生たちがこどもたちとの時
間を心から楽しんでいる様子が伺えます。半日と全日から選べるコースは、モンテッ
ソーリ教育法に基づいたプレスクール用カリキュラム。こどもたちは教具で遊びつつ、
他人を尊重し思いやる心を育み、自分に挑戦し、目の前に立ちはだかる問題を自分の
力で解決する手段を見つけられるよう、先生が親身に指導してくれます。 www.thechildrenshouse.com.my　 The children's house

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

■ クランバレー内に10施設
（バンサー、ダマンサラ、モントキアラ、
The School @ Jaya One、アラダマンサラ、
TTDI、アンパン、サイバージャヤ）
■ ペナン（ジョージタウン）

【対象年齢】3ヵ月～ 6歳（センターにより異なるので要確認）
【給食】朝食、ランチ、おやつ         【送迎】なし
【特別プログラム】テコンドー、スピーチ＆ドラマ、ABCミュージック、アー
ト、バレエ、ベビーサッカー（2～ 3歳半まで）、サッカー、英語リーディ
ング、マレー語、マンダリンなど

創立31年、11の園を運営するマレーシア幼稚園のパイオニア

チルドレンズ　ハウス
クランバレー

&  
ペナン

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あげたい。
将来はインター校への進学も考えている、というご両親は多いはず。

そこで今回は、早期教育に熱心な幼稚園やプレスクールをご紹介します。
勉強だけじゃない、さまざまなアクティビティを経験させて、

こどもの可能性を広げてあげましょう！

はじめての 幼稚園ははじじめめててのの幼幼稚稚園園
こどもの可能性を広げてくれる

特別企画特別企画
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【保護者コメント】
「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
いです」。

こどもが楽しく遊
び、じっくり学ぶ
ことができる設備
が整った園内。イ
ンター校に向けて
の準備に最適。

サン・ロレンツォが選ばれる理由。それは、プロフェッショナルな先生達の導きによ
り、小学校入学の準備ができるから。また、人生を歩き出すための準備もできます。
感受性が強く、吸収力があるこどものうちに多くのことを経験し、能力を伸ばす手助
けをしてくれます。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、
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。何より、
学びを楽しむこと、自律心、お互いを尊重し合うことなど、人として基本的なことも
学べるプレスクールです。

デサパークシティにあるインターナショナルスクールに併設した幼稚園。イギリス
の ｢就学前ナショナルカリキュラム（EYFS）｣に則った教育法で、園児は主体性をもっ
て能動的に思考する参加型の学習を進めます。先生は幼児教育の専門科が揃い、遊び
のなかから探求心を高め、想像力を豊かにし、こどもの判断力を育んでいきます。ま
た、毎週月曜日には2～ 3歳児を対象とした「トドラーグループ」を主催（参加無料）。
同じ年頃の友達をつくると同時に保護者同士で交流を深めることができます。

プレスクール「サン・ロレンツォ」が選ばれる理由

San Lorenzo MontessoriThe  International School @ ParkCity  Early Years Centre
サン ロレンツォ　モンテッソーリザ・インターナショナルスクール　パークシティ　アーリー　イヤーズ　センター

モントキアラ
など

デサパーク
シティ

【パブリカブランチ】Block A2-01-09, Publika, 
Jalan Dutamas 1, 
Solaris Dutamas, 50480 KLNo. 7, Persiaran Residen, Desa ParkCity, 52200 KL

www.slmontessori.com.my　
enquiries@slmontessori.com.mytracy.I@isp.edu.my　 www.isp.edu.my

8:30am-6pm【3歳】9am-2:15pm
【4・5歳】8:30am-2:15pm

03 - 6205 3189 
03-6263 8899

【対象年齢】18ヵ月～ 6歳　
【給食】ランチ
【プログラム】 Parent toddler （1.5～2歳） 、
Playgroup （2歳）、 Nursery （3～ 4歳）、
Kindergarten （5 ～6歳）、Phonics & English 
Reading、マンダリン、Cambridge Checkpoint 
Tutorial 
※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。
【所在地】パブリカ、プチョン、プトラハイツ、
シャーアラム、クラン、サイバージャヤ、スリ・
アラム、ジョホールバル、イポー

25％の時間は自由時間で、こどもた
ちは遊びながら社交性を身につけま
す。子育て雑誌に「最も食事が優れた
幼稚園」に選ばれたこともあるなど、
栄養に配慮した食事を提供。

