
 

参加者数 1000 名を超え大盛況だった 

「中央大会」 レポート 
2007 年 10 月 27 日（土）～28 日（日） 

会場●TOC 有明（東京都江東区有明 2-5-7） 

主催●(財)才能開発教育研究財団 日本モンテッソーリ教育綜合研究所 

共催●教師養成センター同窓会／㈱学習研究社 

後援●文部科学省 

『子どもの家』誕生 100 周年にあたる 2007 年の、２月の沖縄大会を皮切りに、３月東京・立川、５月福岡、

６月北海道、９月宮崎と一年間をかけ、全国各地で地元のモンテッソーリ教育関係者のお力を借りながら記

念大会を開催し、延べ 4000 名もの方々にお越しいただきました。そしてその集大成ともいうべき「中央大会｣

を 10 月に東京・有明で開催し、1000 名を超える方々にお越しいただきました。 

この一連の記念大会の主役は、モンテッソーリ教育をまだご存じない一般の方々やモンテッソーリ教育未導

入園・教育関係者で、記念講演と分科会＆体験コーナー、公開保育等で実際にモンテッソーリ教育のよさを

体感していただくことを目的としました。 

 

●会 場 図（ＴＯＣ有明） 

「中央大会｣では、大会前日に突如として発生した台風 20 号の影響で、初日は午後から風雨が激しくなって

きたのですが、子どもも含め 563 名もの皆さんにお越しいただきました。翌日は台風一過の快晴で、富士山

がくっきりと見えるほどの好天に恵まれ、この日も来場者数が 500 名を超える大きな大会となりました。主

催者としてはこんな冥利に尽きることはありません。参加された方々は首都圏の方のみならず、北は北海道

から南は沖縄までほぼ全国各地からで、お隣の韓国、中国からもお集まりいただきました。また、開催に際

し多くの皆さんのご協力をいただきましたことを深く感謝申し上げます。ありがとうございました。 

WEST ホール エレベーター  EAST ホール エレベーター 

WEST(西)ホール              通  路         EAST(東)ホール 
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大 会 プ ロ グ ラ ム 

 

１０月２７日（土）                             12：00～13：00  昼休み休憩

10：00～10：15 開 会 式（メイン会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲開会式では、大会名誉委員長・鈴木勲（写真左）よりご来場の皆様に感謝のお礼が、教師養成センター同窓会会

