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株式会社フューチャーフロンティアーズ概要

所在地

〒162-0054
東京都新宿区河田町3-16
※早稲田大学インキュベーションプロジェクトの創業支援を受けたベンチャー企業です。

TEL&FAX

03-5579-8155

運営施設（系列会社含む） 全13施設

Montessori Global Academy2園

認可保育所6園 東京都認証保育所1園 企業主導型保育所2園

新宿区民間学童クラブ1施設 民間学童クラブ1施設

設立

2002年10月



新宿区内系列園紹介

①Frontier Kids Global School
(認可外 2歳半～5歳）

②Frontier Kids Preschool
（認可外 10ヵ月～2歳）

③フロンティアキッズ曙橋分園（認可 3歳～5歳）

④フロンティアキッズ曙橋（認可 1歳～2歳）

⑤フロンティアキッズ夏目坂（認証 0歳～2歳）

⑥フロンティアキッズ市ケ谷（企業主導型 0歳～2歳）

⑦フロンティアキッズ加賀町（企業主導型 0歳～5歳）

⑧フロンティアキッズ新宿（認可 0歳～5歳）

フロンティアキッズ夏目坂

フロンティアキッズ曙橋

フロンティアキッズ市ヶ谷

フロンティアキッズ曙橋分園

フロンティアキッズ加賀町

Frontier Kids Preschool

フロンティアキッズ新宿

Frontier Kids Global School



各園の運営
施設

設置形態 名称 場所 電話番号 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
合
計

開所曜
日

開所時間 利用対象者 備考

Montessori
Global Academy

Frontierkids Global 
School

東京都新宿区市谷加賀町
2-4-27-A棟

03-6228-
1293

- - 48 48 月～金 8:00~18:30 2歳児半～5歳児まで

アフター幼稚園及び土曜日の
モンテッソーリ教室併設
※7：30～8：00、18：30～
20：00のご利用についてはご
相談ください。

Frontierkids 
Preschool

東京都新宿区市谷仲之町
3-34-1F

03-5357-
7124

20 - 20 月～金 8:00~18:30 10か月～2歳児まで

土曜保育8:00~17:00
※7：30～8：00、18：30
～20：00のご利用につい
てはご相談ください。

東京都認証保育所
フロンティアキッズ

夏目坂
東京都新宿区若松町

33－1-1F
03-6681-

4645
4 9 8 0 0 0 21 月～土 7:00~20:00

月160時間
以上の利用

都内在住の方のみ

企業主導型保育所

フロンティアキッズ
市ヶ谷

東京都新宿区市谷仲之町
3-16-103

03-3226-
0535

19 0 0 0 19 月～金 8:00~19:00
保護者全員の就労
or 支給認定2号3号

土曜日の預かりは
Frontierkids

Preschoolにて

フロンティアキッズ
加賀町

東京都新宿区市谷加賀町
2-4-27

03-5579-
8078

30 30 月～金 8:00~19:00
保護者全員の就労
or 支給認定2号3号

土曜日の預かりは
Frontierkids

Preschoolにて

認可保育所

フロンティアキッズ
新宿

東京都新宿6-27-56-2F
03-3208-

2744
8 8 8 8 8 8 48 月～土 7:00~20:00 支給認定2号3号

フロンティアキッズ
曙橋

東京都新宿区河田町3－
29-1F

03-5379-
1680

- 10 14 - - - 24 月～土 7:00~20:00 支給認定2号3号

フロンティアキッズ
曙橋分園

東京都新宿区河田町3-16
03-6273-

0886
- 14 16 16 46 月～土 7:00~20:00 支給認定2号3号



各園について・・・【認可保育所】

【ご利用対象者】
「支給認定2号または3号を取得している方」がお預かりの対象となります。

入園管理は新宿区が行うこととなります。
見学は園にて直接承りますが、入園の受付を行うことはできませんので、
「新宿区子ども家庭部 保育課 入園・認定係」を通してお申込みください。
※新宿区外在住の方はそちらの自治体を通してのお申込みとなります。

【対象施設】
フロンティアキッズ新宿
フロンティアキッズ曙橋
フロンティアキッズ曙橋分園



各園について・・・
【MONTESSORI GLOBAL ACADEMY】

【対象施設】

Frontier Kids Global School (2歳半～5歳）

Frontier Kids Preschool（10か月～2歳）

※就労要件はございません。

※無償化の対象となる方は以下の金額の補助が受けられます。
3歳児～5歳児：37,000円



各園について・・・【認証保育所】

【対象施設】
フロンティアキッズ夏目坂

【ご利用条件】

1. 月160時間以上の利用

2. 都内在住の方

※就労要件はございません。

※対象の方は区の保育料助成の補助が受けられます。
新宿区の場合：第1子 40,000円 第2子 54,000円

第3子以降 67,000円
詳しくは区のホームページをご参照ください。



各園について・・・【企業主導型保育所】

【対象施設】
• フロンティアキッズ市ケ谷
• フロンティアキッズ加賀町

【企業主導型保育所とは】
「会社がつくる保育園」をテーマに待機児童解消の為に内閣府より新たに導入された制度です。認可外保育施設であり
ながら認可並みの助成金が支給されるので、ご利用条件を満たす方はリーズナブルな保育料金で利用できます。
定員の枠は従業員枠と地域枠に分かれ、少なくとも半数は従業員枠として、ご契約頂いた提携企業の従業員様に利用い
ただく枠となり、残りの半分は地域枠（一般枠）となります。

