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『ルーメルファミリー回想』
クラウス・ルーメル神父追悼文集
学苑社 ２０１２年、３７１頁
理論 文化・宗教担当講師 江島 正子
（本書の希望者は東京コース事務局にご連絡下さい。
）
ルーメル先生（2011 年 3 月 11 日帰天）の御霊にささ
げられた本書は、ルーメル先生の一生を現すようないろい
ろな職業、年齢、国籍の方々が執筆しておられる。本書は
もちろん、日本語だが、ある部分は英語で、またドイツ語
でというふうにグローバル的・国際色豊かである。ルーメ
ル先生はご生前に日本語とドイツ語で自叙伝を出版されて
いるが、本書は、先生と関わった方々の回想記憶から、ルー
メル先生の一生が読み取れる。私たちの生きる 21 世紀で
は、価値観があまりにも相対的で、何を本当に信じて暮ら
すべきか分からなくなる。ルーメル先生は、本書でその答
えをはっきり教えて下さっていると思う。

福岡教育大学教授

１．会員の動向（平成 24 年 3 月 31 日現在）
①新規入会 正会員 個人 2 名 賛助会員 なし
②退会会員 正会員 個人 1 名 賛助会員 なし
③会 員 数 正会員 個人 17 名
賛助会員 １団体（２口）
２．活動報告
①教員養成事業 平成 23 年 4 月 第 6 期生
25 名入講
平成 24 年 3 月 第 5 期生
25 名修了
②指導者支援事業 平成 23 年８月 第 3 回実践実技研修
会開催、於東京モンテッソーリ教育
研究所付属養成コース教室
「文化」…生物 参加者 29 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 43 号に広告掲載、
平成 23 年 11 月に「T.I.M.E」第４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

永江 誠司 著

世界一の子ども教育モンテッソーリ
（12 歳までに脳を賢く優しく育てる方法）
言語担当講師

事務局長

青木 和美

東京モンテッソーリ教育研究所
平成23年度収支決算
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特定非営利活動法人東京モンテッソーリ教育研究所

天野 珠子

今年の春、私の所に一冊の本が出版社より送られてきま
した。題名を見て「オッ！」と惹きつけられ、次に「誰が？」
と著者名を見て「この人誰？」と思い、目を通しました。
著者のご専門は「発達心理学」と「神経心理学」、専門
の分野はともかく、モンテッソーリ教育について、どのよ
うな知識と経験をお持ちなのか、失礼ながら読む前に思っ
てしまったのです。しかし読み進む内に「凄い！」よくこ
こまで深く勉強され（失礼）また、我々モンテッソーリア
ンが常日頃思っている通りのことを外部の研究家から評価
され、大変うれしく「ぜひ、直接ご高説を伺いたいものだ」
と思いました。ところが今夏のモンテッソーリ大会の基調
講演がご当人だとは、ご本人が壇上に立たれて初めて気づ
いたのです。感激しました。ご専門の立場から裏付けられ
たモンテッソーリ教育の評価は、我々実践家に勇気と自信
を与えてくれます。ぜひ、ご一読ください。

＊詳細・入講案内は事務局までお問い合わせください。
Tel. 0358056786 Fax. 0358056787
E-mail: info@montessori.or.jp
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巻頭言

平成 24 年 4月28日 上記の通り相違ありません。

事務局長

青木 和美

編集後記
マリア・モンテッソーリと一緒に生活をした最後のご家族が亡くなら
れ、淋しいです。「上智コース創立 30 周年」お祝い（2000 年 7月
29日）で、上智会館２階の特別会議室に現れた「気品」高いお姿