長・江口浩三郎氏（中）および学研教育綜合研究所所長の安威誠氏（右）より開会を祝すご挨拶をいただきました。 

10：15～12：00 【記念講演】相良 敦子『モンテッソーリ教育の「実り」と「根っこ」』 

13：00～16：00 【分科会】（WEST ホール） 

         ①０歳～３歳のモンテッソーリ教育 

          百枝義雄＝講義（赤ちゃんのモンテッソーリ教育・環境設定・授乳と離乳）／言語の提示 

         ②３歳～６歳のモンテッソーリ教育 

櫻井美砂＝講義(文化教育)／本宮陽介＝地理・地学の提示／森下京子＝生物の提示 

         ③小学生のモンテッソーリ教育 

          松浦公紀・高田美和子・加賀谷由美子＝講義（小学生のモンテッソーリ教育）／上級算数 

         ④書籍＆教具展示販売コーナー＆研究所のお知らせ 

17：30～19：30 懇親会（レストラン・ロザーナにて） 

１０月２８日（日）                             12：30～13：00  昼休み休憩

10：00～11：20 【記念講演】MARLENE  BARRON『モンテッソーリ教育――これまでの 100 年 これからの 100 年』 

11：30～12：30 【記念講演】松浦 公紀『モンテッソーリ教育 これまでの 100 年 これからの 100 年 

―日本文化に根ざしたモンテッソーリ教育のあり方―』 

13：00～15：50 【分科会】（WEST ホール） 

         ①０歳～３歳のモンテッソーリ教育＝体験＆教育相談コーナー（百枝義雄） 

          講義（大人の役割・教育と平和）／提示（日常生活の活動） 

         ②３歳～６歳のモンテッソーリ教育＝体験＆教育相談コーナー（森下京子／櫻井美砂／本宮陽介） 

         ③小学生のモンテッソーリ教育＝体験＆教育相談コーナー（高田美和子／加賀谷由美子） 

               小学生の文化教育の提示＝13：00～13：30＝地球の構造／14：00～14：30 対称地形 

         ④書籍＆教具展示販売コーナー＆研究所のお知らせ 

13：00～15：50 【実践発表】（EAST ホール＝A と B に分かれて） 

         (A)司会：中村勇 ①小川浅子 ②宮城泉 ③根本てる子・柴田祥江 ④鈴木真理加 ⑤松浦由貴子 

         (B)司会：松浦公紀 ①金澤直子 ②木田暁子 ③丸山純 ④田中昌子 

15：50～16：00 閉会式（EAST ホール） 

 

 

 

 

 

 

 ▲(財)才能開発教育研究財団・古岡滉理事長(写真左)および日本モンテッソーリ教育綜合研究所・鈴木勲所長よ

り、皆様へ大会成功のお礼があり、最後に子ども達の明るい未来のため、世界平和のために、一緒に歩みましょ

うとのお言葉がありました。 
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記 念 講 演  

記念講演の講師に相良敦子先生、マーリーン・バロン先生、松浦公紀先生をお迎えして開講しました  

１０月２７日（土）                              10：15～12：00（メイン会場）

相良 敦子（エリザベト音楽大学） 

『モンテッソーリ教育の「実り」と「根っこ」』 

プロフィール●広島県在住。1960 年代フランスでモンテッソーリ教育を    

原理とした手法を学ぶ。九州大学大学院教育学研究科博士課程修了。 教育

哲学専攻。滋賀大学教授などを経て現在はエリザベト音楽大学教授。日本モ

ンテッソーリ協会(学会)理事。 

主な著書●『モンテッソーリ教育の理論概説』（学習研究社）／『ママ、ひと

りでするのを手伝ってね！』（講談社）／『お母さんの「敏感期」』（文春文庫）

／『お母さんの「発見」』（文藝春秋）／『親子が輝くモンテッソーリのメッ

セージ』（河出書房新社）ほか多数。   

→全国から保育関係者や熱烈な相良先生ファンのお母さん、お父さ

んが駆けつけた記念講演の様子。相良先生も熱気に負けずと全身を

使ってパワフルに講演されました(上)。 

 

相良敦子先生の講演では、モンテッソーリ教育を受け

て育った子ども像を、先生が長年にわたって研究され

てこられた莫大なデータを基に話されました。その子

ども像とは、今問題となっている無気力・暴力的・指

示待ち・マニュアル人間とは正反対の、何ごとにも「主

体的」で、相手に「思いやり」のある「協調性｣を備えた「自立」した子ども像で、これからの社会がもっと

も必要とする「子どもの育ち」の原点といっても過言ではありません。そして、そうした子どもを育てるモ

ンテッソーリ教育は、実は最近の脳科学の観点からも裏づけできることを、いろいろな実例を挙げて話され

ました。 

そして、子育てでお悩みのお母さんやお父さんには、まずは子どもに寄り添って、子どもをよ～く観察する

ことで、今、親として何をしてあげるのがよいかが見えてきますよ、という話をされました。 

外は台風の影響で大荒れ気味だったのですが、会場はそれをまったく感じさせないほどの熱気と感動に包ま

れ、講演が終わってもしばらくは拍手が鳴り止みませんでした。 

 

１０月２８日（日）                        10：00～11：30（メイン会場）

MARLENE
マ ー リ ー ン

  BARRON
バ ロ ン

 

『モンテッソーリ教育――これまでの 100 年 これからの 100 年』 

プロフィール●AMS（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｍｏｎｔｅｓｓｏｒｉ Ｓｏｃｉｅｔｙ）元会長。ニューヨ

