
　　　　
　     
子どもの自然と感覚

東京モンテッソーリ教育研究所
付属教員養成コース　コース長

前之園　幸一郎　

　モンテッソーリがサン・ロレンツオの「子どもの家」での教育実践を『モンテッソーリ・メソッド』として 1909
年に出版して世界的な注目を浴びたことは周知の通りです。しかし彼女は、その後のさらなる子ども観察の知見と経
験の深まりをもとに 1913 年、1926 年、1935 年の３回にわたってその著書の増補改訂版を出版しました。そして
世を去る 2 年前の 1950 年に、生涯にわたって努力を傾注したその労作をさらに『子どもの発見』と改題して世に
残しました。これはモンテッソーリのすべての活動が集大成された著作です。
　その著書で論じられている基本的なテーマは自然としての子どもという観点です。彼女によると、今日、私たちが
科学技術の高度の発展によっていかに快適で便利な社会生活を享受していようとも、人間は生きものとして基本的に
自然に属しています。そして特に子どもは、身体と精神の発達のための諸々の能力を獲得するために自然を必要とし
ています。普段ほとんど自覚することはありませんが、私たち人間がまさに自然そのものであり自然の一部に属して
いるからです。
　モンテッソーリによると、「夜空の星たちが目に見えない軌道にそって一定不変の動きをするように」子どもはそ
の内部の個別的なプログラムにしたがって発達します。気まぐれや偶然によってではなく、自然が定めた人類の発達
がしたがうべき自然の掟が存在するからです。そこには今日当たり前のように考えられている大人による先回り保育
が入りこむ余地などありません。ところが人間の知性が創りだした科学技術の発展と進歩は、今日、便利さと豊かさ
に満ちた生活をもたらしました。それは暮らしの万事を「速く」「手間をかけずに」「思い通りに」行うことを可能に
してくれています。しかしその「進歩」は本来自然の生きものである私たちの教育とは基本的に矛盾する面を持って
います。
　子どもは一人ひとりが異なる個性的存在だからです。その発達のためにはゆったりした時間の生活が必要です。プ
ロセスを飛ばしたり手間を抜いたりするわけにいきません。人間の教育は、流れ作業の均質的で効率的な量産による
工業製品の生産とは異なるからです。
子どもは自然によって各自に与えられた諸感覚の鋭敏化を通して自己を完成に向かわせます。子どもは自分の鼻で、
舌で、手で環境を知り判断できるセンサーを持っています。モンテッソーリの感覚教育の重視はまさにこの点にあり
ました。
　本年は本東京コースの発足 10 周年にあたります。ディプロマを取得された卒業生数は 160 名を越えております。
皆様がモンテッソーリ教育の原点に学びつつさらなるご活躍をされることを祈っております。
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巻頭言

　本書は韓国のまんがを日本語に翻訳し
たモンテッソーリ刊行物のひとつで、韓国
で2010年に、日本では2015年の発行。
　本書の大きな特徴は、「奥付」に記さ
れた言葉、「まんがの演出上、風景・人物・
服装・道具等の一切の描写に、実際の
様子と異なる表現があります」の一言に
尽きると言えよう。以前、アメリカ映画「将
軍」を見たが、秀吉・信長・家康が、
一人の人物として演じられていた。日本の歴史を知っている者
としては、映画を見ている間、違和感の連続であった。
　それと同様に本書の内容は、マリア・モンテッソーリとその
教育法を知っている者にとっては、モンテッソーリのことが歴
史的に事実と異なる多くの描写があるのに違和感を覚える。
しかし、これが「まんが」の「演出上」の本質なのかも知れない。
園に幼児を迎えにきた保護者が、待つ間、手軽に手にとって
読んでいると聞いている。

平成28年度入講生募集のお知らせ
募集定員：30名 
出願期間：平成 27年 12月 1日（火）～
　　　　　　平成 28年 1月 14日（木） 
出願書類：願書・受験票（所定用紙・写真添付） 
　　　　　最終学校の成績証明書および卒業証明書
　　　　　又は、卒業見込証明書
　　　　　選考料（13,371 円）の振込み金受領書のコピー
選考日程：平成 28年 1月 17日（日）午後 1時集合 
場　　所：富坂キリスト教センター 
内　　容：小論文・面接 

