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モンテッソーリ教育とは？

イタリア出身の医学博士、マリア・モンテッ
ソーリ（1870 -1952)によって提唱された教
育です。

「生命への援助」と言われ、子どもの観察に
基づき、一人一人の人の持つ自分で伸びて
いく力を最大限に発揮できるよう環境を整
えるところから大人は始めます。

現在、世界140か国以上の地域でモンテッ
ソーリ教育は実践されています。



AMI  (Association 
Montessori Internationale)
国際モンテッソーリ協会 

1929年にマリア・モンテッソーリ博士に
より設立される

本部はオランダ・アムステルダム　

世界37か国に教師トレーニングセン
ター

モンテッソーリ教師資格コース

イントロダクトリーコース・エイジング

社会貢献、アーカイブ、子育て支援





AMI本部内のマリア・モンテッソーリの書斎

AMI本部（アムステルダム）



東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター 
（Montessori Institute of Tokyo)

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンターは国際
モンテッソーリ協会(AMI）から認定された最初の
トレーニングセンターです。

1975年10月19日に開所されて以来、現在まで2300名以
上のモンテッソーリ教師を輩出しています。



仲間とともに学ぶ

昼間部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 夜間部



自分と向き合う



   

 

発達心理学
子どもの心身の育ちについて深く知る

発達の４段階

敏感期の現れ

モンテッソーリ教育の真髄を学ぶ：発達心理学と実践



日常生活の練習
「花を活ける」

感覚教育「赤い棒」



　　言語教育「五十音並べ」　　　　　　　　数教育　「立方の鎖」



「はめこみ大陸地図」

「音符の読み書き」

文化



AMIの3-6歳の
教師トレーニング
ディプロマコース

概要

● 発達心理学・モンテッソーリ教具

の提供などの実践理論・練習

● 出席　出席すべき日の90％以上

● 実践練習時間　最低140時間以上

● 実習　観察実習と教育実習

● 提出物（アルバム、実習記録、

教具作成）

● 卒業試験　筆記と口頭試験



卒業までのスケジュール　　　　　詳しい日程は入学試験後にお知らせします

昼間部

夜間部

オンラインと通学の割合は 1：2ぐらいの割合です



昼間部　　　一日の予定　現況　 　　
＊来年度は練習時間は変更のある場合もあります

　　　9:30　10:00　11:30　           12:30　　　　            15:30 15:40                       17:40

登校形式
の授業日

練習チームＢ
トレーニングルー

ムにて授業練習チームＡ

オンライン
形式の授業
日

オンライン授業

清掃

自主練習日
金曜日
＆　開放日 自主練習（登校義務なし）

自主練習（登校義務なし）

清掃

授業は

月曜から木曜
実習期間は
金曜日も　実習が　あり
ます。



夜間部　一日の予定　現況　　 　　授業はいずれも18:00－21:00
＊来年度は変更のある場合もあります　　　　　　　　昼間部との入れ替えのため　登校は17:30以降

            　18:00                            21:00  21:20　　            

登校形式
の授業日 授業

清掃

自主練習日
金曜日
土曜日
＆　開放日

自主練習（登校義務なし） 清掃

10:00　                                                      　　　 16:00              

月 火 水 木

授業① 授業① 授業② 授業②

授業①と授業②を受講するように
登校グループを分けています。
下記のグループのいずれかを希望していただき、
週2日授業に出席します。
オンライン授業の場合は全員火曜水曜の授業に
なります。
金・土曜日に自主練習をしていただきます。
月水グループ
火木グループ
ご相談ください👇
火水グループ（宿泊を伴う遠距離通学者優先）

月木グループ
オンライン  形
式の授業日

火 水

授業① 授業②



実習　

実習はAMIディプロマを持った教

師のいらっしゃるクラスで行いま

す。

実習先をご自分で探す必要はあり

ません。センター指定の実習園で

の実習が中心となります。

実習先への連絡もすべてセンター

が行います。

実習後、期日までに実習記録の提

出が必要です。

観察実習　
教育実習　　

昼間部：授業スケジュールに最低時間の実習期間が設けら
れています。＊実習期間中は、金曜日も実習日になりま
す。実習期間以外にも、授業のない日を利用して実習に行
くことが可能です。

