MESSAGE (1)

昨年、英国のウィリアム王子の長男ジョージ王

「なぜ

いま

2016/05/24

モンテッソーリ教育なのか」(ポ

子が、モンテッソーリ園に入園されたということ

ーラ・ポルク・リラード/エンデルレ書店)に紹介

が、報道されました。そういえば、眞子様佳子様

されているヒルダ・ロスチャイルドは魅力的なモ

もモンテッソーリ園に行かれ、故ダイアナ妃は結

ンテッソーリ教師です。リラードが感銘を受けた

婚前はモンテッソーリの先生でいらしたとのこと。

のは「子ども達の心を捉えようと絶えず働きかけ

でも、当園の保護者の方は「モンテッソーリ園だ

る先生の姿勢であり、それに対する子ども達の反

から選んだ」という訳ではないですよね？(笑)

応」でした。ヒルダは、子どもたちが自分自身を

「園長先生、どうしてモンテッソーリ教育をや

知り、また周囲の世界に溶け込んで意味のある活

るようになったのですか？」と聞かれることがあ

動ができるように、子どもの持つ潜在力を引き出

ります。私がモンテッソーリ教育に出会ったのは、

し、自ら発展させていけるクラス作りを行いまし

おおよそ３５年程前。その頃、私は二児の母で専

た。時には破壊的になったり、混沌とする子ども

業主婦で保育や教育とは全く縁のない世界にいま

達ですが、自らを作り出すという目的に向かって

した。長女を幼稚園に入れようとしていた頃、モ

全力を注いでいる存在なのだという事を信じて、

ンテッソーリの保育園を紹介する本に出会ったの

その心を開放しようと試みました。そのための先

です。興味引かれて早速見学に行き、そしてその

生としての一種の威厳と信頼と忍耐とを持ってい

園に子どもを入れることにしました。毎朝子ども

ました。ちょっとした大人の軽蔑的な言葉に傷つ

達のお仕事を垣間見るのが楽しみで、一番惹かれ

いたり、伝えたいことがあるのに言葉で表現しき

たのは「洗濯」と「きゅうり切り」でした。
「子ど

れないでくじかれている子どもの心をよく理解し

もサイズの本物の道具」が用意され、子どもが小

ていて、子どもを敗者へと追いやって自尊心を打

さなエプロンをして、真剣に取組む表情と手の動

ち砕くことをしませんでした。アンテナは常に子

きは見とれるほどに美しく、私は心を奪われまし

ども達に向けられ、
「聞く」ための心構えがありま

た。翌年、モンテッソーリ教員養成の学校に行っ

した。小さな声で、再び子どもたちを方向づける

て資格を取り、卒業と同時にその保育園に就職す

ことのできる人でした。やがて、年長児が年少児

ることになりました。保育士の資格も取りました。

に教えたり、刺激を与えたり、助けたりするのが

ただ何の経験も無く飛び込んだので、それからは

当たり前のモンテッソーリの子ども社会が作られ

大変苦労しましたし、必死で勉強もしました。

ていきました。

モンテッソーリは「全ての子どもは素晴らしい

私達が目指しているのはそうした姿です。当園

能力を持っている。まだ外に現れていないだけで

が「一日中モンテッソーリ」というのは、何も「一

ある。それを引き出し、自らを築き上げるのが、

日中モンテッソーリのお仕事をしている」という

子どもの仕事である。
」と、子どもの特質を明らか

ことではなく、
「一日の生活の全てが、子どもを中

にしました。私は今、保育士たちが迷ったり苦し

心とするモンテッソーリの教育哲学で貫かれてい

んだりして相談に来るとよく言います。
「子どもを

るということ」です。子どもは周囲の大人を介し

信じよう」と。信じると、子ども達は決して裏切

て育ちます。職員達は大切な存在ですから、育成

りません。どんどん良くなっていきます。子ども

には力を入れます。保護者の方とも同じ目線で子

達の本当の姿は、穏やかで、知的で、優しいです。

ども達を見つめ育てていけるよう、これからこの

モンテッソーリの言葉に支えられ、経験を繰り返

メッセージを心を込めて発信いたします。

すうちに、これは信念となり、当園の保育の基盤
となっています。

(園長 正岡里鶴子)