マレーシアの保護者達から「ベスト・プレイスクール」「ベスト私立プレスクール」「優
れた赤ちゃん教育」などに選ばれ、数々の受賞歴がある幼稚園。マレーシア初の遊
びながら学ぶ「プレイスクール」であり、世界中の小学校への進学準備もできるプ
レスクールでもあります。シンガポールのカリキュラムをベースに学び、「遊び」を
通して人間的に成長できると同時に、英語、中国語、マレー語を自然に習得できる
のもポイント。「創造力」を重視し、音楽、料理、ガーデニング、芸術なども取り入
れています。

遊びながら学ぼう！　数々の受賞歴がある幼稚園

Trinity Kids Malaysia
トリニティ キッズ マレーシア

モントキアラ
など

【モントキアラ】
Level 5, Verve Shops, 
8 Jalan Kiara 5, Mont Kiara, 
50480 KL

info@trinitykidsmalaysia.com
trinitykidsmalaysia　 www.trinitykidsmalaysia.com   

8am-6:30pm (Summer Suites)
8:30am-6pm (Publika、Verve Shops)

【対象年齢】2ヵ月～12歳　
【給食】あり
【特別プログラム】 午後の追加クラ
スあり。バレエ、リトルキッカーズ、
中国語教育、音楽、運動、スピー
チ＆ドラマ
【所在地】パブリカ、Verve Shops
（モントキアラ）、Summer Suites
（KLCC）

【対象年齢】3 ～ 5歳　
【給食】おやつ、ランチ　
【送迎】なし
【その他】 トドラーグループ：毎週
月曜日　1:10pm-2:10pm（保護
者同伴、参加費無料）

みんなでお出かけし
たりする課外授業
の機会が多い。視
野を広げ、世界を広
げるにはぴったり。

温かい雰囲気にホッとできる幼稚園。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。先生は全員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どとても熱心。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、科学の実験、テニスや遠足など、こどもが自ら体を動かし、体験して
学ぶプログラムがたくさん！　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
治安もいいですよ！

アットホームで温かい幼稚園ならここ！
ダマンサラハイツで創業して1４年

www.mylittlehome.net　 
My-Little-Home-1098921896793566

No 118, Jalan Kasah, 
Medan Damansara, 
50480 KL

8:45am-5pm

016-2010 052
017-662 7405（Meera）
010-2193 240（Vijie）

【対象年齢】18ヵ月～ 4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。

My Little Home Child Care Centre
マイリトルホーム チャイルドケアセンター

ダマンサラ
ハイツ

2017年4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。

植物を育てたり、
学芸会で発表した
り、いろんなことを
体験できる。

体験型アクティビティ
を通して、こどもの好
奇心と探求心を高めて
くれるカリキュラムを
提供。

2003年にスリハタマスセンターをオープン以来、その熱意溢れる教育姿勢が人気
をよび、現在はTTDI、ダマンサラハイツ、モントキアラのコンドミニアム「ダマイ」
の４ヵ所にもセンターをオープン。先生はモンテッソーリまたは幼児教育の資格をも
ち、1歳から6歳までの園児がのびのびと学べる場を提供。園内での食事は玄米や黒
米を白米に混ぜ、味付けには海の塩やブラウンシュガーを使用。おやつにはフルーツ
や胚芽入りのパンを。園児の健康と栄養への気配りを徹底しています。すべてのセン
ターには安全のためCCTVを設置するほか、手の消毒など衛生面にも気を配っていま
す。保護者との連絡も密に取れるよう、メールや携帯アプリを使用するなど、安心し
てこどもを預けられる施設づくりに取り組んでいます。

毎日が楽しい！　体験から学ぶ力を育もう！

Sparkles Montessori
スパークルズ　モンテッソーリ

モントキアラ、
TTDI
など

www.sparklesmontessori.com.my
nancy@sparklesmontessori.com.my
Sparkles Montessori

スリハタマス、TTDI、
ダマンサラハイツ、
モントキアラ・ダマイ

9am-1pm
9am-3:15pm
8:30am-6pm

012-330 5103 
(Ms.Nancy)

【対象年齢】1～ 6歳　【送迎】あり　【給食】朝食、ランチ、おやつ
【特別プログラム】バレエ、ヨガ、マンダリン、テコンドー（6名以上の参
加で開講）

インター校に併設、ブリティッシュカリキュラムの幼稚園

特別企画特別企画