夜間部：学生さん自身が実習に行かれる日を決めて、実習
日2週間前までにセンターに申請していただきます。

土曜日や長期休暇中に実習ができる施設はほとんどありま
せん。
お勤めの方は平日に実習を入れることができるようにお勤
め先と調整してください。

実習時間　8：30から16：00
卒業までに25日以上必要　　



製作物

◆アルバム：5冊

①発達心理学

②日常生活の練習

③感覚教育

④言語教育

⑤数教育

◆実習レポート

◆教具製作



アルバムのイメージ　デジタル提出

毎週の提出はこのようにパソコンを
使ってオンラインで提出します。
パソコンの高度な技術は不要です。
ご自身専用のパソコンはご用意くだ
さい。



アルバムのイメージ  紙媒体の場合❶　最終的な提出はデジタルでも可能です。



受講生概要　　卒業後の進路(2021、2022年）



受講生概要（2019-2020）、　　卒業後の進路（2020-2021）



学費

2023年度　学費
（単位　円）

納付金合計

昼間部 夜間部

　前期分　　　　

(2023年2月)
後期分 　　　 

(2023年7月）

1年次分　　　　

(2023年2月)
2年次分　　　　

(2024年2月)

入学金 150,000 150,000 0 150,000 0

授業料 480,000 250,000 230,000 250,000 230,000

施設設備費 120,000 60,000 60,000 60,000 60,000

実習管理費 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000

教育充実費 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000

卒業試験料 70,000 70,000 70,000

合計 900,000 500,000 400,000 500,000 400,000

※これまで別途集金していた卒業試験料・ AMIﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ費・冷暖房費等は、 2023年度より学費に全て含まれています。

　学費以外に、教科書代・アルバム制作費・教材作成費・実習時の交通費等、諸費用がかかります。

　学費は予告なしに変更する場合があります。　一旦納入された諸費用は理由の如何を問わずお返しすることはできません



出願方法　選考

選考方法は書類選考と面接です。

出願料は15,000円です。

お申込みフォームをお送りいただ

いた方に、願書、面接日、出願料

のお支払い方法をお知らせしま

す。（お申込み日より2週間以内に

お知らせします）

①ディプロマコース申込フォーム
https://forms.gle/WZSvAJtBVCQSY7229
からお申し込みください
　　➡取り消す場合もご連絡ください。

②提出書類詳細と面接日をメールでお知らせいた
します。

③お知らせした期日までに
　❶願書　❷卒業証明書　❸出願料
　をお送りください。【封書、またはメール添付】

④面接はオンラインまたは来所を選べます。
面接日は　
・2022年12月17日（土）、12月18日（日）
・2023年1月7日（土）、1月8日（日）を予定していま
す（来所面接は1月7日予定）

選考結果は1月16日に発送予定です。
　面接日の日程は選考結果には影響しません。



町田駅徒歩３分のトレーニング・ルームのご案内

　当センターのトレーニング・ルームは小田急線町
田駅より徒歩3分・JR町田駅より徒歩7分の大変便
利な場所にあります。オンライン授業以外の教具
の提供の授業や練習はこちらで行います。
　
来年度入学予定の方で、町田近辺にお引越しをお
考えの方は場所をご確認ください。また、トレーニン
グ・ルーム・ビルには、駐車場はございません。近
隣のパーキングをご利用ください。自転車の駐輪
はできませんので、こちらも近隣の有料駐輪場をご
利用ください。

東京都町田市森野1丁目36-9　町田森野1丁目ビル8F 



付属園

付属園マリア・モ

ンテッソーリ子ど

も

の家にお子様の

入園をご検討中

の方は直接下記

へお問い合わせく

ださい。

電話

080-3472-0607

✉m.m.childrenhouse@gmail.com

mailto:m.m.childrenhouse@gmail.com


この後の予定

本日はご参加
ありがとうございました。

質問のある方はこのままお残りください。

見学やお問い合わせは　メー
ル      info@montessori-training-japan.orgでお
受けいたします。お電話でのお問い合わせは
不在の場合もございますので直接ご相談をご
希望の場合も予めメールでのご都合をご連絡
いただければ幸いです。

出願申込フォーム
https://forms.gle/WZSvAJtBVCQSY72
29
➡取り消す場合もご連絡ください。

入学式　4月2日（日）オンラインで挙行

登校開始　昼間部4月26日～
　　　　　夜間部5月22日の週～


