
　　　　
　     
平和への約束、新しい子ども

東京コース　コース長　前之園　幸一郎　

　モンテッソーリの著書『平和と教育』は1949年に刊行されました。それはモンテッソーリが1932年から1939年に
かけてヨーロッパ各地で行った平和についての講演を集めたものです。そこでは独自の観点から教育を通じての平和実現
のための基本的な考えが論じられております。本年は、1914年6月28日に勃発した第1次世界大戦の年から100年目
にあたります。そして現在でも戦争の悲惨なニュースが世界各地から連日伝えられております。
　自らもファシズムによって祖国を追われたモンテッソーリは、今から80年も前に平和をいかに確立するかの問題を正
面から追求しました。彼女は「戦争の止んだ状態」が平和だとする消極的な考え方には反対でした。平和とは人類全体を
包括する一つの「永続的な状態」であると考えていたからです。彼女によると、政治は暴力によらずに紛争を回避するこ
とはできます。しかし永続的な平和を生みだすことはできません。平和は法律や経済や国際法などの政治的レベルを超え
た問題であり、教育によって平和の基礎を築くことのみが戦争を防止する最も有効な道であると彼女は考えたのです。
　モンテッソーリは、地質学に依拠しつつこの地球はあらゆる生き物たちのそれぞれの役割によって調和的に維持されてい
ることに着目しました。海水の濃度や化合物の均衡が一定に保たれ、大気中の空気の浄化が毎日繰り返されるのは生き物た
ちの働きによるものだと考えました。彼らは生を営みつつこの地球上におけるその宇宙的使命を果たしているのです。それ
では人間の宇宙的使命とは何であろうか。平和という新しい世界を築き上げることにその答えは示されているとモンテッ
ソーリは述べています。教育を通じて子どもが「新しい人間」に形成されることが基本的な課題となったのです。モンテッソー
リは、「新しい子ども」に限りない期待を寄せており、それは今日の私たちが取り組むべき重要な課題でもあります。
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巻頭言

群馬医療大学大学院　教授　江島 正子
　本書の著者は愛珠幼稚園園長、元駒沢女子短期大学教授
の天野珠子氏である。著者は、特定非営利活動法人東京モ
ンテッソーリ教育研究所の理事長も務める。
　本書のタイトル「あいじゅだより」と聞いて、「オヤ！」
と思う方もいるだろう。なぜなら、10年前の愛珠幼稚園
創立 70 周年のときに『あいじゅだより』が出版されてい
るからである。本書は、それから 10 年経って、愛珠幼稚
園創立 80周年を祝って出された記念誌である。
　愛珠幼稚園は、前園長、天野都先生がモンテッソーリ教
育に深い造詣を持たれた。園長を初め、すべての先生方が
モンテッソーリのディプロマ取得者である。実際にモン
テッソーリ教育を 1974 年から導入し、社会状況と時代の
変化の中で、2009 年 4 月に個人立から学校法人化してい
る。世田谷区で 3 番目に古く、歴史的に由緒ある、地域に
根づいた幼稚園と言える。
　本書の特徴は、前半がこの
10 年間に保護者に配布され
た子育てに役立つ話題がエッ
セイ風にまとめられ、わが国
における幼稚園（学法）の
現状を垣間見ることができ
る。後半は、「モンテッソー
リ教育へのごあんない」で
モンテッソーリ教育実施
園として、モンテッソー
リ教育に関心を持つ人誰
にでも、モンテッソーリ
教育の紹介と、大きな
示唆を与える教育内容
になっている。

（定価 1,000 円）
（『あいじゅだより Ⅰ」をご希望の方は、愛珠幼稚園にお申し出ください。）

平成27年度入講生募集のお知らせ
募集定員：30名
出願期間：平成26年12月1日（月）～
　　　　　平成27年1月14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（13,371円）の振込み金受領書のコピー
選考日程：平成 27年 1月 18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
　E-mail: info@montessori.or.jp

天野珠子著

発行　天野学園　愛珠幼稚園

『あいじゅだよりⅡ』
―モンテッソーリ教育を
実践する幼稚園から―

図書紹介 平成25年度研究所活動報告

１．会員の動向（平成26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25年　4月　第8期生　11名入講
　　　　　　　　　　平成26年　3月　第7期生　11名修了
　　②指導者支援事業　平成25年8月　第5回実践実技研修
　　　　　　　　　　　会開催、於　富坂キリスト教センター
　　　　　　　　　　　1号館会議室
　　　　　　　　　　　「感覚教育」　参加者40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45号に広告掲載、平
成25年１１月に「T.I.M.E」第６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

