
2022 年４月 27 日 

０歳～３歳コース卒業生の皆さま 

 

０歳～３歳コーススクーリング聴講について 

 

今年度の０歳～３歳のトレーニングコースは以下の通り開催の予定です。お時間がありましたらぜひご参加くだ

さい。昨年度より大阪で０歳～３歳コースが始まりました。０歳～３歳コースの卒業生の方は、出身コース（東

京・大阪）にかかわらずどちらのコースでも聴講可能です。 

今年度は、第 3 期の対面でのスクーリングを卒業生の皆さまにも聴講していただけることにいたしましたが、コ

ロナウイルス感染拡大対策により受講できる人数を制限します。今年度資格試験を受験される方の試験対策のた

めの聴講を優先いたしますので、卒業生の方のご希望に沿えないこともありますことをあらかじめご了承くださ

い。 

また、状況によって急な日程変更が生じる可能性がありますこともお含みおきください。変更の際には、聴講申

し込みをしていただいた方に個別にお知らせいたします。 

モンテッソーリ ラ パーチェ トレーニングコース 

 

■講義聴講について 

日程：０歳～３歳スクーリング（時間割は別表をご参照ください。） 

第１期スクーリング（オンライン）：2022 年５月 14 日（土）、15 日（日） 

第２期スクーリング（オンライン）：2022 年６月 25 日（土）、26 日（日） 

第３期スクーリング（東京、対面）：2022 年８月２日（火）～９日（火） 

         （大阪、対面）：2022 年 8 月 18 日（木）～25 日（木） 

場所： 

【第１期、第 2 期】 

   Zoom によるオンライン 

【東京 第３期】 

モンテッソーリ・ラ・パーチェトレーニングコース附属 吉祥寺こどもの家   

〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町 

1-12-19                     

最寄り駅：ＪＲ・京王井の頭線「吉祥寺駅」

（北口）から徒歩 10 分 

当日連絡先：0422－27－5055 

 

  



【大阪 第３期】 

こどものいえ のいちご 2 号店 

〒579-8058 大阪府東大阪市神田町 15-6   

最寄り駅；近鉄奈良線「瓢箪山駅」から徒歩５分 

当日連絡先：080-7030-5055（ラ・パーチェ携帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴講費：１コマ 1,000 円 いったん納入していただいた聴講費はいかなる理由でもお返しいたしません。 