が思い出されます。ご冥福をお祈りします。「東京コース」の今、前

之園新コース長の下、新しく将来に大きな希望をもって、モンテッ

ソーリ教育の教員養成に励んでいます。（江島正子）

事務局長

Ph.D. Masako Ejima,

江島正子
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堀田和子

モンテッソーリの今日的な問いかけ
東京コース

コース長

前之園

幸一郎

マリア・モンテッソーリは1952 年に波乱に満ちた82 年のその生涯を終えました。そして、私たちが、今日、
改めて考えてみなければならない含蓄ある多くの言葉を残しています。その言葉の中で特に重要だと思われる
のは、子どもへの偏見の問題です。それは60 年以上も前の指摘ですが、まるで現在のことを述べているよう
にさえ思われます。
モンテッソーリは、子どもへの偏見が日常的にあまりも一般化してしまっているために、その実態を私たちが識別するのがとても困難に
なっており、どれが偏見の結果による子どもの姿であり、どれが本来の子どもの真実の姿であるかが混同されていると述べています。し
かも子どもには
「いまだ知られていない子ども」
の姿が存在しているにもかかわらず、
そのことがしばしば見落とされているとも言っています。
例えば、子どもの「わがまま」に対して、大人は厳しくしつけるべきだと単純に考えてしまいます。しかしモンテッソーリは、
「子
どもの《駄々》や不従順は、子どもがその内部から湧き起こる（人間を造る）創造的衝動と大人に対する深い愛情との間で苦し
んでいる姿であり、それは、とても重要な葛藤の姿に他ならないのです。それなのに大人はそのことを少しも理解していません」
と述べて、その「わがまま」のように見える葛藤こそが子どもがその発達を自ら守るために基本的に必要なしぐさとなってあらわ
れているのだと言っています。
（
『幼児の秘密』
）
早朝、目覚めると幼児はすぐに両親を起こそうとします。それはモンテッソーリによると、勝手なわがままなどではありません。
モンテッソーリは子どもの視点に立って、彼らは「物理的にあなた方を起こしたいのではありません。あなた方の精神を呼び覚ま
したいのです」と述べています。実に子どもは、親たちに新鮮で生き生きしたエネルギーを取り戻させてくれるのに欠かせない必
要な存在です。そして、子どもは、毎朝、両親に対して「新しい人生を生きるために起きなさい。よりよい生き方を学びなさい」
と呼びかけるのだ、とモンテッソーリは考えています。それは親に対してのみならず、またモンテッソーリ教師に対しても向けられ
た子どもの声であるとも思われます。
さらにモンテッソーリは、教師に対して「子どもの魂の中にまどろんでいる、将来個性的な存在となる人間を呼び覚ますことが
できる必要があります」（『モンテッソーリ・メソッド』）と課題を投げかけています。どうすればそのことは可能なのでしょうか。
この問いかけは、私たち各自が真剣に追求すべき今後の宿題だと思います。

訃報

平成25年度入講生募集のお知らせ
募集定員：30 名
出願期間：平成 24 年 12 月 3 日
（月）
〜
平成 25 年 1 月 16 日
（水）
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（13,000 円）の振込み金受領書の
コピー
選考日程：平成 25 年 1 月 20 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

第

〒112-0002
東京都文京区小石川 2‒17‒41
富坂キリスト教センター2号館内
Te l. 03‒5805‒6786
Fax. 03‒5805‒6787

特別講義

マリア・モンテッソーリの
ご令孫娘レニルデ・モンテッ
ソーリ様 が 2012 年 9 月14
日にスペインのマンシラーで
ご逝去なさいました。子ども
時代を祖母マリア・モンテッ
ソーリと共に過ごし、モンテッ
ソーリ・スクールに通い、父
のマリオの助手、モンテッソー
リ教師トレーナー、国際モン
テッソーリ協会事務局長、総
裁の職務につかれ、またモン
テッソーリ教育の新分野 EsF
（国境のない教育者）を築か
れました。心からのご冥福を
お祈り申し上げます。
明和学園短期大学 教授
江島 正子

2012 年 9月5日
（水）18：00〜

レニルデ・モンテッソーリ

（Renilde Montessori, 1929-2012）

講師：甲斐仁子先生

特別講義に東洋英和女学院大学及び
同大学院教授の甲斐仁子先生をお迎え
しました。先生が学生時代、幼児教育
を専攻され、以後保育者養成に一貫し
て関わってこられた歩みを伺い教室はな
ごやかな雰囲気になりました。モンテッ
ソーリ教育の独自性及び存続の理由についてご教示くださり、
モンテッソーリ教育は思弁・哲学的な側面、科学的・実証
的な側面の両方を有し、教育方法が組織（教員養成）の中
で伝えられることに独自性と存続の理由があること。教育情
報に溢れている現代、保育者は質と専門性を高めなければな
りません。そのためにも気づきと振り返りを大切にし、固定
観念に囚われずに多様な視点でものを見て深く思考すること
が大切であることをご講義から学ぶことができました。
日常生活担当講師 竹田 恵
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