
Language School
新しい言語を知れば、それまで知らなかった新しい文化や世界がぐっと身近になるは
ず。今回は英語をはじめとし、スペイン語、中国語などを学べる語学学校を一挙公開。
さらに日本人のこどもにとって、帰国後も安心できる日本語教室もご紹介します。

楽しく新しい言語を学ぼう！

特別
企画

一般英語、英会話、ビジネス英語など豊富なコース内容があります。
教室はパブリカにあり、便利な立地なのもうれしい。

「生きた英語」を学ぶことができると支持をされているレキシ
コン。先生は日本人への指導経験が豊富なため、日本人が苦
手とするポイントを把握しているので安心。コースが終了す
るたびに先生と学習の進み具合を確認し、次のコースを選ぶ
ことができます。クラスは少人数制なので、先生との距離も
近くアットホームな雰囲気。キッズコース、大人コースがあ
るので親子でレキシコンに通う日本人の生徒もいるそうです。
毎週土曜午前は受講者が無料で参加できる英会話クラブがあ
ります。

日本人への指導経験が豊富な講師陣！
アットホームな雰囲気の英語スクール

LEXICON LANGUAGE INSTITUTE

先生から一言

 Mont Kiara Center
Block G, No. 8-1, Jalan Solaris 4, Solaris Mont Kiara, 50480 KL
03-6206-5157、011-3304-6790（日本語）  

Subang Center　
F-3-8, Sunway GEO Avenue,  Bandar Sunway, 47500, Selangor
03-6211-7890、011-3304-6790（日本語）  
 keunja112@gmail.com

日本人の先生がいないことも英語力がつくポイントの一つ。
だだし、日本語が分かるスタッフもいるので、英語が苦手な
保護者でも気軽に相談できるので安心です。

インターナショナル校試験合格率95％以上を誇るとして、モ
ントキアラで日本人からの支持を集める英語スクール。現在、
日本人の所属は約60人。「インター校入学対策コース」では
世界各国で有効性が証明された教材を使用し、リーティング、
ライティング、リスニング、スピーキングがバランスよく伸
びるカリキュラムが人気を集めています。そのほか、日本人
学校に通うこども達のための英語力アップを考えたコースや、
各種試験対策、海外大学への受験対策に向けたコースなども
用意されているのもLamp Academyの魅力です。

日本人から支持をされ続ける英語スクール
インター校合格率は、なんと95％以上！！

Lamp Academy

生徒さんから一言
Nさん（中学2年生） Wさん・Hさんジョアン先生 Kavitha先生

モントキアラ内シャトル
バスサービス有

モントキアラ内
バスサービス有

はじめてマレーシアに来た時は英語なん
て分からなかった。でも、この教室に5
年通って英語はいつもの生活のなかで使
えるくらいになったし、問題も学校より
も難しい。でも問題が解けた時はうれし
いです。特にリーディングは一番得意に
なりました！

買い物やタクシーを利用するときなど、
日常での英語力をつけようと思ったのが
教室に通うきっかけです。またしっかり
と一人ひとりにアドバイスもしてくれる
ので、今の自分に必要なスキルも先生と
確認ができます。最近は街に出て英語を
使うのが楽しいです♪

英語を英語で学ぶ「イマジネーションプ
ログラム」や日本人の先生がいないこと
によって、早いうちから英語に慣れ親し
むことができます。また教材にもこだわっ
ているので、英語学習の先取りも可能で
す！　日本人の生徒は、はじめは恥ずか
しがり屋な子が多いイメージですが、こ
こに通うことで自信がつき自主的に英語
を話してくるので、私たちもうれしいで
す。さらに保護者を交えてのカウンセリ
ングも実施し、学習の進み具合を一緒に
確認します。

日本人の生徒さんは、単語や文法はしっ
かり理解しているのに、それらを日常の
会話や読み書きの際に「生きた英語」と
して使うのが苦手という傾向があります。
そのため状況に合わせた英語を使えるよ
う、常に生徒さんとコミュニケーション
をとりながら、楽しく授業を進めていま
す。また一人ひとりのスキルや状況を見
て的確にアドバイスや指導を心がけてい
ます。生徒さんの成長を感じた瞬間は本
当にうれしいです。

生徒さんから一言先生から一言

Block A, 08-01, Plaza Mont’ Kiara, No.2, Jalan Mont’ Kiara, 
50480 KL

03-6411 8697/8698、010-885 6498
www. laslilasschool.com.my

1レッスンは60分。1対2、3人のセミ・プライベートや
1対1のプライベートレッスンも。

国内唯一のスペイン語専門語学学校。陽気で情熱的なネイティ
ブの先生6名が各々、大人クラスとこどもクラスを受け持ち
教えてくれます。スペイン語は世界20ヵ国以上で公用語とし
て使われており（英語に次いで2番目に多い。母語人口は4億
人以上）、なかでも4000万を超える人がスペイン語を話すア
メリカでは、スペイン語を話せるだけで就職の機会も多いの
だとか。日本人にとっては、日本語と似ている音が多いので、
英語よりも上達しやすく、かつ英語習得の相乗効果も狙える
らしい!?　スペイン語でトリリンガルを目指そう！