聴講申込方法： 

聴講ご希望の方は、別紙申込書をファックスまたは郵送、メールに PDF または写真の添付にてお送りくださ

い。先着順にて受け付けさせていただきます。ただし、期によって、申込の締切日、費用の納入時期等が異な

りますので、下記をよくお読みの上お申し込みください。 

【第１期、第２期】 

⚫ 第 1 期、第 2 期スクーリングの申込締切は５月６日（金）です。 

⚫ 第１期、第 2 期のテキストは郵送します。郵送料（レターパックライト 370 円）はご負担いただ

きます。詳しくは聴講申込書をご覧ください。 

⚫ 申込書提出前に聴講料＋テキスト郵送料を下記口座にお振込みいただき、申込書に振込日をご記

入の上提出してください。 

【聴講費の振込先口座】第 1 期、第２期をまとめて振り込んでくださっても結構です。 

ゆうちょ銀行 

記号番号；１００７０-５６１０５９６１ 

名前；株式会社 モンテッソーリ・ラ・パーチェ 

他金融機関から振り込む場合 

店名 〇〇八（ゼロゼロハチ） 店番 ００８ 

普通預金  ５６１０５９６ 

【第３期】 

⚫ 第 3 期スクーリング（対面）は東京、大阪とも７月 13 日（水）が最終申込締切です。対面講

義は受講できる人数に制限があります。先着順で受付し、お申込みがあった方に事務局からメ

ールで受講できるかどうかお知らせいたします。お知らせのメールは、試験対策として聴講な

さる方の数が確定する５月９日（月）以降にお送りします。聴講のお席が確保できることにな

りましたら、受講料の納入についてご案内いたします。 



⚫ 聴講できる講義は、理論および実践です（時間割に「可」表示のあるもの）。今年度は、「提示」の講義

は「実践」と名称を変えました。演習には参加できません（教具・教材を受講生の人数分しか用意でき

ないため）。詳しくは時間割・申込書をご覧ください。 

⚫ スクーリングの進捗状況によって講義の開始・終了時間がずれる場合があります。 

⚫ 第 3 期の対面講義は、今のところ Zoom では実施しません。ただし、コロナウイルスの感染状況によっ

ては直前に Zoom に切り替える可能性があります。その場合は、申込をいただいた方に個別にご連絡を

いたします。また、対面での聴講は希望しないが Zoom なら聴講したいとお考えの方は、個別にご相談

させていただきますので、事前に事務局までお問い合わせください。 

 



2022年度 0歳～3歳コース（東京・大阪） スクーリング講義予定表 

【第 1期】Zoom 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:10 ④14:20～15:50 ⑤16:00～17:30 

5/14 土 
モンテッソーリ
教育概論① 

モンテッソーリ
教育概論② 

モンテッソーリ 
教育概論③ 

生命と進化① 生命と進化② 

聴講 可 可 可 可 可 

5/15 日 胎児期① 胎児期② 
モンテッソーリ 
教育概論④ 

モンテッソーリ 
教育概論⑤ 

モンテッソーリ 
教育概論⑥ 

聴講 可 可 可 可 可 
 
【第 2期】Zoom 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:40～17:30 

6/25 土 発達支援① 発達支援② 
医学 

（女性総合診療の立場から） 

モンテッソーリ教
育の現場から① 

モンテッソーリ教
育の現場から② 

聴講 可 可 可 可 可 

6/26 日 音楽／美術 教具とこども 
子どもの育ちの
実例 

ﾏﾘｱ･ﾓﾝﾃｯｿｰﾘの生涯と 

ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ教育の歴史 

レポートなどのガイダンス 

事務連絡 

聴講 可 可 可 可 不可 
 

【第 3期 東京】吉祥寺こどもの家 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:40～17:30 

8/2 火 食① 食② 運動① 運動② 環境設定① 

聴講 可 可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/3 水 環境設定② 環境設定③ 言語①（理論） 言語②（理論） 言語③（実践） 

聴講 可 可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:10～17:30 

8/4 木 
総合的な発達の援
助①（理論） 

総合的な発達の援
助②（理論） 

総合的な発達の
援助③（実践） 

言語／総合的な発達
の援助④（演習） 

自由演習 

聴講 可 可 可 不可 不可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:30～17:30 

8/5 金 生活①（理論） 生活②（実践） 生活③（実践） 生活④（実践） 自由演習 

聴講 可 可 可 可 不可 

8/6 土 生活⑤（実践） クッキング 生活⑥（演習） 生活⑦（演習） 自由演習 

聴講 可 不可 不可 不可 不可 
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:40～14:10 ④14:20～15:50 ⑤16:00～17:30 

8/7 日 ワークショップ 感覚①（理論） 感覚②（実践） 感覚③（実践） 感覚④（実践） 

聴講 不可 可 可 可 可 

（次ページに続く） 
  



 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/8 月 感覚⑤（演習） 感覚⑥（演習） 
3 歳以降のモン
テッソーリ教育 

教育と平和① 教育と平和② 

聴講 不可 不可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:00～13:00   

8/9 火 教育と平和③ 教育と平和④ 
レポートなどのガイダンス 

事務連絡 
  

聴講 可 可 不可   

 

【第 3期 大阪】こどものいえのいちご 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:40～17:30 

8/18 木 食① 食② 運動① 運動② 環境設定① 

聴講 可 可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/19 金 環境設定② 環境設定③ 言語①（理論） 言語②（理論） 言語③（実践） 

聴講 可 可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:10～17:30 

8/20 土 
総合的な発達の援
助①（理論） 

総合的な発達の援
助②（理論） 

総合的な発達の
援助③（実践） 

言語／総合的な発達
の援助④（演習） 

自由演習 

聴講 可 可 可 不可 不可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:30～17:30 

8/21 日 生活①（理論） 生活②（実践） 生活③（実践） 生活④（実践） 自由演習 

聴講 可 可 可 可 不可 

8/22 月 生活⑤（実践） クッキング 生活⑥（演習） 生活⑦（演習） 自由演習 

聴講 可 不可 不可 不可 不可 
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:40～14:10 ④14:20～15:50 ⑤16:00～17:30 

