
ベトナム子育て応援隊

実例から学ぶ！

幼稚園、小学校、習い事。みんなどうしてる？

分からないことだらけのベトナムでの幼稚園や小学校選び、それから習い事。

在住者の体験をたくさん詰めこんで、ベトナムに赴任予定の人や子どもの進路に

色々な心配や不安を抱えている人へお届けします。



インターナショナルと日系幼稚園
家庭に合わせて様々な選択肢あり
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こっちはもうすぐカレーができるよ

幼稚園選びの
確認事項は？

　夫婦ともに日本人の家庭の場合、ベトナ
ムでの幼稚園選びの選択肢は大きく分けて
日系幼稚園とインターナショナルスクール
（以下、インター）の2つ。話を聞いたお母
さんたちが幼稚園探しの際にかき集めたと
いう分厚いパンフレットの山に、奮闘の様
子が目に浮かんでくる。
　まずは、インターを選んだ人の体験から
紹介していこう。
「道がガタガタでベビーカーは無理だし、

散歩もできない」という言葉通り、ベトナ
ムではインフラ整備が未熟な点や治安の問
題、児童館や遊具が揃う公園が少ないな
ど、一般的に「未就園児」の年齢に当たる
3歳未満の子どもがのびのびと遊び、学び
合う場所が極端に少ない。
　このような事情から、ベトナム在住の日
本人の間では、日本であれば子どもを自宅
で見る年齢のうちから幼稚園に通わせる
ケースが珍しくない。希望の日系幼稚園に
入園可能な年齢に達していないが「同年代
のお友達と触れ合う機会を多く持たせた
い」と、受け入れ年齢が低いインターに通

わせているお母さんが多く見られた。　
　英語の習得に重きを置くのではなく、「海
外での環境を生かして、世界を広げてあげ
たい」という意見も。ハノイに1年間滞在
し、当時2歳の子どもをインターに入れた
お母さんは、「日本語とは違う様々な言語が
あり、小さいながらにいろんな国の子ども
がいることを理解して興味を持つようにな
りました」。
　インターにしばらく通わせた後、日系幼
稚園への転園、または小学校から日本人学
校へ入学というプランを考えている家庭も
あり、この時期の選択肢はとても多彩だ。

　続いて日系幼稚園。現在ハノイには4つ、
ホーチミン市には3つの日系幼稚園があり、1
歳半～2歳児クラスがある日系幼稚園も増加
している。日本帰国を視野に入れて日系を選
ぶほか、海外への転勤を繰り返し、現時点で日
本帰国の予定がない場合に、幼稚園の間だけ
は日系に通って基本的な日本の文化や習慣を
学ばせたいと願うお母さんも。
　言語はもちろん、挨拶、靴を揃える、ゴミをゴ
ミ箱に捨てるなど、日本人としての習慣が自然

と身につく吸収力の高い時期。「日本人として
育てたいという希望があれば、早目にお子さま
の軸を決めてあげることが大切です」と日系
幼稚園の園長先生。目に見るもの、耳で聞くも
のが日本とは違う中で、日本式教育と年間行
事を通して日本人として生きる基礎を身に付
けられるのは、日系ならではの利点といえる。

　幼稚園選びにおいては、同じアパートメントに
住む日本人からの体験談が主な情報源とのこ
と。見学へ行き、教育方針や園児の様子、園庭

の広さ、インターなら国籍のバランスなど気にな
る事項をチェックし、苦手な英語でのやりとりは
「口頭ではなく、確実なEメールで質問」すること
で乗り越えたという人も。また、スクールバスで
の通園が必要なこともあるため、通園時間や送
迎エリアに住まいが含まれているかも重要だ。
　そして気になる学費についてだが、3歳以下
の学費は会社の補助がない場合が多い中、一
般的にインターの学費は日系幼稚園に比べ高
額で、「思わずパンフレットを閉じちゃった」と
いうお母さんもいるほど。夏休みなどの長期
休暇が多いのもインターの特徴なので、学費
と合わせて確認しよう。

インター選択は
こんな理由から

日本人としての基礎を
日系幼稚園で

園庭の広さを重要視するお母さん多し。みんな大好き
泥んこ遊びは、子どもの創造性を育む大切な遊び。
シャワーで体をきれいにしてお昼ご飯タイムだ！
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【幼稚園編】