MESSAGE (2)

2016/06/27

保育士は専門職です。自信を持って保育に当

今また小脳が学習したな」とおおらかに受け止

るには、ただ資格を持っているだけでは足りま
せん。一人ひとりが自覚を持って、経験を積む

めていただけると幸いです。
「感覚統合」とは、感覚器官を通して取り入

とともに弛まぬ研鑽が必要です。更に園全体と

れた情報を脳が適切に処理し、適応的な行動を

して力を発揮する為には、組織的なプログラム
が必要です。その一環として、去る 6 月 11 日、

取ることを言います。発達障害等の治療に使わ
れていますが、健常児であっても触覚・前提感

園内全体研修会を行いました。

覚・固有受容覚等の発達を促し、感覚統合をよ

今回の大きなテーマは、「運動」です。まず
は現状把握から。0 歳児、1～2 歳児、3～4 歳

り進めることは大変望ましい事であると思い
ます。モンテッソーリが、障害児の教育で成功

児、4～5 歳児に分けて、特に粗大運動につい

を修め、健常児にもその方法論を用いることに

て発達を踏まえたそれぞれの現状報告が行わ
れました。

よって今日の教育法を確立したことが思い起
こされます。特に 0～2 歳児の発達においては

次に理論です。江口浩三郎先生は、モンテッ

重要ではないかと思われます。

ソーリの「児童観」を「自由論」
「運動論」
「環
境論」の三点から分析していますが、今回のこ

結果を出すまでには、3 年位時間がかかると
思いますが、楽しみですね。実行のための基本

の取組みも、当園の保育の一貫性をおさえモン

原則の確認も行いました。昨年発表した「食育」

テッソーリ教育全体の体系の中に位置づけた
いと考えています。そのことを職員全員で学び

の手法をそのまま使います。即ち①三つの専門
職(保育士・看護師・栄養士)が、それぞれの立

あい、共通認識を持ちました。「心身ともにバ

場からコラボレーションし、全体を支えるこ

ランスのとれた健やかな子どもを育てる」こと
が目的ですので、突出した運動能力の育成では

と。②0 歳から就学までの連続性を大切にし、
各エリアが発達を見届け、次にバトンを渡すこ

なく、あくまでも生きるための基礎力としての

と。③日常性を大切にし、毎日の継続的活動を

「運動」への取組みであり、絶対にノルマやト
レーニングに陥らないことも確認し合いまし

重視すること。(モンテッソーリの方法論を応
用する) ④年長児においては、精神的な力(積

た。特に「しっかりした体幹の育ち」と「感覚

極性・自信・チャレンジ心・自己コントロール

統合の視点を持つこと」の 2 点を、当園の「運
動」への取組みの特徴にしたいと思います。

力・持続力・優しい心・協働力・助ける力・気
付く力等)が、連動して育っているかどうかに

「体幹」とは、人間の頭部と四肢を除いた部

留意し、総合力としての育ちを確認すること。

分で身体のコア(中心)となる部分のことです。
乳幼児の体幹機能の発達は、身体を使った楽し

以上の４点です。
研修では、延長・こあら・かんがるーむの職

い遊びの中から、無意識に子ども自らが学び取

員達が、すぐに保育で使えるように、実際に感

っていくものです。大人の役割は「環境の準備」
と「環境へ結び付けてあげる事」と「余計な干

覚統合を促す運動遊びの紹介をしたり、エリア
毎で実行に移す為のディスカッションなども

渉をせず見守ってあげること」です。まさにモ

行われ、充実した中身の濃い一日となりまし

ンテッソーリ教育と同じでしょう? 体幹の使
い方を習得するには小脳が重要な役割を担い

た。
良い仕事は、必ず、より良いものを求め続け

ますが、小脳は実際の「トライ＆エラー」によ

る強い意志と、「蟻の目と鷹の目」の二つの視

ってのみ鍛えられます。運動の失敗に怪我は付
き物です。そこを理解しなければ、これはでき

点、そしてチームワークによって裏打ちされて
います。私達の保育もまた同じで、みんなで努

ません。転んだり怪我をしたりしても「ああ、

力しているところです。
(園長 正岡里鶴子)