※詳細・入講案内は事務局までお問い合わせください。 
　Tel. 03-5805-6786   Fax. 03-5805-6787 
　Email : info@montessori.or.jp 

イ・ドンギュ/文、オ・チョンニョン/絵、
簗田順子/訳

岩崎書店　2015年

『モンテッソーリ』
オールカラー まんがで読む 知っておくべき世界の偉人19

　著者のミュンスター大学元教授
Ludwig（ルードヴィヒ）は、22 歳の若
きケルン大学学生時代に上智大学を表
敬訪問しており、P. オスワルド（Paul 
Oswald）や G. シュルツ-ベネシュ
（G.Schulz-Benesch）の後継者として
モンテッソーリ教育における理論家の視
点から現在も活躍中であり、ドイツ語の
モンテッソーリ文献をシリーズでヘル
ダー社から刊行している。その中の記念すべき一冊が本書で
ある。2015 年に発行なのでまだ邦訳されていないが、早く
訳されることを期待したい。　

Harald Ludwig,

Herder. 2015年

Fragen an Maria Montessori ;
immer noch ihrer Zeit voraus ?

図書紹介 平成26年度研究所活動報告

1.　会員の動向（平成27年3月31日現在）
　　①新規入会　正会員　個人　なし　賛助会員　なし
　　②退会会員　正会員　個人　なし　賛助会員　なし
　　③会員数　　正会員　個人19名
　　　　　　　　賛助会員　1団体（2口） 

2.　活動報告
　　①教員養成事業　平成26年4月　第9期生　31名入講
　　　　　　　　　　平成27年3月　第8期生　7名修了
　　②指導者支援事業　平成26年8月　第6回実践実技研修
　　　　　　　　　　　会開催、於　愛珠幼稚園
　　　　　　　　　　　「言語教育」　参加者30名
　　③ホームページ等による広報事業

「モンテッソーリ教育」（学会誌）第46号に広告掲載、平
成26年11月に「T.I.M.E.」第７号発行。ウェブサイトを
通し、広く一般に東京モンテッソーリ教育研究所及び、付
属教員養成コースの活動を発信し、モンテッソーリ教育の
普及活動を行った。http://montessori.or.jp/

以上　事務局長　青木和美

「T.I.M.E.」 第8号をお届け致します。別紙「特定非営利活動法人 
東京モンテッソーリ教育研究所 及び 付属教員養成コースの設立 
10周年記念号」を同封できることはとても嬉しく思います。上
智コース第34期生を上智大学で送りだした後、同じスタッフで、
東京コースがスタートし、あっと思う間に、もう10年経過しま
した。責任の重大さをかみしめています。　　　　　（江島正子）

東京モンテッソーリ教育研究所
平成26年度収支決算

編集後記

平成27年4月21日　上記の通り相違ありません。　事務局長　青木和美

群馬医療福祉大学大学院教授　江島正子

やな  だ



猛暑の続いた夏休み、恒例になりました研修会、今回は「数」です。会場は世田谷聖母幼稚園で廣澤弓子、
梅野芳子の先生方のご指導です。まず、はじめに廣澤先生より「数」の教具を提示するにあたり大切な3つの
ポイントの確認がありました。
①個別指導が原則である。 ②ゆっくりと進むこと、決して急がない。 ③基礎は正確に覚え、正確に練習し、

正確に提示すること。
午前中のプログラムは以下の通りです。
Ⅰ　数字と玉
Ⅱ　ビーズの紹介（1、10、100、1000）十進法の導入
丁寧な提示をゆっくりと見せていただいた後は早速練習です。整えられた環境の教室で参加者の皆様方がグ

ループに分かれて、熱心な練習が見られました。提示の後にすぐ練習をすることが出来て再確認でき良かった。
とアンケートにもありました。
そして、昼食をはさんで午後からは、
Ⅲ　セガン板Ⅰ（11～ 19までの連続数の正しい認識）
　　セガン板Ⅱ（11～ 99までの連続数の正しい認識）
今回は各教具を提示するに当たり、必ずチェックポイントの紹介がありました。これがとてもわかりやすく