えっへ
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 でき
るよ

（上）食材の安全性や栄養バランスを考
えた給食を提供する。お菓子も手作りに
こだわっている幼稚園も 保護者の幼稚園見学は、随時可能なところ

が多い　（上）スクールバスに乗って通園
する娘さんが心配だったそうだが、幼稚園
での姿を見てひと安心した様子。給食も一
緒に食べて、娘さんもうれしかったみたい！



を考えるとインターを選んだのは自然な流れ
だったといい、「低学年からディスカッション
の機会を多く設け、自分の意見を伝える力が
身についていることや、様々な人種や言語の
中で培われた柔軟性など、どこの国に行って
も通用する力が育っています」とにっこり。

　ハノイとホーチミン市に1校ずつある日本
人学校。今回は、ホーチミン日本人学校を
訪問して話を聞いてみることに。
「海外の新しい学校になじめるか」という

　さあ、続いて小学校を見ていこう。引き続
き海外への転勤の可能性が高い場合、次に行
く国に日本人学校がないことを考慮してイ
ンター進学を選ぶ家族もいる。
　夫の仕事の都合上、約10年海外生活を続け
ている2人の子どもを持つお母さんによると、
「姉弟間の会話は英語。日本語は話せますが、
思考は完全に英語です。アイデンティティは、
すでに日本人ではないのかも」。
　とはいえ、今後も海外での生活が続くこと

不安は親子ともにあるだろうが、生徒たち
は毎年多くの出会いと別れを経験しており、
「みんなフレンドリーで、初日から『本当に
海外？』と思うほど仲良くしてくれた」と日
本からの転入を経験した生徒は話す。
　また、小学生から中学生までが同じ校舎
で学んでいることもあり、縦の繋がりが強
いのも特徴の1つだ。「みんな同じ境遇にいる
から分かり合えるし、絆も強いです」と頼も
しい言葉も飛び出した。
　日本との学校生活の違いとして真っ先に
挙がったのは、「異文化交流の機会が多いこ
と」。1年生から始まるネイティヴ講師によ

る英会話の授業や現地病院訪問など、海外
ならではの体験が盛り込まれた教育を実施
しており、「病院訪問がきっかけで、私も人の
役に立ちたいと思いました」、「将来は、英語
と日本語を使う仕事に就きたいです」な
ど、この地での体験が確実に生徒たちの未
来へと繋がっている。

　ホーチミン日本人学校には、陸上やバス
ケットボール、地車囃子（だんじりばやし）
など色々なクラブ活動があり、どのクラブで

も一生懸命に練習に励んでいる。しかしス
クールバスの運行スケジュールの都合上、
活動は週に1度。バスでの登下校に加え、遊
び場といえばアパートメントの敷地内という
生徒が多く、「体を思いっきり動かす場所がな
い」、「行動範囲が限られてしまう」という生
徒からの意見も聞かれた。
　そんな中、生徒たちの学びの場としては
もちろん、他の場所に住む友達との交流の
場として一役買っているのが習い事だとい
う。2～3つの習い事を掛け持ちする生徒が
多く、話を聞く中で人気上位に挙がったの
は、サッカーチームや学習塾。その他ピアノ

や英会話などの個人レッスンに加え、保護
者が中心となって開催する野球チームや剣
道、アパートメント内でコーチを招いて行う
水泳やテニス教室など、バラエティに富ん
だ習い事を通じて、学校以外でも伸び伸び
と感性を育んでいるようだ。
　最後に、日本人学校の先生に生徒たちの
印象を尋ねると「とても純粋で優しく、大ら
かな生徒が非常に多い」という答えがホー
チミン市とハノイ両校ともに返ってきた。
「全てが日本のようにいくわけではないです
が、いつまでも豊かな心を大切に成長して
いってもらいたいです」。

インター進学の背景や
身につく力は？

日本人学校を訪問して
分かったこと 学校以外の学びの場

習い事

小学校選びと生徒たちの習いごと事情

同じ境遇にいるから、
分かり合えることがいっぱい！
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「サムライボクシングスクール」には、
現在2名の日本人生徒が所属。リングに
上がると表情が一気に引き締まる

（右）グループに分かれて劇の
練習中。恥ずかしがらず、体と表
情を使って演じる生徒たち

（上）「GO! GO! GO! 会館」では、囲碁クラスも開催。先生を相
手に、落ち着いた様子で囲碁を打つ
（右）学習塾「KGグローバルアカデミー」では、学年が違う生
徒たちも仲良しだ。授業で先生と生徒が活発に意見を交わし合
い、和気あいあいとした雰囲気で進んでいく

