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マミー・インターナショナル マニラ校
幼 児 教 育

2018年4月1日時点で2歳～5歳のお子様が対象となります。

一緒に楽しく遊ぶ方法を
覚えたよ

昨日より、
もっととべた

けんかをしても
仲直りできるよ

せんせい、
今日はこれ読んで

すこしずつだけど、できることが
ふえたよ♪

2018年度



★第２の家庭をうたった保育の先駆けとして、東京・神奈川・千葉で認可保育園を５園、
東京都認証保育園を１園、横浜市認定保育室を１園を運営。

★日本の放課後子ども総合プランに基づいた放課後支援事業をいち早く導入している
東京・江東区の教育委員会より放課後子どもプラン事業の民間受託数NO.1！

★マミー・インターナショナルの前身は、ネイティブが直接指導する先駆けとして
人気の英会話教室！ネイティブのコミュニケーションを重視した英語教育に注力しています！

マミー・インターナショナル マニラ校は、2016年9月にオープンいたしました。幼児教育・放課後児童教室・カ
ルチャースクールのある複合教育施設です。特に幼児教育では、弊社がこれまで培ってきた日本での実績を最大限
に活かす分野となります。ゴールデンエイジと言われている成長過程のお子様が、言語能力・思考能力・運動能力
をバランスよく学ぶプログラムを用意しております。海外在住となると、日本の行事に接する機会が少なくなりま
すが、幼児教育のプログラムでは、日本の文化に関連した授業・イベントも積極的に取り入れています。一方、学
習一辺倒ではなく、遊びの時間を毎日のプログラムに取り入れ、友達との関係づくりも重視しております。
小学1年生になるのが楽しみになるような心・体・学習の準備をサポートいたします。

日本体育大学卒 保育士／中学校教諭・高等学校教諭１種免許（保健体育） ／放課後児童支援員
チャイルドエデュケーター／ベビービクスインストラクター園長 横山 久美子

マミー・インターナショナル マニラ校 幼児教育

株式会社マミー・インターナショナル

スタッフ紹介

制服

日本製の制服で通園します。プログラムで
使用するクレヨンなどの文具も日本の幼児
園・保育園で使用されているものなので、
安心です。

多目的ルームでは、跳び箱・平均台といっ
た運動器具を使用して、コーディネーショ
ン・トレーニングなどの幼児期に必要な運
動を行います。

行事

季節に応じたイベント（運動会・ハロウィ
ン・クリスマスなど）を実施。運動・ゲー
ム・創作を親子で行うイベントも定期的に
開催いたします。

様々のことに挑戦し、こどもたちの無限の可能性を引き出したい！
弊園のプログラムを通して、「学ぶことの喜び」・「体を動かすことの楽しさ」・「人と接することの大切さ」を育みま
す。これからの人生で自分の思い通りにならないこと、苦手なこともたくさんあります。自分の限界を決めるのは自分自
身です。こどもたちには卒園するまでに、挑戦することの楽しさや、できなかったことができた時の喜びをたくさん経験
してもらいたいと願っています。

園内

開校記念式典のテープカット
石川和秀駐フィリピン日本国
大使（左）と弊社代表取締役
伊藤勝康（2016年撮影）

指導員
安井 慧美香

養護面・教育面
ともにあそびを
通じて力をつける
カリキュラムを
作成します！

７年間の日本での経験を
マニラで活かしたい！

指導員
芋月 嘉那

楽しく・元気に、
こどもの目線でサポート
します！

洋服をたたんだり、
掃除の仕方を覚えたり、
自分でできることを
少しずつ増やして
いきます。

指導員＆マーケティング
小野 誠

指導員＆保護者サポート
セリンダ

「わかった！」という
刺激をたくさん感じて
ほしい！

こどものレベルに応じ
て、日本語（ひらが
な・カタカナ）＆算数
を指導します。

Children’s curiosity 
is fun!!

英語が母国語の保護
者様へのサポートも
しております。
お困りのことがござ
いましたら、お気軽
にお問合せください。

指導員＆英語担当
クリスティン

英語でダンス・工作・ 絵
画を‶楽しむ‶授業
です。
まずは、‶楽しむ‶
それが英語習得の
最短ルートです！

It’s a happy child who 
learns English fastest!