て子どもに関わる時に役立つと好評でした。
最後に紹介されたのは「Ⅳ　鉄製はめこみ分数」です。10組の赤い鉄製はめこみで、正方形の緑色の枠の中

につまみ付の円が1～ 10等分されたものがはめこまれている。分数の表し方（書き方）、分数のよび方、分母
と分子などを知る。
分数とカードの一致、等価など具体的で表された分数の考え方が理解しやすく楽しい提示でした。
アンケートの皆様の声を紹介しましょう。
①子どものつまづきを早い段階で気付き導くためには教師が教具のことをよく知らなければならないと深

く反省。 ②苦手意識のあった数ですが新たな気持ちで子ども達に提示してみたいです。 ③109→200になっ
てしまう子が多くいて教えるのに悩んでいましたが、今日の研修で理解ができました。すぐに役立てたいです。 
④研修会は1年に1回ではなくもっとたくさんして欲しいです。教具作りもしたいです。etc…
あっという間の5時間の研修でした。会場園の先生方のご協力や、お手伝いなどたくさんの心遣いをありが

とうございました。今回の参加者は45名でした。皆様、又来年お会いしましょうと再会を約束し閉会しました。

第7回　実技研修会　報告 　 　支援事業担当理事　千葉和惠

今年は上智コースでディプロマを取得され、現在きらら子どもの家の園長をしておられます森田倫代先生の「保
育園でのモンテッソーリ教育」という表題での講義でした。
乳児から受け入れている保育園として、整えられた環境の重要性から話は始まり、教具教材の工夫やこどもた

ちをよく観察して改良していく点など、スライドを使って見せていただくことで大変わかりやすい講義でした。
モンテッソーリ教育を実際に取り入れていく苦労も多々ある中で、こどもたちがいま何を必要としているのか、

又どのようにしたらよいかを先生方が、環境づくりや日々の教
材に生活すべてを通して試行錯誤を繰り返して工夫し、こども
たちの成長の役割としてこどもを支えていこうという思いや、
熱意が沢山の映像の中から感じられました。
モンテッソーリの教育において、本来もっているこどもの能

力を伸ばしてあげるために、私たち大人や教師のこどもの観察
と環境づくりが大きな力となる再認識ができ、0 歳から 5 歳児
の具体的な教材もとても参考となる内容で、充実した時間とな
りました。

言語担当講師　伊藤千恵子

特別講義　「保育園でのモンテッソーリ教育」
2015年9月2日（水）18：00～　講師：きらら子どもの家 園長　森田倫代先生

1968年7月21日　15:30~16:30　上智大学を会場に、第1回日本モンテッソーリ協会の総会で「日本モン
テッソーリ協会」が誕生しました。本コースの母体、上智コースは1970年4月スタートです。2017年はこの
日本モンテッソーリ協会（学会）の設立50周年全国大会が東京
支部の担当のもとに開催されます。
基調講演　リン・ローレンス先生（国際モンテッソーリ協会
　事務局長）　
特別講演　養老孟司先生（元東京大学教授　解剖・脳科学者）
2017年8月8日～ 10日、都市センターホテル
ワークショップは東京コースの担当です。
特定非営利活動法人東京モンテッソーリ教育研究所の法人理
事長は天野珠子先生ですが、今度新たに副理事長に廣澤弓子先
生が就任されました。
本法人会員で、コース実践担当者であり、鶴川女子短期大学
の常勤講師の竹田恵先生が2015年8月1日　日本モンテッソー
リ協会（学会）第38回奈良全国大会において、30年間日本モ
ンテッソーリ協会の会長・理事長を務められ、本コースの前コー
ス長のクラウス・ルーメル先生を記念した「ルーメル賞」を受
賞されました。大変名誉なことをこうしてご報告できることを
とても嬉しく思います。