東京コースには今年いろいろな活動のチャンスがありました。神奈
川県の戸塚に分室ができて、その戸塚コースの学生さん角田愛さ
んが1頁下に報告しておられます。第47回日本モンテッソーリ協
会（学会）全国大会のワークショップを担当した報告も千葉先生が
3頁下に写真付で書いておられます。松本科学工業の美浩さんの大
きなご協力によって会場の熱気が感じられます。　　　（江島正子）

東京モンテッソーリ教育研究所
平成25年度収支決算

編集後記

平成26年4月23日　上記の通り相違ありません。　事務局長　青木和美
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コースに入校して半年程経ちました。私が通う戸塚コースは東京コースの戸塚分室で、今年度の4月から始まったコースです。
モンテッソーリ教育…。聞いたことはありました。学生のころ学んだ記憶もありました。でも、実際にこの目で見て

感じて、触れることは私にとって初めての事でした。この度、4月から学生となり、モンテッソーリ教育を学び始め、
その奥深さに授業の度に驚かされています。初めて教わった日常の『椅子に座る』。誰から教わった訳でもなく、いつ
の間にか当然のように行っていた事ですが、あんなに綺麗に座る姿、そして座るまでに至る動きを細かく注視した事な
んてありませんでした。
今、私は0歳児の担任をしています。年齢に合わせた手作り教具などはありますが、「感覚」や「日常」の授業で使用

するような教具、用具はありません。ですから普段、教具に触れる機会はないのです。そんな時、園が動いてくれました。
先輩方が掛け合ってくれました。幼児クラスで直接子どもと『お仕事』をする機会を与えて下さいました。コースの先
生方はわざわざ戸塚まで足を運んで下さり、私達に学ぶチャンスを与えて下さいました。私達が働きやすいように、そ
して学びやすいように畠の土をふかふかにして準備をして下さっている先輩や上司がいるからこそ、一歩を踏み出し、
小さな種を蒔けたのだと感謝しています。

戸塚コース報告 戸塚コース　角田　愛

訃報のお知らせ
東京コース第７期修了生の水戸笑美子さんが、10月 24日
永眠されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。



早いものでこの研修会も「言語」からはじまり、ひとめぐりして今夏は
また初めに戻り「言語」の研修と教材作りです。会場は愛珠幼稚園、講師
は東京コース言語担当の天野珠子、伊藤千恵子、齊藤春美の3人の先生方
です。
午前中は（1）砂文字単語のカードの提示に始まりその教材の意図を紹介、

続いて砂文字単語のカード作りと正誤表の作成です。
午後は（2）溝文字の提示法とその正誤表の作成です。溝文字は①書く為

の道具の操作、②行別五十音の理解、③筆順の確認、④小文字化への準
備など、ねらいの復習をし、天野先生の具体的なお話はとてもわかりやす
くそのポイントが確認できました。他園の先生方とも話し合いながらの教材
作りはとても楽しく、又言語の「書く」という初歩の段階の教具はともするとスルーしがちでしたが、改めてその大切さ
と面白さを認識することが出来ました。とアンケートにもありました。そして「子どもがひとりでできるように手伝うた
めの教具、教材作りを丁寧に教えていただき準備して下さったことに感謝します。又、手作り教材は簡単に揃えることが
できないので、今日の一日はとても有意義でしたとのお声もありました。
受講された方は30名、そしてお手伝いいただいた愛珠幼稚園の先生方やコーススタッフを合わせて40名の参加者で
夏休みの最後に充実した一日を過ごすことが出来ました。
又、来年皆様にお元気でお会いしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支援事業担当理事　千葉和恵

第6回　実技研修会　報告

モンテッソーリ保育の中で最も優れたものは、子どもへの見方であると思います。モンテッソー
リはそれにたどり着くために、まだ自分の可能性を発揮していない小さな命からではなく成長した
大人から少しずつ考えていったのです。
医者としての勉強と経験、障害児との仕事、また女性解放運動の活動家として、人間そのものに深

い関心と情熱を持つことになったのです。そこからモンテッソーリは幼児教育を命への援助として見
ることが出来たのです。
19世紀の間にローマでは色んな修道会が学校を作ったりして、子どもの教育に力を入れようとしました。その中にイ

エズス会もあります。どちらかというと恵まれている家庭からくる子どもや、よくできる子どもを集めようとしており
ました。なぜかというと、それを通して社会に影響を及ぼすことができると思っていたからです。
「子どもに関しては人類の皆が同じです。」（1949年サンレモのモンテッソーリ大会。）モンテッソーリは子どもにお
いてすべての人類に共通している人間を見、その豊かさに強い魅力を感じておりました。さらに幼児期が尽きることの
ない希望の泉のようなものだとおっしゃっております。その意味でモンテッソーリは障害児であっても貧しい環境に
育っている子どもであっても、同じように見ております。
1907年にローマの最も貧しいサン　ロレンゾ地区で1907年1月6日第一、4月7日に第二の“子どもの家”がローマ