ーク大学教授。1979 年よりニューヨーク市内にあるウエストサイド・モン

テッソーリ・スクール校長を務めた。アメリカ国内のみならず、香港、ケニ

ア、ブラジル、プエルトリコ、バージンアイランド等のモンテッソーリ教員

養成機関や、モンテッソーリ・スクールのコンサルタントも務める。 

通 訳●ヴィヴィアール愛美（Treehouse Montessori School：横浜） 
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→バロン博士の講演は、時には聴講者に挙手を求め双方向 

の講演となりました。これからの 100 年をどのように捉え 

るのかを考えさせられる内容で、大いに魅せられました。 

マーリーン・バロン博士の講演でも、子どもの 

成長に「自立」がいかに大切かをお話いただき 

ました。同時にそれに至る道程は「これだ！」 

と単に決め付けられるものでも、不変なもので 

もないということを話されました。つまり、常 

に「これでいいのか！？」と問い続ける姿勢が大切 

だとも話してくださいました。 

バロン博士の講演ではいくつかのキーワードがありました。例えば、「ＷHAT are your GOALS ?」と「Ｔhinking」

等です。「あなたのゴール（目標）はどのようなものですか？」と問われれば、その答えは？ 最近の風潮とし

て、目標は誰かが掲げてくれるからわざわざ考えなくても……というのがあるのではないでしょうか。それ

では真の成長は望めません。自らがゴールを掲げ、それに向かっていくことが大切だと話されました。また、

「Ｔhinking （考え続けよう）」という意味も、「情報過多の時代に生きていて、いろいろなことを常に自分で考

えているようですが、実は情報を単にＴransmission （伝達）しているだけなのではないですか！？」。つまり、

「入ってきた情報をただ右から左へ伝えているだけではないですか？ その情報についてどれだけ考え続け、

どれだけ自分なりの答えを見つけ、次につなげようとしていますか？」と問うていました。 

「Ｔhink」「Ｒethink」という単語がしばしば出てきて、考えることの大切さを話されていましたが、時には

ジョークを交え、時には聴講者にも挙手を求めるなど参加型の講演で大いに盛り上がりました。 

 

１０月２８日（日）                              11：40～12：30（メイン会場）

松浦 公
きみ

紀
とし

（日本モンテッソーリ教育綜合研究所 教師養成センター主任実践講師） 

『モンテッソーリ教育 これまでの 100 年 これからの 100 年 

    ―日本文化に根ざしたモンテッソーリ教育のあり方―』 

プロフィール●静岡県在住。中央大学法学部法律学科卒業。日本モンテッソーリ教育綜合研究所・

教師養成センター第４期卒業生、同ディプロマ取得。米国テキサス州サウス・ウェスタン・モン

テッソーリ・トレーニングセンター小学校課程卒業。現在は『松浦学園 子どもの家』(静岡市)

主宰。当研究所教師養成センター主任実践講師。常葉学園短期大学非常勤講師。 

主な著書●何が変わった どう変わった 子どもの姿』(学習研究社)／『モンテッソーリ教育が見

守る子どもの学び』(学習研究社)／『０歳～３歳のちから』(学習研究社)ほか。 

 
▼聴衆でぎっしり埋まった講演会場。モンテッソーリ教育は決して特殊な教育ではないことをわかりやすく話されました。 
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松浦公紀先生の講演では、モンテッソーリ教育の世界および日本での普及の歴史を交えながら、日本のモン