2016.7.8

MESSAGE (3)

2016/08/14

7 月 23-24 日、青バッチのお泊り保育が行わ

さて、保育園は子ども・保護者・園職員とい

れました。当園のお泊り保育は、保護者主催で
す。この日は、原則として「兄弟姉妹は連れて

う三者からなり、それぞれの関係の中で、様々
な事が起こります。同じグループ内でも同様で

こない事」になっています。家で父親(母親)

す。人間同士の関係が気持ち良くいくかどうか

や祖父母にみてもらいます。そして、たった一
日「その子の為だけのお母(父)さん」になって

で、園生活の幸福度は大きく異なります。心地
よい関係というのは、最初から存在するもので

いただきます。一人っ子には分からないかもし

はありません。また、誰かが作ってくれるもの

れませんが、複数の子どものいる家庭では、親
にとっても子どもにとっても、こうした時間の

でもありません。みんなでそのことに価値を認
め、求め、工夫して作り出していくものだと思

意味は大きいものがあります。(強制的にしな

います。一人ひとりに責任があります。

いとなかなか作れない時間ですよね。笑) 今後
も大切にしたいポイントの一つです。

昨今、「権利主張の強い親」と「聞く耳を持
たない保育園」との間で、
「VS(対峙、敵対、対

さてどんな様子かというと、こもれびコーナ

抗)の関係」があることをよく耳にします。そ

ーでクッキングやお食事をします。ホールでは
ゲームやイベント、そしてお泊りをします。屋

うはなりたくないですね。子どもを中心にし
て、私達は「共に在る」だけです。これは親同

上プールは露天風呂に早変りです。毎年個性的

士、子ども同士にも言えることです。私達は常

なプログラムで、今回は「4 時に起きて砧公園
にカブトムシを採りに行く」という企画があ

に誰とでも、敵対関係になっては良いことは一
つもありません。目的に向かって共に進みまし

り、数名の子どもが張り切って参加し、すばら

ょう。

しい採集をしてきました。得意そうな顔が印象
的でした。職員達はボランティア参加で、備品

そのためには、きちんと向かい合ってお話し
できる関係が一番です。本当は一緒に何か作業

の使い方を教えたり、寝かしつけの助っ人に入

をすることがいいのです。そして、それぞれが

ったりしています。今年は 8 名が参加しまし
た。5 回目になるので、経験者のお母さんを中

自分のなすべきことを、誠実にしっかりとやる
ことだと思います。そうすれば基本的な信頼関

心に、食料の買出しから食事の準備、ゲームや

係が生れます。そうした上で、できないところ

イベント、子ども係など、役割分担と手際の良
さもお見事でした。子ども達も、いつもと違う

は補ってあげ、間違ったところは素直に直して
いくことです。そして、お互いに感謝すること

表情を見せたりしつつも、全体としては自覚あ

ではないでしょうか？ なんでも当たり前と思

るスムーズな動きをしていました。そして、子
ども達の大満足に勝るとも劣らないのが、大人

ってはいけません。やってくれないことを恨ん
でもいけません。きっと相手には相手の事情が

たちの夜のお楽しみです。子ども達が寝た後、

あるのです。それを信じられる関係、思いやれ

夜を徹して(?)おしゃべりに花が咲き、お互い
の距離がぐっと縮まったようでした。この関係

る関係でありたいものです。先に述べたお泊り
保育が良い例ではありませんか？この関係性

が、卒園までに更に深まり、小学校に行っても

をさらに保育園の中で、作っていけたらと思い

子ども達が大人になっても続いていく事を望
みます。皆さんは、同じ時代を生き、ともに子

ます。実現すれば、きっと今よりもっともっと
良い保育園になると思います。難しいことだと

育てに励んだ戦友なのです。その為の「保護者

は思いますが、心に強く念じていれば、きっと

主催の会」だったのですから。すばらしい会で
した。お疲れ様でした。

いつか叶うでしょう。「隗より始めよ」といい
ますから、まずは私からですね。がんばりま～
す。

2016.９

(園長 正岡里鶴子)