【小学校＆習いごと編】



ハノイ

学 校

＆

習 い 事

「自発的に考えられる」「創造性」「生きる
力」のピアジェ式教育、立腰をはじめとす
る躾の教育、日本文化教育の三本柱を軸
に人間としての基礎を培う。楽しく体を動
かす運動プログラムが充実し、放課後には
「こぐま会」の知育教室、バレエ、剣道、書
道、英語の習い事教室も開催。冬休みや
春休みが１週間と、長期休暇が少ない。 

なかよし幼稚園

なかよし幼稚園
住所： 20 Dang Thuy Tram St., Co Nhue 
1 Ward, Bac Tu Liem Dist., Hanoi
電話：(04) 3793 9164 / 096 395 4805
送迎バス：ハノイ市内、エコパーク、ロイヤルシティなど。
年齢：２～６歳（0～2歳対象の親子交流を
毎週2回開催）
Eメール：nakayoshiyoutien@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/nakayoshi-youtien

日系幼稚園

　子どもたちの可能性を最大限に伸ばす
土台となる幼児期に、「豊かな心」、「健や
かな身体」、「深い知性」を楽しく養いな
がら、21世紀を牽引できる子どもの育成を
目指す。楽器を使ったリトミック教育やネ
イティヴ講師による英会話教室、保護者
も見られるセキュリティカメラあり。託児
サービス（1～6時間）は、1歳から可能。

ひまわり幼稚園

ひまわり幼稚園
住所：242 Au Co St., Tay Ho Dist., Hanoi
電話：(04)  3646 3239
送迎バス：あり。詳細は問い合わせを
年齢：1～6歳
http://himawari-kinder.com

日系幼稚園

　国際バカロレア（IB）の初等教育プログラ
ム（PYP）に基づき、発達と興味に合わせて
自信と創造性を育てる。のびのびと遊べる
広い園庭や教室で、英語ネイティヴの教員
が常駐し、運動と社交の場としてサッカーや
ヨガ、バレエなどの課外活動も開催。図書
館、コンピューター室、調理室、音楽室など
子どもの個性を伸ばす設備も整う。

モーニングスター

Morning Star International School and 
Kindergarten
【タイホーキャンパス（幼稚園・小学校）】
住所：98C To Ngoc Van St., Tay Ho Dist., Hanoi
電話：(04) 3718 8198 / 3719 5115
受け入れ年齢：1歳半～8歳
送迎バス：あり。詳細は問い合わせを
www.msis.edu.vn
※他、ヴァンフックキャンパスあり

インターナショナルスクール

「遊び」を通しての学びを大切にしながら
豊かな心を育み、日本式教育にベトナム文
化を取り入れた教育を実践。砂場やプール
など体を動かせる設備が整い、クラスの枠
にとらわれず異年齢での活動も大切にして
いる。放課後に「こぐま会教室」を開催。
園児に大好評の給食とおやつは全て手作
り。2016年1月より送迎バス運行。

さくらホアアインダオ幼稚園

さくらHoa Anh Dao幼稚園
住所：275 Au Co St., Tay Ho Dist., Hanoi
電話：(04) 3718 0054
送迎バス：ハノイ全域を予定。問い合わせを
年齢：1歳半～６歳
Eメール：info@sakura-hoaanhdao.com
www.sakura-hoaanhdao.com

日系幼稚園

　欧米を中心に実績のある幼児教育法
「モンテッソーリ・メソッド」を取り入れた
縦割り保育が特徴。年齢に合わせた教具
を使用する「お仕事」を通して、自ら考え楽
しみながら日常生活や感覚、言語、数、文
化などを学習する。また、英語やリトミック
教室のほか、空手や日本の年間行事を通し
て優れた感覚を養う教育内容を用意。

桜モンテッソーリ「子どもの家」

桜モンテッソーリ「子どもの家」
住所：Lot B2-BT5 Luu Huu Phuoc St., My 
DinhⅡNew Urban Area, Nam Tu Liem 
Dist., Hanoi
電話：(04) 3787 2236
送迎バス：あり。園から20km以内
年齢：1歳半～6歳
Eメール：contact@sakuramontessori.jp
http://sakuramontessori.jp/home