【ご利用条件】

1. 全ての保護者が一般事業主に雇用されている事

2. 支給認定2号/3号を受けている事

※従業員枠に関する企業間の提携契約については、
子ども子育て拠出金を納めている企業（＝厚生年金保険の適用事業所）が対象となります。
従業員枠の方が空きが生じやすくご案内の可能性も高くなりますので、ご興味をお持ちの方はご相談ください。

3. 1か月16日（週4日）以上の利用

※無償化の対象となる方は以下の金額が保育料金より
減額されます。
4歳以上児：23,100円、3歳児：26,600円



①モンテッソーリ教育

②Global教育
③SDGｓ教育・食育

保育の特徴



モンテッソーリ教育
マリア・モンテッソーリ女史について

イタリアが生んだ最初の女性医学博士で精神医学者であり優れた
教育者であるマリア・モンテッソーリ（1870～1952）が提唱し実
践した教育です。彼女は、適切な環境と援助が与えられるならば、
子どもは自ら成長するものであることを発見し、世界の教育界に大
きな影響を与えました。

1907年、ローマのサン・ロレンツォに子供の家（casa dei
bambini ）を設立してから現在までに世界各国に普及し、現在の教
育学界、心理学界、精神医学界においても卓越性が再認識されてい
ます。
＊ユーロ直前、1000リラ札にマリア・モンテッソーリ女史の肖像画



映画「モンテッソーリ 子どもの家」

モンテッソーリ教育を受けた著名人
・Amazonのジェフ・ベゾス
・Googleのラリー・ペイジ＆セルゲイ・ブリン
・英国王室のウィリアム＆ヘンリー王子
・ピーター・ドラッカー
・アンネ・フランク
・藤井聡太 棋士 etc・・

現在140か国以上に普及している



モンテッソーリの発見

生物の幼少期に、ある能力を獲得するために、

環境中の特定の要素に対して、それを捉える感受性

が特別に敏感になる一定期間のこと。

＝敏感期

子ども達の敏感期に合った課題とうまく

出会う環境を整えれば子どもは

自分の力で育っていく。

＝自己教育力



MONTESSORI 活動



未来を生き抜くお子様にとって、より必要性の高い教育

「英語力」について

（外国人配置等強化園：Frontierkids Global School）

Global人財 ⇒ 他国の方々と英語で自然に
Communicateできる

高い英語力 ⇒ 人的基礎力の向上 自信の獲得

「多様性を受け入れる力」について

異文化、肌の色の違い、個性、多様な価値観を自然に受け入
れる力

⇒非認知能力の育み、多様性の受け入れ

⇒ 自己の・自国民としてのアイデンティティの確立

日本文化教育

⇒ 日本人としての考え方、礼儀作法、正しい日本語、

文化伝承

GLOBAL教育



Kids Brown Englishとは米国アイビーリーグの名門校ブラウン大学のDr.Pollyチームのカリ
キュラムをもとに開発された子どもの興味と発達過程に合わせた英語教育プログラム（見る・
聞く・タッチする・話すの４ステップで行う体験型英語システム）です。

導入園：フロンティアキッズ加賀町、フロンティアキッズ市ヶ谷、フロンティアキッズ夏目坂

フロンティアキッズ新宿

KIDS BROWN ENGLISHの導入



食育

➢クッキング保育
✓行事、畑体験、食材などの学び
✓クッキング体験から食材、料理、食べるこ
とに対する興味が湧き、偏食をなくし、食
材や命を大切にする心が育まれる

➢栄養学習
➢食文化学習
➢食事マナー教育
➢食品ロス
～SDGs  飢餓・貧困教育～

16



フロンティアキッズでは「SDGs（Sustainable Development Goals）」への取り組みに力を入れ
ています。

保育においては、保育計画にSDGs教育を組込み、日々の生活の中でSDGsの考え方に触れる機
会を取り入れます。また、一部の系列園では、「JICA地球ひろば」訪問や環境学生団体のワーク
ショップなどのイベントを行っております。

会社としては、「チームSDGs」と称したチェックシートにより、月毎に資源の無駄使いなどを確認し、職
員のエコ意識を高めております。

子どもたちが将来、少しでも良い世界を生きられるよう、私たちひとりひとりができることに取り組んでおり
ます。

SDGｓへの取り組み



FRONTIER CULTURE SCHOOL

子どもの「やりたい！」「楽しい！」「好き！」を育む環境は大人が用意するもの。
平日を中心に保育者のオペレーションによりお稽古参加を可能にします。
Online Lesson も実施中。

勉強 ：English  そろばん ロボット教室 ガウディア（自学自習教室）
小学校受験塾・中学受験塾（アライアンス）
家庭教師（自営又はアライアンス）

スポーツ： 合気道 空手 体操教室 サッカー教室

アート ：ピアノ リトミック バレエ ジャズダンス チアダンス アート 書道

Frontierkids Preschool 及び Frontierkids Global School にて



LESSON風景



ご入園を希望される方は、「入園仮申請書」に必要事項をご記入のうえ、下記の宛先ま
で随時ご提出ください。

※「入園仮申請書」は以下のアドレスもしくはお電話にてご請求ください。

【郵送・持参先】

162-0062 東京都新宿区市谷加賀町2-4-27-3F

株式会社フューチャーフロンティアーズ

【メール】
kids@futurefrontiers.co.jp

【TEL/FAX】

03-5579-8155

✓注意事項
⚫希望する施設について、必ず一度、お子様とご一緒にご見学の上ご記入ください。

今後の流れ