MESSAGE (4)

2016/09/24

保育所保育指針では、「保育の基本は、環境

かけて行って様々な体験をする場所です。広い

を通して行うこと」とあります。モンテッソー
リ教育でも、事のほか「環境」を重視します。

所で思いっきり体を動かしたり、自然の中で遊

乳幼児期は「吸収精神」が旺盛で、善悪の区別

サービス訪問等の社会体験、そしてちょっと遠

なく環境にあるものを全て取り込んでしまう
からです。この時期の学びは、知識や技術を一

出して、畑やプラネタリウム、水族館、動物園

方的に教え込むというのではなく、生活そのも

境を豊かに展開してあげたいですね。

んだり、スーパーでの買い物やお年寄りのデイ

なども。子ども達の体験を広げる素敵な物的環

のを通して、子どもが興味や関心を持つことに
よって成立します。直接的具体的であるが故

間」。素晴らしい環境の中で、子ども達はそれ

に、精神の深いところに刻まれ、大切な人格を

らを自由に、満足いくまで使うことができてい

形成していきます。できるだけ精神に実りのあ
る豊かな環境を準備してあげたいですね。以下

るでしょうか? ―そこが一番問題なのです。

のことを、ご家庭でも参考にしてみてくださ
い。

最後に忘れてはいけないのが、「時間と空

「人的環境」では、
「大人」と「子ども同士」
が挙げられます。まずは「大人」ですが、大人
は「子ども達のよき理解者」になってあげまし

環境は「物的環境」と「人的環境」に分けら

ょう。園では保育士達が発達や心理について学

れます。「物的環境」では、建物や庭など子ど
も達が日々生活する場所がまず挙げられます。

び、専門性を持って関わりますが、理解する事
は「よく観ること、よく聴くこと」に始まりま

園では、一日で最も長い時間を過ごす所ですか

す。大好きな大人の存在は、子ども達の安心安

ら「心地よい場所にしよう」と皆で努力してい
ます。美しさも大切な要素ですし、清潔、安全、

全の基地です。
次が子ども達の自立へのお手伝いです。子ど

機能性が重要です。実際に子どもと生活をして

もは環境の中で自分の力で伸びていきますか

いると二律背反も一杯出てきますが、そんな時
は「子どもの発達欲求に応え、子どもの自立を

ら、「環境を準備すること」が役目です。モン
テッソーリ教育では、特に「秩序」を大切にし

促すこと」を優先して考えるようにしていま

ています。秩序とは、常に「あるべきものが、

す。
次に、道具や備品など子ども達が日々使うも

あるべきところにある」ということです。そう
すれば、小さな子どもでも迷うことなく、自分

のが挙げられます。モンテッソーリは、「子ど

で自分の欲求が達せられます。これが子どもの

もには本物を与えなさい」と言っています。プ
ラスチックではなく、木・布・金属・石・ガラ

自立を大きく助けることにつながります。
また「子どもを環境につなげてあげること」

スなど、一見「子どもに危ないのでは?」と思

も大切な役目です。道具の正しい使い方を見せ

われるようなものも、大人の管理のもとに使い
ます。子どもに伝わる触感・重量感・温感がま

てあげ、子どもにやらせてみて、子どもが承認
を求めてきたら、うなづいて応えてあげましょ

るで違いますから、大切にしたいことの一つで

う。これは子どもに大きな自信を与えます。

す。大きさや重さも重要で、子どもが自分で扱
えるサイズを用意します。色を統一してグルー

もう一つ、大人は子どもの「モデル」となっ
ていることを忘れてはなりません。子どもは常

プ分けをしたり、民族的なものや工芸品等を取

に大人を観察し、憧れ、まねをするのです。

り入れて、文化を伝えています。「子ども達に
次はどんなものを準備してあげようかな?」と
考えるのは、本当に楽しくワクワクしますね。
もう一つは、公園や商店街など子ども達が出