日系幼稚園 日本人学校

習い事 習い事習い事インターナショナルスクール

　学問だけでなく、創造力豊かに社会に
貢献できる人間に育つことを目標とし、少
人数制のクラスのもと、20ヶ国の生徒達
がアメリカ式のカリキュラムで学ぶ。教育
現場で長年の経験を持つアメリカ人教員
が多く、質の高い教育内容を実施。また、
英語が母国語でない生徒にはサポートク
ラスがあり、カウンセリングも可能。

コンコルディア

Concordia International School Hanoi
住所：GF, CMC Building, Duy Tan St., 
Cau Giay Dist., Hanoi 
電話：(04) 3795 8878
年齢：3～18歳
送迎バス：ハノイ全域
www.concordiahanoi.org
※2016年8月、ドンアイン（Dong Anh）区に
移転予定

インターナショナルスクール

　66ヶ国の生徒が学ぶ緑豊かな敷地の
国連インターナショナルスクール。国際色
に富んだコミュニティで、互いに友好関係
を構築し、自立心と責任感を育成。公平で
差別のない平和的な方法で物事を解決す
る術を身につける。日本人生徒の割合は
全体の約7%で、日本人向けの母国語プロ
グラムほか、日本人アドバイザーが常駐。

ユニス

United Nations International School of 
Hanoi（UNIS）
住所：G9, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay 
Ho Dist., Hanoi
電話：(04) 3758 1551
年齢：3～18歳
送迎バス：あり。詳細は問い合わせを
www.unishanoi.org

「やさしく」「かしこく」「たくましく」とい
う校訓のもと、「自信と誇りをもち、21世
紀を創る児童生徒の育成」を目指す。特
に、在外教育施設という特性を生かした
ハノイならではの素材を織り込んだ授業
内容の構築を図り、学びの中で世界の人々
と共生できる国際感覚豊かなグローバル
人材を育成する。

ハノイ日本人学校

ハノイ日本人学校
住所：Ham Nghi St., My DinhⅡ Urban 
Area, Nam Tu Liem Dist., Hanoi
電話：(04) 3764 9877
年齢：6～15歳
送迎バス：ハノイ市内。詳細は問い合わせを
www.jshanoi.com

　2015年6月にタイホー区にオープンした英
会話教室。英語教育における国際資格を
持ったネイティブスピーカーが講師を勤めてい
るので、質の高い英語が習得できる。教室は、
明るく活気があるデザインを心がけ、子どもた
ちが楽しく英語を学べる環境を用意。現在、
新規で入会する人限定で12時間の無料レッ
スンとプレゼントの特典付き。

Apollo Junior

Apollo Junior 
住所：10A, Xuan Dieu St., Tay Ho Dist., 
Hanoi
電話：(04) 7301 6688
営業：8:30～21:30
年齢：3歳半～17歳
http://apollo.edu.vn

　サッカーを通じて友情を育み、心身ともに健
康な体作りを目指す日系サッカースクール。技
術向上はもちろん、自ら挨拶をすることや話を
聞く姿勢など集団生活におけるルールやマ
ナーを身につけるため、しつけを重視した指導
を行う。毎週日曜にカウザイ（Cau Giay）区、
木曜にタイホー（Tay Ho）区で開催。ホーチミ
ン市にもスクールあり。

アミティエサッカースクール

アミティエサッカースクール
住所：120 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., 
Hanoi
電話：0168 614 2903
営業：11:00～20:00
休日：月曜
年齢：3～12歳
Eメール：awata@amitie-sc.net
http://ameblo.jp/hanoi-soccer-school

　教師1人につき、生徒は最大３人までの個
別指導を行う学習塾。授業で分からなかっ
たことの復習や受験に向けての発展学習な
ど個人に合わせた学習内容を選択でき、時
間帯も応相談。日本人学校の生徒のほか、
インターナショナルスクールに通う生徒も大
歓迎。漢字検定、数学検定、春季・夏季等
の季節講習は、塾生以外も受講可能。

青葉セミナー

青葉セミナーハノイ校
住所：４F, 136 Hoang Quoc Viet St., Cau 
Giay Dist., Hanoi
電話：0167 487 5617
営業：13:00～18:00
休日：日曜
年齢：６～18歳
Eメール：info@aosemihanoi.com
www.aosemihanoi.com