テッソーリ教育界の現状と今後のあり方について話されました。 

また、モンテッソーリ教育は実は身近なところにあり、実は多くの皆さんが知っていることをこんな例を挙

げて話されました。｢アンネの日記｣の著者のアンネ・フランクが通っていたのが『子どもの家』であり、「世

界でもっとも影響力のある女性」といわれたワシントンポスト紙のキャサリン・グラハム最高経営会議議長

も、アマゾン・ドット・コムの創設者ジェフ・ペゾス、グーグルの創設者で CEO のサーゲイ・プリンとラリ

ー・ペイジもモンテッソーリ教育『子どもの家』の出身者であることを。 

また、福沢諭吉が唱えた「福沢諭吉子女の伝」に書かれていることは、まさにモンテッソーリ教育の唱える

「子ども自身に責任を持たせて、任せる｣ことに共通するものだと話されました。このように、モンテッソー

リ教育は、特殊な教育ではなく、古今東西、大事にされてきた事柄と一緒であることを話され、最後にモン

テッソーリ教育法を理論として学問的に捉えていくことも重要なことであるが、この教育法は子どもの成長

を援助するために存在してはじめて生きてくるものである。したがって、子どもに対してこの教育法をどの

ように有効に適応させていくかという臨機応変さがより重要になることを話されました。 

 

 

分 科 会 ① 

『０歳～３歳のモンテッソーリ教育』 

講 師：百枝 義雄 

プロフィール●東京都在住。東京大学教養学科卒業。日本モンテッソーリ教育綜合研究所・教師

養成センター第 21 期卒業生、同ディプロマ取得。横浜国際モンテッソーリ乳児アシスタントコー

ス第 4期卒業生、同ディプロマ取得。日本モンテッソーリ教育綜合研究所実践講師。 

現 職●『吉祥寺こどもの家』（東京都武蔵野市）主宰 

１０月２７日（土）                  13：00～16：00（WEST ホール） 

講義内容：赤ちゃんのモンテッソーリ教育・環境設定・授乳と離乳 

 および言語の提示 

「生まれたばかりの赤ちゃんにもモンテッソーリ教育をどうやって

教えるの？」。そんな疑問に答えるべく、百枝義雄先生から、実は胎

児の段階からすでにモンテッソーリ教育が始まっていて、赤ちゃん

の健やかな成長を促すためには、大人の学ぶべきものがあり、また

成長を促す環境づくりがとても大切であることを話されました。 

 

１０月２８日（日）                             13：00～15：50（WEST ホール）

講義内容：モンテッソーリ教育の環境／大人の役割・教育と平和／ 

提示（日常生活の活動）＆教育相談 

最新の脳科学や、心理学の観点も踏まえながら、乳児の成長の様子

や、そのとき何が必要か！？ などを、人体模型・脳の模型を使いな

がら、それに合った教具・環境設定をわかりやすく話されました。 

最後は「愛情をいっぱいに受けて育った子は、平和を愛する子ども

に育ちます」。そんな言葉で締めくくられました。 
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分 科 会 ② 

 