2016.10

「子ども同士」については、紙面の都合上、またい
ずれかの機会にいたしましょう。

(園長

正岡里鶴子)

MESSAGE (5)
皆様、お久しぶりです。自分でも思いがけず、

2016/11/27

とつなのかなと思いました。

本当に予告無しの突然の入院でしたが、その
間、保育園の方はあらかじめ決めてある園長の

が採用しているものですが、今では業者のカタ

代行がすぐに立ち、スムーズな協力体制が組ま

ログに載っていない隠れアイテムです。最初

れ、業務に支障をきたすことなく行ってくれま
した。これは、5 年前の 3・11 での教訓から、

は、淡いピンクの色彩、おしりまですっぽり隠

リスクマネージメントについて、日頃から対策

などが採用の理由でしたが、その後、もう一つ

を講じて来た事の成果だと思います。
リスク(危機)と言えば、10 月のプライマリー

の大切な理由が加わりました。でも、この理由

の「園内スポーツデー」。連続の悪天候で行事

先生の乳児モンテッソーリ教育の研修で、「子

が催行できないという意味で、
「危機」でした。
その時の舞台裏です。そうした状況に遭遇した

どもにとって、＜ポイント オブ リファレンス

職員達については、会議での意見の出し方、内

す。子どもの立場に立った時、このエプロンは、

容、まとまり方、仕事の分担、実行上の協力体
制とリーダーシップ等の一連の流れを、園長と

まさにその役割を果していると思います。
今日、保育園では低月齢からの長時間保育が

してしかと見ましたよ。笑。保護者においては、

増えていて、1 人の子どもに１日の内で何人も

刻々と変る天候情報をにらみながら、園として
の方針が固まるまでに必要な時間と SMS による

の保育士が関わらざるを得ない状況がありま
す。子どもが視覚的・感覚的に「この人は保育

伝達。保護者の中におこる動揺、それが収まり、

園の先生で、自分にとって味方だ」と容易に理

気持ちが一つになっていく過程。子ども達は、
保護者の気持ちによって動く部分が大きいで

解でき、安心・安全・安定感を得られることは
とても重要です。アタッチメントの形成上も大

すが、園に来てからは、初めての状況でも、先

きな役割を果たしていると考えます。

生の話を「よく聞いて、見て、理解して、向っ
ていく姿」は、柔軟でいつもと変らない安心し

また、サーモンピンクの色合いが表現してい
るものは、あたたかさ、やさしさ、おだやかさ、

て信頼できるものでした。関係したみんなの気

そして気品。私達が目指している保育の質に直

持ちが一つになり、何ものにも換え難い素晴ら
しい時間と経験を共有できたと思います。「危

結しているものだと思います。職員達に聞いた
ところ、エプロンをつけると気が引き締まり、

機」をともに乗り越える事に成功した体験とも

仕事へのスイッチが入るのだそうです。そして

言えますね。そして、「園風」というのは、こ
うした事を一つずつ積み重ねて作られていく

それは、いつも子どもが中心にいる保育をして
いこうという私達の思い、つまり動きを子ども

ものなのだろうと感じた次第です。

のスピードに合わせてゆっくりしたり、言葉が

園風といえば、頭に浮かぶことがあります。
取りとめも無い話ですが、「仕事から帰ってき

けの声の大きさを小さくコントロールしたり
することにつながり、園全体で同じような雰囲

て、保育園に入って、先生たちのピンクのエプ

気を作っていくようです。

ロンを見ると、何かほっとします」という保護
者の言葉。また、当園を見学したある園長先生

様々な事を積み重ねて出来上がっていく園風。
職員も保護者も心を合わせて、やさしく、たく

の「みんなピンクのエプロンをしているでし

ましい子ども達が育っていく園風としたいも

ょ。あの雰囲気って、環境の一部として、子ど
もの育ちにつながる影響をもっていると思う

のです。

わ」と言われたひと言。こういうのも園風のひ

2016.12

当園のピンクのエプロンは、法人の多くの園

れる大きさ、洗濯が簡単でノーアイロンなこと

はあまり知られていません。それは、ジュディ

(目印)＞が大切である」ということの学びで

(園長 正岡里鶴子)