広報欄 　群馬医療福祉大学大学院　社会福祉学研究科　教授　江島正子

平成27年8月29日（土）10：00～ 16：00



特定非営利活動法人 東京モンテッソーリ教育研究所
及び 付属教員養成コースの設立

10周年記念号

10周年おめでとう

研究所（コース）設立10周年に思う
東京モンテッソーリ教育研究所理事長　天野珠子

　上智コースが上智学院の理事会において、次年度
の募集は行わず閉講にする旨、通達があったのがつ
い先日のような気がします。紆余曲折があり、NPO
法人として再出発して10年、何とかスタッフの協力で
今日を迎えることが出来ました。我が国初のモンテッ
ソーリ教員養成コースの灯を消してはならない、という信念と上智で
ディプロマを取得しモンテッソーリ園に変更した既存園や新設園への責
任をスタッフの誰もが痛感した結果でした。ルーメル先生のカリスマ性
のない今、問題も山積みですが、新コース長をお引き受け下さった前
之園先生を柱に新たな次の一歩を踏み出したいと思います。関係者の
皆さまのこれまでのご支援に感謝し、今後もよろしくお願い致します。

東京モンテッソーリ教員養成コースの
はじまり

社会福祉法人からしだね　理事長　春見静子

　NPO 法人の設立並びに東京モンテッソーリ教員養
成コース開設 10周年のお祝いを申し上げます。
　不思議なご縁で、私は上智モンテッソーリ教員養
成コースが上智大学から文京区小石川の今の場所に移
るときにかかわることになりました。それは、10年前
のことです。
　折しも富坂キリスト教センターは、一般財団法人から公益法人に変
わる準備をしている時で、事業として発達障害児のデイケア施設、富
坂「子供の家」の開所の計画を進めていました。文京区小石川という
ことでコースの場所としては申し分ないと思ったので、早速当時のセ
ンターの総主事であった鈴木正三さんにお願いし、ルーメル神父様や
江島先生に何度も足を運んでいただき、センターの片隅に間借りする
ようなかたちで NPO 法人による新しい教員養成コースがスタートす
ることになりました。
　今後さらに実り豊かなものになるように心よりお祈りします。

東京モンテッソーリ教育研究所付属教員養成
コース、10周年、おめでとうございます。

上智大学  総合人間科学部  心理学科  教授  荻野美佐子

　つい先日、自宅の電話機が故障し、いじっていたら、
突然、聞き覚えのある声で、「ルーメルでございます」
と。富坂の場を一緒に見に行きましょう、というご
連絡の留守電でした。
　そのタイミングで今回のお知らせをいただき、ルー
メル先生も天国から気にしてメッセージをくださったかのようでし
た。コースが上智から富坂キリスト教センターに移り、先生方が力を
合せて NPO 法人として立ち上げられて10年。ここまで引っ張って
いらした先生方のご努力に頭が下がる思いです。私自身は、上智のコー
スを閉じるところまでであり、先生のご期待に添えないことが多々
あったこと、ずっと心に引っかかっておりました。
　ルーメル先生の留守電のメッセージは、あのちょっといたずらっぽ
い親しみのあるお声で「じゃあね、バイバイ　チャオ」で終わってい
ました。先生の思いがこれから先も多くの方に引き継がれていきます
ようにお祈りいたします。

NPO法人設立時の理事

付属教員養成コース第1期生　入講式　平成18年4月5日 新・付属教員養成コース　スタッフ　平成18年3月20日
（上智より全員引き継ぎ）

コース長となられたルーメル先生　平成18年3月20日



今後も同じ熱意を持って

カトリック幟町教会　世界平和記念聖堂　主任司祭
ドメニコ・ヴィタリSJ

　ルーメル神父様の長い働きと上智コースの伝統
を活かして、新しいコースを始められた 10 周年
記念にあたり、本当におめでとうございます。
　特に現代の子どもたちには、良い教師ほど必要
なものがないと思います。子どもたちは大人の計
画や夢、また商売の犠牲者になりがちな現代、子どもを認めて、
よく検察し、その必要性に答えて手助けする教師は、最も求めら
れていると思います。
　そういった教師を育てるのに子どもに対してイエス様の言葉と
態度を思い出したら非常に大きな力になります。イエス様は子ど
もたちが邪魔だと思って、彼らを追い出そうとしていた大人に怒っ
て言いました。
　「子どもたちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならな
い。神の国はこのようなものたちのものである。はっきり言って
おく子どものように神の国を受け入れる人でなければ、決してそ
こには入ることできない（ルカ　18, 15）」と。
　子どもの中にこの神様の計画を見出せなければならないと思い
ます。人間ではなく神様は一番先に子どもを考えたから、人間の
計画ではなく、まず子どもに秘められた神様の計画を見つめて、
子どもたちの力になれなければならないと思います。
　現代の子どもたちのためにふさわしい教師を育てることは、大
きなチャレンジです。
　東京コースがそれを受けとめて、頑張れるように、お祈りいたし
ます。