ホーチミン市

学 校

＆

習 い 事

　7区に開園した日系幼稚園で、2～5歳まで
の園児を20名ずつ募集中。子ども自ら動き出
すことに意味があるとし「創造する、探究する、
冒険するワクワク感のある遊び」からの学びを
大切に、国際社会に役立つ日本人としての
アイデンティティの基礎を育む。２棟のヴィラ
を利用した清潔感ある広 と々した空間。保護
者が園を訪問する「プレイデイ」あり。

おおぞら幼稚園

おおぞら幼稚園
住所：8-10, No. 20 St., My Gia 1, Phu My 
Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC
電話：(08) 5417 0291 / 093 828 9645 / 
093 828 9647
送迎バス：1区～7区、その他エリアは応相談
年齢：2～5歳
Eメール：ozora1001kinder@gmail.com
http://ozorahcmc.com

日系幼稚園

「主体性を育てる」、「遊びを通して教育目
標を達成する」、「子どもの個性を尊重す
る」を基本理念とするベトナム初の日系幼
稚園。開園15年の実績を持ち、しっかりと
したカリキュラムや年間行事、日本式保育
の中で子どもの「生きる力」の基礎を培
う。土曜日クラス（3歳～）は、インターや
現地の幼稚園に通う子どもも参加可。

ともだち幼稚園

ともだち幼稚園
住所：9 Tran Huu Trang St., Phu Nhuan 
Dist., HCMC
電話： (08) 3997 1375 / 3844 1085
送迎バス：あり。詳細は問い合わせを
年齢：2～5歳（月1回未就園児クラスあり）
Eメール：sgtomodachi181@yahoo.co.jp
www.sgtomodachi.com

日系幼稚園

　母国や様々な国の文化を知り、人間・文
化・国の自主性と関わり方への理解を深め
る国際的な環境。自我の発達を促し、地
域・国際社会に貢献できる知識、スキル、
心構えを身につけ、世界に良い影響をもた
らす人間の育成を目指す。2～14歳はイギ
リスの学習指導要領に基づき、英語で学
ぶ。スポーツや芸術面の活動も充実。

ルネッサンス

Renaissance International School
住所：74 Nguyen Thi Thap St., Binh 
Thuan Ward, Dist. 7, HCMC
電話：(08) 3773 3171
送迎バス：2区、9区、タオダン（Tao Dan）公園、
フーミーフン（Phu My Hung）エリア
年齢：2～18歳
www.renaissance.edu.vn

インターナショナルスクール

　生活習慣を身につける過程で、自分で
やってみる意欲や自分にもできるという自
信を大事にしながら自立心を養うなど、生
きる力や学びへの芽生えを育てる教育を
行う。思い切り体を動かせる緑豊かな園
庭には、土遊びエリアや大型プールを完
備。給食の食材には自家農園「みらい
ファーム」で採れた野菜や米を使用する。

みらい幼稚園

みらい幼稚園
住所：1-2, No. 57 St., Thao Dien Ward, 
Dist. 2, HCMC
電話：(08) 3744 6270
送迎バス：１区～４区、７区。その他エリ
アは応相談
年齢：２～６歳（1歳児の親子クラスあり）
Eメール：miraiyouchien@yahoo.co.jp
www.mirai-youchien.com.vn

日系幼稚園 日本人学校

習い事 習い事習い事インターナショナルスクール

　1996年に開園した歴史あるインターナ
ショナルスクールで、手頃な学費ときれいに
整備された広い園庭が在住者に人気。ス
クール内は家庭的で優しい雰囲気作りを
心掛けており、園児の創造力を育む遊具が
充実しているほか、クラス内の国籍のバラ
ンスや子どもに対して教員数が多いのも魅
力だ。週2・3・5日と通園日数を選択可。

サイゴンキッズ

Saigon Kids Early Learning Centre
住所：15 No.12 St., Dist. 2, HCMC（Tran 
Nao通りから右折）
電話：(08) 3740 8081
送迎バス：1区、3区、ビンタン区（Ward 
22のみ）
年齢：1歳半～6歳
Eメール: saigonkidscentre@yahoo.com 
www.saigonkidskindergarten.com

インターナショナルスクール

　2区に3つのキャンパスを持ち、35ヶ国
1000人以上の生徒が学ぶ。幼稚園～小学
校では、国際バカロレア（IB）に沿った教育を
実施し、科学・デザイン・技術等の研究施
設、音楽・演劇・ダンス用スタジオや講堂、
プール、テニス、バスケットボール場などが充
実した刺激的な環境で、生徒の可能性を最
大限に引き出す。英語の補習クラスあり。