MESSAGE (6)
今回は、ポーラ・ポルク・リラード著の「な

2016/12/26

分の能力に対する信頼感を育てるということ

ぜ、今モンテッソーリ教育なのか」(エンデル
レ書店)より、まずモンテッソーリの課題意識

です。自分で選んだ作業を完成していくうち
に、自分の価値や才能を理解し始め、そして、

を整理してみましょう。それはまさに、現在の

自ら学ぼうとする自立心が育っていくという

私達が直面している教育的課題に直結するも
のだと思われます。

ことが何よりも大切なことと思われます。

第 1 に、モンテッソーリの子どもの「お仕事」

次に、この本の中に書かれているアメリカで

についての概念です。モンテッソーリのいう
「仕事」は、単調で機会的な仕事を意味するも

のモンテッソーリクラスの保護者たちの言葉
のいくつかを見てみましょう。そこから、子ど

のではなく、肉体と頭脳の両方を使う活動で、

も達の望ましい姿が浮き彫りになってきます。

個々の人が自由に選ぶものです。それは、人の
成長を促し、それを通して社会に寄与できるか

・うちは黒人ですが、とても頭がいいんです。

らこそ、意味があります。モンテッソーリによ

よく学んでいます。最初からこうではありませ

れば、仕事は子どもにとって自然なことで、子
どもの成長に欠くことのできない重要な役割

んでしたから、学校で何が起きたのでしょう?
・ほんの小さいときに、この子ども達はもう自

を果すものです。

分というものをみつけています。・・・誰から

第 2 に、モンテッソーリは、循環型の社会を
自然から学ぶ事を、大切にすることを述べてい

も強制されないのに、子ども達は知恵を絞るの
です。

ます。自然の法則を無視した行為によって、地

・ここの子どもは自立しています。自分の考え

球上の生命が、危険に晒されている現在、子ど
も時代にこうした考え方を身に付けることは、

をしっかり持っているんですね。それが大きな
特徴です。

大きな意味があると思われます。

・みんなで一緒にいるのが楽しいようですよ。

第 3 に、家庭に関する考え方です。モンテッ
ソーリは、子どもを養い、保護する自然の単位

お互いのことがよくわかっていて、自分のうし
ろや隣にいる子どもの気持ちになりきれるみ

としての家庭を重視し、特に誕生と同時に発生

たい。お互いに思いやりがあります。

する母親と子どもとの独特な関係を強調して
います。また、子どもは大人と異なった基準で

・先生が、子どもを尊重して、子どもの長所を
伸ばそうとしています。ただ子どもに従わせよ

生きているというモンテッソーリの主張は、

うとしたり、管理しようとするのとわけが違い

我々が学ぶべき重要な原則だといえます。それ
はまた、高齢者との生活リズムの相違などにも

ますね。
・ここの子ども達は、自分が誰であるのかを学

拡充していくことができ、まさに人間の生れて

び、自分に何ができるのかを知る事もできま

から死の時まで、それぞれの人間の発達の段階
と個性に対して、今よりも尊敬と理解に満ちた

す。

モンテッソーリクラスでは、子ども達が本当に

生活を社会全体が可能にできるものであるの

いかがでしょうか？私達の園の子ども達の

です。
第 4 は、モンテッソーリが特に重要視してい

姿と重なり合うところもあるのではないでし
ょうか？ 前半のモンテッソーリの課題意識と

たことで、仕事をやり遂げることによって得ら

ともに、これからの時代を乗り越えていく子ど

れる、自分自身に対しての積極的なイメージを
子どもが持つということです。即ち、人生や自

も達の姿をさらに求めてまいりたいと思いま
す。
（園長 正岡里鶴子）
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MESSAGE (7)
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モンテッソーリ教育の目指すところは何な