2018年1月より
赴任



朝の会
運動（体操・ダンス）

日本の文化や季節に応じたテーマで
プログラムを体験します。

Warming Up‼９：３０

１０：００ なないろタイム（ 運動・工作・音楽など）

体を動かしたり、工作をしたり、楽しみなが
ら英語を勉強します。

レインボータイム（ 英 語 ）１０：5０

自由遊び１１：３5

１２：００ 午前までの園児は降園
ランチ＆歯磨き

１３：００ 自由時間
遊びや読書の時間です。運動をしたい子
は、先生と一緒に体を動かします。

１３：３０ ステップアップタイム A（5歳児クラスのみ）
オセロ／トランプ／スゴロクを覚えたり、
また、小学校1年生の算数・国語問題にも挑戦します。

１３：５０ ステップアップタイム Ｂ（4歳・5歳児クラス）
箸の持ち方・食事のマナーを学んだり、
ヒップホップダンスを練習します。

１４：１５ おやつ

１４：５０

毎日、みんなで絵本を楽しみます。

読み聞かせ＆帰りの会
降園

朝の会
運動（体操・ダンス）

Warming Up‼９：３０

１０：００

鉛筆の持ち方・ひらがなトレーニング１０：２5

１１：００

１２：００ 午前までの園児は降園
ランチ＆歯磨き

１３：００ 自由遊び
友達・先生と運動をしたり、おもちゃで
遊んだりします。友達と一緒に遊ぶ方法
を学びます。

１４：１５ おやつ

毎日、みんなで本を楽しみます。

読み聞かせ＆帰りの会
降園

歌やダンスをしながら、体で英語を覚えます。
英語に触れることの楽しさを経験します。

レインボータイム（ 英 語 ）

日本の文化や季節に応じたテーマで
プログラムを体験します。

なないろタイム（ 運動・工作・音楽など）
自由遊び１０：４０

自由遊び１１：３５

４・５歳クラス ２・３歳クラス

ワーク
ひらがな・カタカナ
の読み書きと
小１の算数を
習得します。

１５：００

１４：５０

１５：００

※変更する場合もあります。



送迎車 チャイルドシート

お子様の安全を配慮しチャイルドシート
・ベルトヘルパーを完備しております。
指導員が添乗いたします。

※送迎ルートにつきましては、お問合せください。

送迎サービス始めました！送迎サービス始めました！

募集年齢：201８年4月1日時点で2歳～5歳のお子様

２歳児クラス ２０１５年４月２日 ～ ２０１６年４月１日 生まれ

３歳児クラス ２０１４年４月２日 ～ ２０１５年４月１日 生まれ

４歳児クラス ２０１３年４月２日 ～ ２０１４年４月１日 生まれ

５歳児クラス ２０１２年４月２日 ～ ２０１３年４月１日 生まれ
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マミー・インターナショナル

マニラ校

弊園の黄色の看板と
BDO銀行の看板が目印です！

日本人学校裏門向かい
正門より徒歩３～４分

Market! Market! から
車で ５ 分
徒歩 1５ 分

G/F Avecshares Center 
1132 University Parkway

North Fort Bonifacio Global 
City 1634 Taguig City

授業料

募集要項
入園までの流れ

① 申請書の提出
② 園長との親子面談

保護者様からお子様のことをヒアリング
③ 入園の決定・制服や必要教材購入
④ 必要書類のご提出
⑤ 入園

【授業料割引】 ※教材費500PHPに適用されません。
●一括払い割引：年間一括（１０％OFF）・６ヵ月一括（５％OFF）・３ヵ月（2.5％OFF）
●兄弟姉妹割引：全授業料から５％の割引をいたします。一括払い割引と併用で最大10％の割引が可能です。

通貨：PHP税込み

入 園 料 30,000

在園期間 ６ヵ月～

授業料（月謝）
※教材費500PHP込

時間 ９：００～１２：００ ９：００～１５：００

年齢 ２、３歳 ４、５歳 ２、３歳 ４、５歳

料金 19,500 2４,500 24,500 2９,500

延長預かり
（１２：００～１８：００）

２００／時間

※２０１６年４月１日以降生まれのお子様については、別途ご相談ください。