『３歳～６歳のモンテッソーリ教育』 

講 師：森下 京子（写真左） 

プロフィール●愛知県在住。日本モンテッソー

リ教育綜合研究所・教師養成センター第５期卒

業生、同ディプロマ取得。日本モンテッソーリ

教育綜合研究所実践講師。『瑞穂子どもの家』

（名古屋市瑞穂区）主宰。 

講 師：櫻井 美砂（写真中） 

プロフィール●神奈川県在住。日本モンテッソーリ教育綜合研究所・教師養成センター第 14 期卒業生、同ディプロマ取

得。ＡＭＳ２歳半～６歳コース資格取得。日本モンテッソーリ教育綜合研究所実践講師。日本モンテッソーリ教育綜

合研究所附属『子どもの家』（東京都大田区）副園長。 

講 師：本宮 陽介（写真右） 

プロフィール●福岡県在住。日本モンテッソーリ教育綜合研究所・教師養成センター第 16 期卒業生、同ディプロマ取得。

ＡＭＳ２歳半～６歳コース資格取得。日本モンテッソーリ教育綜合研究所実践講師。『あおぞら園子どもの家』（福岡県粕

屋町）主宰。 

１０月２７日（土）                             13：00～16：00（WEST ホール）

講 師：櫻井美砂／講義内容：文化教育概論 

講 師：本宮陽介／講義内容：文化教育「地理・地学」の提示 

講 師：森下京子／講義内容：文化教育「生物」の提示 

最初に櫻井美砂先生より、モンテッソーリ教育における「文化教育」

の位置づけの話が、次いで文化教育の実例として本宮陽介先生が

「地理・地学」の提示を、森下京子先生が「生物」の提示をされま

した。子ども達にとって「文化教育」は非常に楽しいもので、いろ

いろな教科を総合する意味合いを持つものであることを、参加され 

た皆さんにわかっていただきました。 

１０月２８日（日）                             13：00～15：50（WEST ホール）

講 師：森下京子・櫻井美砂・本宮陽介 

内 容：モンテッソーリ教育の環境と体験＆ 

教育相談コーナー 

この日は、参加された方々に実際にモンテッソーリ教具

に触れていただきました。熱心に、夢中で教具に取り組

むお子さんの姿に、「エッ、うちの子こんなに集中できる

んだ」「家では見られない光景だ」「目が輝いている」な

どの声を上げ感心されているご両親もたくさんいらっし

ゃいました。また、何気ない教具でも、実は系統立てら
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れていて、子どもの成長に即して教具が用意されていることを知り、感動されている方も大勢いらっしゃい

ました。 

 

分 科 会 ③ 

『小学生（学童）のモンテッソーリ教育』 

講 師：松浦 公紀（写真左） 

講 師：高田 美和子（写真中） 

プロフィール●東京都在住。元小学校教諭。日本

モンテッソーリ教育綜合研究所・教師養成センタ

ー第 13 期卒業生、同ディプロマ取得。日本モンテ

ッソーリ教育綜合研究所実践講師。日本モンテッソーリ教育綜合研究所附属『子どもの家』主任。 

講 師：加賀谷 由美子（写真右） 

プロフィール●千葉県在住。日本モンテッソーリ教育綜合研究所・教師養成センター第 14 期卒業生、同ディプロマ取得。

日本モンテッソーリ教育綜合研究所実践講師。『常盤平子どもの家』（千葉県松戸市）主宰。 

 

１０月２７日（土）                             13：00～16：00（WEST ホール）

講 師：松浦公紀／講義内容：小学生のモンテッソーリ教育 

講 師：高田美和子・加賀谷由美子 

講義内容：学童期におけるモンテッソーリ算数教育の展開 

日本では、モンテッソーリ教育は幼児期だけのものと思われがちで

すが、実は世界を見渡すとモンテッソーリ教育の小学校はもちろん、

中学・高校・大学まであります。つまりそれだけ系統立てられたカ

リキュラムが存在するということです。とは言っても日本ではまだ

まだなじみの薄い小学生のモンテッソーリ教育がどのようなもので

あるのかを松浦公紀先生に、また小学生のモンテッソーリ教育のうち、算数教育の実際を高田美和子・加賀

谷由美子の両先生にやっていただきました。なかには「なるほど、ピタゴラスの定理も因数分解も、こうや

って教えてもらいたかった」と、自分の子どもの頃を思い出してこんな感想を話される方もいました。 

１０月２８日（日）                             13：00～15：50（WEST ホール）

 

講 師：高田美和子・加賀谷由美子 

講義内容：地球の構造の提示／対称地形の提示＆ 

モンテッソーリ教育の環境＆教育体験・相談コーナー 

ここでも実際に小学生に教具に触れてやってもらいました。「うちの

子、算数嫌いだと思っていたのに……」という親や、「分数って面白

い！」「宇宙のことをもっと知りたくなった」「もっといろんなこと

を調べたくなった」という小学生の声も多く聞かれました。 

なお、分科会では藤幼稚園（立川市）の先生方や、通信教育の受講生、卒業生のボランティアにも協力して

いただきました。 
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実 践 発 表           （EAST ホール）

30 年前創設の当研究所が行うモンテッソーリ教師養成通信教育では 2500 名もの卒業生を世に送り出し、多

くの方が今もなお全国各地で活躍されております。そんな方々の中から実践で培われてきた成果を発表して

いただく場として「実践発表」を設けました。現役の受講生のお母さんも含め９名の方が発表しました。 

１０月２８日（日）A ルーム                       13：00～15：50（EAST ホール）

 