のレベルは、教育によって決まります。繰り返

のでしょうか？今回は、マリオ・M・モンテッ
ソーリ著の「人間らしき進化のための教育」(ナ

し述べてきたところですが、モンテッソーリ教

ツメ社)を紐解きながら、ご紹介したいと思い

あります。

ます。

育の目的はこの人格の形成を促進することに
子どもの人格は、おおよそ 6 歳までに一つの
統合を成し遂げます。この期間、子どもは、手

コスミックな教育
マリア・モンテッソーリのもっとも魅惑的
な特徴の一つは、「今に生きている生命」を遠
い「過去の生命」に結び付けてとらえる独特の
力です。モンテッソーリの大きな生命のヴィジ
ョン、つまり現在に到達する生命の進化、人類
の進化の大きなヴィジョンから、子どもが備え
持っている生命とその潜在能力の奥深さをと
き開いていくのです。
想像力によるヴィジョンというものは、単な
る知覚とは全く別のものです。想像力は無限な
空間と時間を旅することができます。子どもが
理解したかどうかをはっきりとつかむために
は、ただの理解というレベルを超えて、自分で
ヴィジョンを形成できたかどうかまで、私達は
見極めなければなりません。良い教育というも
の、即ち私達が目指している教育は、単に子ど
もに理解させるということではなく、まして記
憶を強いたりすることなどではなく、子どもが
自分の深奥の核心にあるものにたどり着き熱
中し、その想像力を触発するものでなくてはな
りません。
独立した個人の人格は、人間の成熟さを発達
させなければなりません。現在の状況をよく見
極めて、未来を描き出していくのに必要なこと
なのです。そうすれば私達は世界を変えていく
建設的な道を見つけ出し、世界を大きく変革し
ていくことが可能になるでしょう。けれども残
念なことに、今の教育では、この独立と成熟し
た精神は、ほとんど育っていないように思うの
です。モンテッソーリ教育はこうした資質を助
けるものであって、この意味で未来への希望の
いっそうの現実的な踏み台を提供するものだ
と考えます。個人の人格が到達しうる人間形成

を貸してくれる大人たちに直接的に依存して
生きてきました。そして、生きていく基本にな
る行動の型や態度、ものごとに対する姿勢等を
吸収し内面化して、人格に統合してきたわけで
す。
小学校に上がると、子ども達は次の段階に入
っていきます。父母から徐々に独立しようと
し、友達や仲間の行動に興味が増してきて、そ
の仲間の一員でありたいと願ってきます。父母
以外の大人に対する興味も湧いてきますし、集
団の中のヒーローと自分を一体化させて有頂
天になるということも見られます。もう一方
で、この時期こそ世界に向けられた新しい態度
が歩み出されるのです。
モンテッソーリの提唱する「コスミックな教
育」は、この第 2 の時期に達した時に、子ども
が第 1 の時期に積み重ねてきた基本的なもの
の上に、さらにずっと広大な世界観、即ち全宇
宙というもののヴィジョンを与えていくもの
です。これは、普通の学校でやっているやり方
とはちょっと異なります。この着想は、子ども
の想像力を目覚めさせ、物事の秩序、美しい調
和のヴィジョンを子どもにもたらそうと言う
ものです。
人格の内的な秩序や生きている機序は、構造
を持った世界の中での経験を通して構築され
なければなりません。子どもはできるだけ大き
なスケールの視野を持ちつつ、自分が生きてい
る生活圏についての首尾一貫した総合的な位
置づけを、その心の中に収めていかなければな
らないのです。それが混沌としていては、子ど
もが本当にこの世界を作っていくことに参画
して、生きていく力を触発することは望めない
のです。
(園長
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正岡里鶴子)