8/23 火 ワークショップ 感覚①（理論） 感覚②（実践） 感覚③（実践） 感覚④（実践） 

聴講 不可 可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/24 水 感覚⑤（演習） 感覚⑥（演習） 
3 歳以降のモン
テッソーリ教育 

教育と平和① 教育と平和② 

聴講 不可 不可 可 可 可 
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:00～13:00   

8/25 木 教育と平和③ 教育と平和④ 
レポートなどのガイダンス 

事務連絡 
  

聴講 可 可 不可   

  



モンテッソーリ ラ パーチェ  
180-0002 武蔵野市吉祥寺東町 1-12-19 TEL 0422-27-5055 FAX 0422-26-1775 
lapacemontessori@gmail.com（PDF または写真添付） 

締切 ５月６日（金）          受講生番号                           

お名前                             

当日連絡のつく電話番号                     

メールアドレス                         

 

2022 年度 0 歳～3 歳コース【第１期】 聴講申込書 

 

聴講希望の講座名に○をつけ、聴講コマ数、金額、振込日を書き込んでください。 

 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:10 ④14:20～15:50 ⑤16:00～17:30 

5/14 土 
モンテッソーリ
教育概論① 

モンテッソーリ
教育概論② 

モンテッソーリ 
教育概論③ 

生命と進化① 生命と進化② 

聴講      

5/15 日 胎児期① 胎児期② 
モンテッソーリ 
教育概論④ 

モンテッソーリ 
教育概論⑤ 

モンテッソーリ 
教育概論⑥ 

聴講      

 

聴講コマ数 合計        コマ  × 1,000 円＝ 計             円（①） 

テキスト郵送代（レターパックライト）                     370 円（②） 

 

振込金額（①＋②）＝             円（③） 

 

振込日          月      日 に振り込みました。 

 

 

振込先口座    ゆうちょ銀行  記号番号；１００７０-５６１０５９６１ 

                    名前；株式会社 モンテッソーリ・ラ・パーチェ 

他金融機関から振り込む場合 

店名 〇〇八（ゼロゼロハチ） 店番 ００８ 普通預金  ５６１０５９６ 

 

 

 

 

mailto:lapacemontessori@gmail.com（PDF


モンテッソーリ ラ パーチェ  
180-0002 武蔵野市吉祥寺東町 1-12-19 TEL 0422-27-5055 FAX 0422-26-1775 
lapacemontessori@gmail.com（PDF または写真添付） 

締切 ５月６日（金）          受講生番号                           

お名前                             

当日連絡のつく電話番号                     

メールアドレス                         

 

2022 年度０歳～３歳コース【第 2 期】 聴講申込書 

 

聴講希望の講座名に○をつけ、聴講コマ数、金額、振込日を書き込んでください。 

 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:40～17:30 

6/25 土 発達支援① 発達支援② 
医学 

（女性総合診療の立場から） 

モンテッソーリ教
育の現場から① 

モンテッソーリ教
育の現場から② 

聴講      

6/26 日 音楽／美術① 教具とこども 
子どもの育ちの
実例 

ﾏﾘｱ･ﾓﾝﾃｯｿｰﾘの生涯と 

ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ教育の歴史 

レポートなどのガイダンス 

事務連絡 

聴講      

 

聴講コマ数 合計        コマ  × 1,000 円＝ 計             円（①） 

テキスト郵送代（レターパックライト）                     370 円（②） 

 

振込金額（①＋②）＝             円（③） 

 

振込日          月      日 に振り込みました。 

 

 

 

振込先口座    ゆうちょ銀行  記号番号；１００７０-５６１０５９６１ 

                    名前；株式会社 モンテッソーリ・ラ・パーチェ 

他金融機関から振り込む場合 

店名 〇〇八（ゼロゼロハチ） 店番 ００８ 普通預金  ５６１０５９６ 

 

mailto:lapacemontessori@gmail.com（PDF


モンテッソーリ ラ パーチェ  
180-0002 武蔵野市吉祥寺東町 1-12-19 TEL 0422-27-5055 FAX 0422-26-1775 
lapacemontessori@gmail.com（PDF または写真添付） 