司会＝中村 勇 

プロフィール●神奈川県在住。東京外国語大学ドイツ科卒業。日本モンテッソーリ教育綜合研究所研究員。 

主な訳書●『子どもの発見』『幼児の秘密』『子どもの精神－吸収する精神－』『－小学校における－自己教育』（いずれも

マリア・モンテッソーリ著:日本モンテッソーリ教育綜合研究所刊） 

 

①「『文化教育』生命の進化のタイムライン――野外活動と命のつながり」 

小川浅子（たんぽぽ子供の家） 

②「外部からの刺激による『敏感期』とお仕事の発展 

活動について」宮城泉（銀のすず保育園） 

③「モンテッソーリ教育を地域に活かす～自然からのプレゼ 

 ント～偕楽園編」根本てる子・柴田祥江（ちゃいるどはう 

                     す保育園） 

④「レゴブロックとモンテッソーリ教育」鈴木真理加（レゴブロック教室インストラクタ） 

⑤「幼児期から学童期にかけての文化活動の展開～対称地形図を例として～」 

松浦由貴子（松浦学園子どもの家） 

 

１０月２８日（日）B ルーム                      13：00～15：50（EAST ホール）

 

司会＝松浦 公紀 

①「モンテッソーリ教育は家庭からが基本！――母親が自分の子どもにしてあげられ 

ること」金澤直子（主婦） 

②「今日からできる“お家 de モンテ”実践編～日常生活 

の練習～」木田暁子（お家 de モンテ研究家） 

③「子ども達の育ちと保育園の責任と役割」 

丸山純（第二勝田保育園） 

④「ＩＴ社会におけるモンテッソーリ教育の展開」 

田中昌子（エンジェルズハウス研究所） 

 

懇  親  会 

 

１０月２７日（土）                        17：30～19：30（レストラン Rosana）

初日の夕方には、100 周年を祝ってなつかしの顔の面々80 名が全国各地から集まりました。講演者の相良敦

子先生やバロン博士、松浦公紀先生を囲んで、しばし話しに花を咲かせました。また、この度の『子どもの

家』誕生 100 周年記念の地方大会開催にご尽力をいただいた地方研究会や会場提供園と、長年にわたりモン

テッソーリ教育の普及に努められてきた実践講師および講演の諸先輩方に、鈴木勲所長より感謝状の贈呈が

ありました。 
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この授与式は秘密裏に準備されたため、授与された方々は、「ホントにび

っくり！」「今までモンテッソーリ教育をやってきてよかった」「モンテッ

ソーリ教育で変わる子どもの姿に、こちらが励まされてきた」「この素晴

らしい教育を皆でもっと広めましょう！」といった声がほとんどで、その

度に｢そうだ、頑張ろう！｣「こうした大会を来年も開こう！」｢子どもの  

未来のために手を取り合いましょう｣といった声援が飛び交い、狭い会場 

には熱気さめやらぬ状況が最後の最後 

まで続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

『書籍＆教具展示コーナー』が設けられました  

＜書籍販売＞ 

●日本モンテッソーリ教育綜合研究所 

東京都大田区南千束 2-3-1／℡03-3727-9864 

 http://sainou.or.jp/monte-new/index.htm 

●㈱学習研究社 幼児教育事業部 

東京都大田区仲池上 1-17-15 

http://www.gakken.co.jp/ 

 

＜教具販売＞ 

●Web shop マリーアン 

岩手県釜石市甲子町 4-189-1-513／℡＆FAX 0193-25-4983 

http://www.marieanne.biz/ 

●地球の子ども舎 

福岡市南区大楠 1-6-1-911／℡＆FAX 092-201-1383 

http://www.upttc.jp/abouts/index.php 

 

 

 
 

☆『子どもの家』誕生 100 周年記念大会は 11/17 開催の『佐賀大会』（会場：たんぽぽ保育園）をもって終了です。

多くの皆様に参加していただき誠にありがとうございました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。 