H
オ ラ
ola!!　英語にプラスαで学びたい！

スペイン語で周りをあっと驚かせませんか！

Las Lilas

Sarah先生（スペイン人） 村山 燎
りょう

 君（9歳）
以前はスペイン・パンプローナの小学校で
4年間、先生として働いていました。この
語学学校では主に、12歳以下のキッズク
ラスを担当し、（スペイン語を母語としな
い）こどもたちに、ボードゲームやカード
ゲームなど、ゲームをしながら学べる「イ
ンタラクティブ（対話型）メソッド」を使っ
て、スペイン語を教えています。一クラス
は平均4 ～ 8人の少人数制なので、皆なす
ぐに仲良くなって、楽しく遊びながら学ん
でくれているようです。

きっかけは、メキシコが舞台のアニメ映画「コ
コ」とラテン音楽の「デスパシート」。突然、「ス
ペイン語を習いたい」と言い出し、今でも毎回
楽しく通っています。最近は英語とスペイン語
の共通点を発見し、面白いと言っています。先
生から達成度や評価を項目別にまとめたレポー
トがもらえるので、親としてはうれしいですね。

先生から一言 保護者から一言

B4-2-2 Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1, 50480 KL
03-6211 4817
info@lexiconinstitute.com
www.lexiconinstitute.com
Lexicon Language Institute

特別企画 特別企画
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B-7-2, B-7-3, Block B (Unit 1-5), Megan Avenue II,
Jalan Yap Kwan Seng, 50450 KL

03-2181 1219 / 011-2886 3460　LINE: oki.doki.1105 
www.ems.edu.my

【日本語でのお問い合わせ】
011-2886 3460（岡安）、japan@ems.edu.my
＊直接来校して、日本語での相談、受講申し込みも可。

EMSランゲージセンターは、ペトロナスツインタワーから徒
歩5分に位置する英語専門スクールです。先生はアメリカ、
カナダ、南アフリカ、イギリスなどネイティブスピーカーと、
オランダ、イラン、ロシアなど非ネイティブ圏で第二言語専
門インストラクターとしてキャリアを積んできた人たち。ク
ラスは5 ～ 12名の少人数制で、日常会話からIELTS試験対策
準拠カリキュラム、テーラーメード式本格ビジネス英語プロ
グラムなど、目的に合った授業が選べます。日本人スタッフ
が常駐しているので、気軽に日本語で相談できます。

日常会話から試験対策、ビジネスまで
目的に応じて英語のスキルアップができる

EMS LANGUAGE CENTRE

Alan 先生（イギリス人）岡安 大さん
EMSは長年に渡って日本人の生徒さんたち
に英語を教えてきました。現在、世界各国
から16歳以上の生徒たちが英語を学んで
います。私たちスタッフも出身国は様々で、
異なった英語のアクセントをもっています
が、そのアクセントの違いを理解したうえ
で、生徒一人ひとりのリスニングとスピー
キング能力が図れるように指導していま
す。またクラスに常についてこれるように、
生徒の学習状況を随時モニターし、サポー
トをしています。

EMSにきてから早いスピードで実用英語力が上
がっていったのは、様々な国の様々なアクセント
の講師のもとで授業を受けられたということにあ
ると思います。日本人は50音とカタカナ英語に慣
れてしまっているので、これは一番マッチした英
語学習環境だなと感じています。特に初めて海外
で英語を学ぶという方におすすめな学校ですよ。

先生から一言生徒OBから一言

Sky Terrace, 4th Floor, Block 6, Faber Ria Condominium, 
Jalan Desa Sentosa, Taman Desa, 58100 KL

019-317 5530（日本語）：時間割などについてお気軽にお問い合わせください。
sora.japculture@gmail.com　 soralearningcentre　 sora_learning_centre

①コースは、幼児（3 ～ 6歳）、小学生（7 ～ 12歳）、学生向け（13歳以上・3 ヵ月、または6 ヵ月集中コース）、大人向け（3 ヵ
月、または6 ヵ月集中コース）、JLPT(日本語能力試験）等を目標とした短期集中コース（1 ヵ月～ 3 ヵ月を）用意。
②施設は、セキュリティ完備のコンドミニアム内共用エリアに所在しているため安心！

日本人のこどもたちだけではなく、ローカルも対象に指導経
験豊富な先生による授業が行われています。 「日本の季節ご
との行事や伝統を伝えたい」という願いをもった先生による楽
しく活気のある授業が魅力。さらに、海外生活では学べない
日本の道徳や文化を学ぶことができるので日本へ帰国後も安
心です。また、日本語だけでなく中国語・英語のクラスが開
講されています。現在、着付け、茶道、華道、書道など、ロー
カルとの文化交流を目指したイベントも計画中とのこと♪

日本語や文化が楽しく学べる！
タマン・デサにオープンした語学学校

SORA Learning Centre

保護者から一言
６歳・８歳の生徒の保護者 代表・鈴木麻由さん
道徳的な考え方を重視する日本の文化や教育
体験することは、とても価値があると考え、
教室に通うことを決めました。現在は週に1度
の教室で楽しいアクティビティを通じ、こど
もたちの日本語への興味や理解力が急激に増
してきたと感じています。

語学習得には長い時間がかかリますが、結果を急
がず、できるようになったことを確認していくこ
とを大切にしている先生方が多いです！　私自身
も幼稚園児から高校受験までを対象とした学習塾
講師・家庭教師の経歴があります。当校では幼児
教育経験、日本での小中学校教師経験をもつ先生
も在籍。「できるようになった！」という喜びを
生徒さんと共有し、常に目標をもち続けて勉強が
続けられるよう、言葉をかけることを先生一同心
がけています。

学校から一言
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