締切 ７月 13 日（水）          受講生番号                           

お名前                             

当日連絡のつく電話番号                     

メールアドレス                         

2022 年度 0 歳～3 歳コース【東京 第 3 期】聴講申込書 

聴講希望の講座名に○をつけ、聴講コマ数、金額、振込日を書き込んでください。 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:40～17:30 

8/2 火 食① 食② 運動① 運動② 環境設定① 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/3 水 環境設定② 環境設定③ 言語①（理論） 言語②（理論） 言語③（実践） 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:10～17:30 

8/4 木 
総合的な発達の援
助①（理論） 

総合的な発達の援
助②（理論） 

総合的な発達の
援助③（実践） 

言語／総合的な
発達の援助④
（演習） 

自由演習 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:30～17:30 

8/5 金 生活①（理論） 生活②（実践） 生活③（実践） 生活④（実践） 自由演習 

聴講      

8/6 土 生活⑤（実践） クッキング 生活⑥（演習） 生活⑦（演習） 自由演習 

聴講      
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:40～14:10 ④14:20～15:50 ⑤16:00～17:30 

8/7 日 ワークショップ 感覚①（理論） 感覚②（実践） 感覚③（実践） 感覚④（実践） 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/8 月 感覚⑤（演習） 感覚⑥（演習） 
3 歳以降のモン
テッソーリ教育 

教育と平和① 教育と平和② 

聴講      
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:00～13:00   

8/9 火 教育と平和③ 教育と平和④ 
レポートなどのガイダンス 

事務連絡 
  

聴講      
 

聴講コマ数 合計        コマ  ×  1,000 円＝ 計             円 

聴講費の振込方法は、聴講が決定してからお知らせします。 

  

mailto:lapacemontessori@gmail.com（PDF


モンテッソーリ ラ パーチェ  
180-0002 武蔵野市吉祥寺東町 1-12-19 TEL 0422-27-5055 FAX 0422-26-1775 
lapacemontessori@gmail.com（PDF または写真添付） 

締切 ７月 13 日（水）          受講生番号                           

お名前                             

当日連絡のつく電話番号                     

メールアドレス                         

2022 年度 0 歳～3 歳コース【大阪 第 3 期】聴講申込書 

聴講希望の講座名に○をつけ、聴講コマ数、金額、振込日を書き込んでください。 

 ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:40～17:30 

8/18 木 食① 食② 運動① 運動② 環境設定① 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/19 金 環境設定② 環境設定③ 言語①（理論） 言語②（理論） 言語③（実践） 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:10 ③13:00～14:30 ④14:40～16:10 ⑤16:10～17:30 

8/20 土 
総合的な発達の援
助①（理論） 

総合的な発達の援
助②（理論） 

総合的な発達の
援助③（実践） 

言語／総合的な
発達の援助④
（演習） 

自由演習 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:30 ⑤16:30～17:30 

8/21 日 生活①（理論） 生活②（実践） 生活③（実践） 生活④（実践） 自由演習 

聴講      

8/22 月 生活⑤（実践） クッキング 生活⑥（演習） 生活⑦（演習） 自由演習 

聴講      
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:40～14:10 ④14:20～15:50 ⑤16:00～17:30 

8/23 火 ワークショップ 感覚①（理論） 感覚②（実践） 感覚③（実践） 感覚④（実践） 

聴講      
 

  ①9:20～10:50 ②11:00～12:30 ③13:20～14:50 ④15:00～16:10 ⑤16:20～17:30 

8/24 水 感覚⑤（演習） 感覚⑥（演習） 
3 歳以降のモン
テッソーリ教育 

教育と平和① 教育と平和② 

聴講      
 

  ①9:20～10:30 ②10:40～11:50 ③12:00～13:00   

8/25 木 教育と平和③ 教育と平和④ 
レポートなどのガイダンス 

事務連絡 
  

聴講      
 

聴講コマ数 合計        コマ  ×  1,000 円＝ 計             円 

聴講費の振込方法は、聴講が決定してからお知らせします。 

 

mailto:lapacemontessori@gmail.com（PDF