戸塚分室をもって協力を

社会福祉法人　イクソス会　理事長　松川和照

　上智大学の教員養成過程がルーメル神父体制から
前之園先生体制にと変わって、10 年を迎えられたこ
とは、天野先生を中心とする教師陣のご苦労と努力の
賜物であると感謝し、お祝い申し上げます。
　特にイクソス会が難しい戸塚分室を割り込ませて頂
き、2 年を経過しました。準備期間を入れると3 年間、飛行機に例え
るなら、自動水平飛行中にパイロットが、休息時間でもしっかり操縦
桿を握って飛ばなければならないエアポケットに入ったようなものでし
た。グローバルな世界の中での日本。モンテッソーリ教育のみにしぼっ
ても、小さな灯の様に映ります。
　「収穫は多いが働き手が少ない」と聖書にある通りに課題も多いで
しょうが、モンテッソーリ教師養成コースが全ての基礎であると信じて
います。私は 10 年目をお祝いすると同時に次に向かって大きくはばた
かれます様にと祈っています。

モンテッソーリ教育の奥深さ

　聖フランシスコ学園　松本巌

　10周年おめでとうございます。モンテッソーリ教育
原理の講師を辞して、5 年になりますが、この頃、モ
ンテッソーリやスタンディングの著作を時間をかけて
再度読み直す機会をいただき、改めて納得させられ
ること、今だから理解できることなどに出会い、感慨
にふけることがあります。夜学に通われた方々に、もっ
とモンテッソーリ自身の言葉に触れていただき、それを自分の思考で文
書にまとめていただくような講義を提供すべきだったと今さら考えてし
まいました。その方々も、今ではそれぞれの場で職務を担われている
ことでしょう。このＴＩＭＥが私たちをつなぐ絆としてこれからも用いら
れますことを祈念いたします。

１０周年おめでとうございます。

東京コース1期生　井口温代

　私がモンテッソーリ教育と出会ったのは、保育
科の専門学校での実習先でした。モンテッソーリ
教育に興味を持ち、また、その幼稚園とご縁があっ
て就職し、教員養成コースへ通う事になりました。
１年目の理論講義は上智コース、２・３年目の実
践は富坂の東京コースへと、仕事をしながら通い
ました。園の先生方やコース同期生の仲間に支えられ、ディプロ
マを取得出来ました。今振り返ると楽しかった思い出の沢山詰まっ
た充実した３年間でした。
　現在も、愛珠幼稚園で子ども達と向き合い一緒に学んでいます。
教具に触れる子ども達の反応、表情、成長を日々楽しんでいます。
　平和とは何かが問われる現在、モンテッソーリ教育の増々の普
及と東京モンテッソーリ教育研究所の増々のご発展を心よりお祈
り申し上げます。

東京コースとのご縁から

　社会福祉法人　楽山会　椎の実子供の家　園長　沖野由紀子

　東京モンテッソーリ教育研究所、10 周年おめ
でとうございます。
　上智コースの歴史を途切れさせることなく、
NPO 法人を起こされ、付属教員養成コースが 10
年間続いたことは素晴らしいことだと思います。
この間の、諸先生方のご努力には頭が下がる思い
です。
　当園は、東京コースの学生さんを実習生としてお迎えしており
ます。充分な環境とは言えませんが、皆さん前向きに何かを学び
取ろうとするその姿勢から、講師の先生方の熱心なご指導が窺い
知れます。
　働きながらの学びは大変ではありますが、学生とは違う立場で、他
園の環境を多く観察できるのはこのコースの大きな特徴でしょう。
　今後とも東京モンテッソーリ教育研究所並びに、付属教員養成
コースの増々のご発展をお祈りいたします。また、当園もこのご
縁を続けていけますよう努力して参りたい所存です。
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