郊外の労働者の団地の中に開かれております。その後に次々とマラリアに冒されていたローマ周辺の農業地帯や、地震
によって大きな被害を受けていた南イタリアでもたくさんの子どもの家を誕生させております。
Irene Bernasconiは1915-1916のミラノで第一モンテッソーリ養成コースに参加してから、ローマの北のパリド

ロの子どもの家に派遣されます。
彼女は日記に次のように書き残しております：“パリドロに1915年12月6日、朝着きました。仕事するために誰も

行きたくないところを選びました。愛情に飢えているまったく教育のない子どもたちの中で。
土に近い生活をして汚くて裸足で、ボロボロな服を着ている子どもの中で。忘れられ、知られていない谷の終わりに

荒野のようなパリドロは横たわっていた。Maremmacciaと呼ばれ、ローマの付近の痩せた土地の中で最も悪いところ
は、私のためには一番いいところで、それを探していました。
それを見つけて、幸運だったし、私はそこに残るのを決めました”（2007 Montessori Centenary - Roma Mauro 

Laengの展示会から）。師から子どもへの理解と情熱、全きの献身を良く身に着けた人でした。イエスが教えているよ
うに子どもを無条件に受け入れていたのです。

どんな子どもにたいしても 　 　カトリック幟町教会主任司祭　ドメニコ・ヴィタリ

平成26年8月30日（土）10：00～16：00

　今年度は富坂コース、戸塚分室の学生が一堂に介しての講義となりました。北山先生は０歳から３歳、
３歳から６歳のAMIのディプロムを取得されており又、実践家としてもご活躍中です。当コースは３
歳から６歳を対象にしていますが実際には3歳以前を担当している学生も多く今回の先生の講義は私た
ちにとって又とないいい機会をいただくことになりました。先生から講義内容のまとめを直接いただく
ことができましたのでそのままをご紹介いたします。

　人間の持つ偉大な潜在能力の開花には、基本的な「愛」が必要不可欠ですが、その他に正しい科学的
知識が必要なのです。そして、これに伴い子どもの両親への教育も必要です。愛情は必ずしも良いものでなく、愛情と知
識が一体とならなければならないからです。
　乳児は、母親によく世話をしてもらい、自分が生まれ出た世界は安心できる所であると思えば、環境への信頼が築かれ
ます。また、環境の中で自由に動いて活動した体験から「自分はできる！」という事が積み重なり、自己自身への信頼も
築かれます。母親が世話をしてくれている時に、子どもは身体を動かしたり、いろんな感覚的な体験をしますが、それは
子どもにとって成長する機会となり、また、そうした体験を通して身体と心が一つにまとまり、心身の統合がなされます、
更に、もっと重要な安心感と安定感という内的感情を持つことが大切です。このような子どもの心をよく理解し、子ども
達の援助に励んでいただきたく思います。
　マリア・モンテッソーリは、「従って、人生の最初の2年間では成長というより精神的な創造があるという結論に達す

るのです。体の部分が創造され、意識が創造され、全てがこの期間
に創られ、その後、創られたものは自然により完成され拡大される。
こうした理由から、人生の初めの時期は最も重要である。もしその
時点で何かが創造されていなければ、永遠に欠けたままである。と
いうのは、この時期が一旦終わってしまうと子供はこの力を失って
しまうからである。」と述べています。3歳までがいかに大切である
か、お分かりいただけたら幸いです。　

北山和子

　講義のあとは映像によるおはなしもあり、最後まで興味深い充実
した内容の時間となりました。　　　　　　　

数担当講師　広澤弓子

特別講義　乳幼児の発達と援助について
2014年9月3日（水）１８：００～　講師：北山和子先生

あれの

実技研修会光景

日本モンテッソーリ協会（学会）の第47回全国大会（平成
26年8月6日～ 8日）がパシフィコ横浜会議センタ―で開催さ
れ、東京モンテッソーリ教育研究所付属教員養成コースがワー
クショップを担当しました。
「子ども一人ひとりの思いを受けとめる」という大会テーマに沿い
各領域がいくつかの教具を紹介するという事で準備をしました。
子どもが自分を形成する幼児期に一人ひとりの興味や関心、能

力や特性をふまえ科学的に考案されたモンテッソーリ教具を通し
て、子どもの育ちたい、成長したいという願いを受けとめ、自分
を生きる力を育むために援助出来る活動を選択し紹介致します。
8月7日（木）大会の中日がワークショップの当日でした。

横浜みなとみらいパシフィコ会議センター 303号室の会場前の
フロアーからは快晴の空の下、静かな海が広がり素晴らしい眺
望でした。

第47回全国大会ワークショップ報告 指導支援事業ワークショップ担当理事　千葉和恵

第47回モンテッソーリ全国大会ワークショップ光景
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