エー・アイ・エス

Australian International School（A.I.S）
【トゥーティエムキャンパス（幼稚園～高校）】
住所：264 Mai Chi Tho St., An Phu Ward, 
Dist. 2, HCMC
※他、2キャンパスあり。ウェブサイト参照
電話：(08) 3742 4040
年齢：1歳半～18歳 
送迎バス：ホーチミン市全域
www.aisvietnam.com

「進んで学びたくましくゆたかな子」を教育
目標に、小学部～中学部まで約450名が
学ぶ。修学旅行や運動会など日本と同様
の年間行事のほか、ベトナムの環境を生か
した現地小学校との交流や病院訪問など
の校外学習を数多く実施するほか、体育
や音楽など数科目は専門の教員が担当す
るなど質の高い教育を提供する。

ホーチミン日本人学校

ホーチミン日本人学校
住所：Block M9, Saigon South, Tan Phu 
St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC
電話：(08) 5417 9013
送迎バス：あり。詳細は問い合わせを
年齢：6～15歳
Eメール：school@jschool-hcmc.net
www.jschool-hcmc.net

 元全日本バンタム級新人王の尾島祥吾氏
が常駐。ボクシングを通じて、子どもの運動
能力の向上、礼儀作法、忍耐力や思いやり
などの感受性を育む指導を目指す。ベトナム
トップクラスのトレーナ―が、子ども1人ひと
りの体力に合わせた指導を行い、ボクシン
グ以外にも縄跳びやバランスボールなどを
使った飽きさせない練習メニューを用意。

サムライボクシングジム

SAMURAI BOXING GYM
住所：1F, Copac Square Bldg., 12 Ton 
Dan St., Dist. 4, HCMC
電話：(08) 3941 5054
営業：8:00～12:00 / 14:00～21:30
年齢：（キッズクラス）6～12歳
Eメール：samurai.s.g.boxing@gmail.com
www.samurai-boxing-gym.vn

 塾長として約30年の経験を持つ小倉先
生が、子どもたちに「知る喜び」を伝授す
ることをモットーに、囲碁のほか国語・算
数・英語のマンツーマン指導を実施。特
に、日本人としての「国語力」を育てるた
めに「音読暗唱」に重点を置くなど、生徒
と一緒に勉強を楽しむ工夫を凝らしてい
る。進路や子育て相談も随時受付中。

ゴー! ゴー! ゴー ! 会館

GO! GO! GO! 会館
住所：135/17/43 Nguyen Huu Canh St., 
Binh Thanh Dist., HCMC
電話：(08) 3512 7630
営業：7:00～20:00
年齢：6～18歳

　創塾48年の「学心塾」グループで、小
学校1年生～中学校3年生までを対象に中
学・高校受験に向けた学習指導を行う学
習塾。通常授業のほか、目標を設定し必
要な勉強を自主的に行う「自立学習」演習
日を設け、生徒の自立心を養う独自の指
導スタイルで、開校初年度も難関校への
合格を果たすなど実績を残している。

ケージーグローバルアカデミー

KG GLOBAL ACADEMY
住所：R4-20 Phan Khiem Ich St., Hung 
Gia 3, Phu My Hung, Dist. 7, HCMC
電話：(08) 5410 4985
営業：13:00～22:00
休日：日曜
年齢：6～15歳
Eメール：kg.global.academy@gmail.com
http://kg-global-academy.com

　子どもが自分で考え決めることを尊重す
る教育方針で、日常生活の練習、感覚、言
語、算数、文化の５つの課目を独自の教具
を使い英語で学ぶ。一斉教育ではなくあく
まで個々の好奇心や自主性が尊重され、
先生がそれをサポート。クラスは6ヶ月～1
歳半、1歳半～3歳、3～6歳、6～9歳と縦
割りで構成され、協調性、社会性を促す。

Montessori International School of Vietnam
【タオディエン】 42/1 Ngo Quang Huy St., 
Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC
電話：(08) 3744 2639 / 090 385 8659
送迎バス：ホーチミン市全域
年齢：【タオディエン】1歳半～9歳、
　　　【アンフー】6ヶ月～6歳
http://montessori.edu.vn
※アンフーキャンパスはウェブサイト参照

インターナショナルスクール

モンテッソーリ