MESSAGE (8)
コスミックな教育(続き)
発達の第 2 段階(学童期)に入った子ども達
は、学び得る知識の様々な側面とそれらの関係
性、どうしてそうなったのかに大変興味を示し
ます。そうした学習が成り立った時、子どもは
社会とか、人間の歴史とか、未来に向かってど
う対処していくかなど、自分の生き方を定める
ことができるようになっていくのです。広い意
味で「人間」というものを見つめ、やがて自分
自身の今の状況が「人間の発達」の途上にある
のだということに気付き始めるのです。
人間と他の生物或いは環境の間には、相互に
密接な依存しあう関係があります。それをモン
テッソーリは「コスミック タスク(宇宙的な課
題)」として示しました。(70 年も前の事です)
人間は地球上に姿を現してからずっと、環境に
働きかけ、都合の良い様に変え豊かにしてきま
した。人間は驚くほどの新しい可能性を作り出
す力を持っています。他の生物達のように遺伝
的に構築されたプログラムが極めて少ない分、
自ら意識して努力して作り出していかなけれ
ばならないのです。そうして作り上げた環境
が、各人にとってより良い生存が可能な方向に
向うものならば、これは人間にとっての希望で
あり、光明です。このことは教育という手立て
によって初めて達成できるのです。
子どもは学習により、各々が持つ潜在能力が
発達するようにし、予期しない状況に遭遇して
も、そこから何かを掴み、解決に向っていくこ
とができるように準備を重ねていきます。モン
テッソーリ教育が目指すのは、単なる課題解決
型ではありません。巨大なコスミックな視点に
立って課題を理解し位置付け、それが調和の中
に継続していく方向性のヴィジョンを発達さ
せていくことがねらいです。
人間は、常に新しい可能性を見つけ出して進
みます。私達が「人類は共同体である」との自
覚をもち、調和を求めて困難を乗り越えていく
ならば、未来はさらに創造的であり、反対にそ
の場限りの出来事と危機に反応するだけなら
ば、行動は目先の狭いものになり、進歩は脆弱
なものになってしまいます。人間が共に分かち
合っているインテリジェンス、個々の人格によ
って創られた一つのダイナミックな共同体と
し
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しての存在、「コスミックな教育」が志向して
いるのは、正にここにあります。
人間、一人ひとりの力は小さいものです。ま
してや、子どもの力は小さいです。しかし、
「コ
スミックな教育」は、子ども達の適切な敏感期
に臨んで、大きなヴィジョンを与え、彼らの想
像力と創造力を発達させるのに必要な刺激と
助力を惜しまずに供与するようにプログラム
されています。やがて彼らが大人になった時
に、自らの潜在的な能力を開花し、コスミック
な規模の秩序と調和に対しての洞察力を持ち、
共同体として創造的に切り開いていける人間
となっていけますように・・・ここにモンテッ
ソーリ教育の目的があるのです。
(文責：園長 正岡里鶴子)
今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。
前回に引き続き、マリオ・M・モンテッソーリ著の「人
間らしき進化のための教育」(ナツメ社)より、モンテ
ッソーリ教育の目指すところをまとめました。決して
こんな立派な事を私が言っているのではありません。
とても難しく、理解できていないのが本当のところで
すが、最終回に当たって、どうしても皆様の心にお届
けしたい大切なことと思い、記しました。私達がお預
りしている発達の第 1 段階(0～6 歳)はこの第 2 段階に
つながる大切な時です。卒園された後、どうかご家庭
の教育の中で、こうした視点をもってお子様に様々な
経験を準備し、お話をしていただければ幸いです。
私事、
この 3 月末日をもって、園長を退任いたします。(来年
度も非常勤で週 1 回位来るかもしれませんが) あと、
小さなブックレットを作りました。どうぞ気軽にお読
みください。体調を崩し、最後の「お父さんお母さん
の勉強会」が出来なかった事に悔いが残りますが、い
ずれまた。諸事、よろしくお願いいたします。

