
モンテッソーリ教育 『子どもの家』誕生 102 周年記念 

｢1０２年祭」開催 
2009 年８月９日(日）13：30～17：00  

会場 T O C
テーオーシー

五反田 東京都品川区西五反田 7-22-17 

JR 山手線・東急・都営地下鉄『五反田』駅西口より徒歩８分 
 

    人生の土台となる 

     幼児期の教育を考える 
 

好評を得ました昨年開催の『１０１年祭』に引き続き、今年も記念講演を開催

します。今回のテーマは、モンテッソーリ教育で中核を成す「感覚教育」で使

用される“感覚教具”に焦点を当てます。 

あ
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す
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“感覚教具”に対する限定された考えを打ち破り、“感

覚教具”の持つ可能性が無限の広がりを持つことを実

感していただきます。この考え方を知ることにより、モン

テッソーリ教育そのものに対する姿勢も柔軟で、幅広い

ものになっていくでしょう。 

13：00～13：30●受付 

13：30～13：45●開会式および講師紹介 

13：45～15：45●記念講演「感覚教具」の解放 
MARLENE BARRON (マーリーン・バロン) ：米国のモンテッソーリ教

育の第一人者。ＡＭＳ元会長。ニューヨーク大学教授 

通訳：炭川 純代（当研究所教師養成センター卒業生 L.A.在住） 

16：00～17：00●講演「提示の捉え方と感覚教具の可能性 

－具体的な感覚教具の活用法」 
松浦 公紀：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。米国サウス・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。「松浦学園モンテッソーリ子どもの家」

主宰。主な著書『モンテッソーリ教育が見守る子どもの学び』『何

が変わった どう変わった 子どもの姿』ほか                       

参加費：無料 《どなたでも参加できます》 

●事前申込み制＝申込用紙に記入の上 2009 年７月 30 日までに！ 

        日本モンテッソーリ教育綜合研究所 102 年祭 係 

〒146-0083 東京都大田区千鳥 3-25-5 千鳥町ビル 

℡ 03-5741-2270／FAX 03-5482-5999 

●お子さんの一時預かりはございません 

◎マーリーン・バロンと松浦公紀の共著による、感覚教具に関す

る新刊本の販売・サイン会も行う予定です。 

--------------------------------------------------------- 

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 

協賛：教師養成センター同窓会／㈱学習研究社 

--------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

モンテッソーリ教育 

１０２年祭 
 

2009 年８月９日(日）13：30～17：00 

会場：TOC 五反田（東京都品川区西五反田 7-22-17） 

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 

 

大会プログラム 

13：00～13：30 受  付 

13：30～13：45 開会式および講師紹介 

記 念 講 演 

13：45～15：45 MARLENE BARRON (マーリーン・バロン)……「感覚教具」の解放 

16：00～17：00 松浦 公紀(まつうら きみとし) …… 

提示の捉え方と感覚教具の可能性―具体的な感覚教具の活用法     

 



モンテッソーリ女史とモンテッソーリ教育 

MARIA MONTESSORI  

（1870.8.31～1952.5.6 イタリア生まれ） 

 

☆マリア・モンテッソーリは、イタリア初の女性医学博

士の一人で、ローマ大学卒業後、障害児の治療教育

に携わり、その後、実験心理学・教育学にも研究分

野を広げていきました。 

☆やがて、障害児に用いた教育法を健常児にも適用する機会が訪れました。ローマ不動産協会の

要請により保育施設で監督・指導を行ったのです。その保育施設が 1907 年１月６日イタリアの首

都ローマのサン・ロレンツォ地区マルシ街 51 番地で始まった『子どもの家』です。 

☆ここでの主体は子どもで、子ども達は大人によって指図されたり、命令されたりして生活する

のではなく、自らが行動の主人公として生き生きとした時間を過ごすようになりました。この実

践から生まれたのが「モンテッソーリ教育法」です。以来、この モンテッソーリ教育は世界の

至る所で実践されるようになりました。その後マリア・モンテッソーリは、平和と子どもの生命

の尊重を訴える運動を展開し、ノーベル平和賞の候補に何度もあげられたり、イタリアのリラ紙

幣に肖像画が載ったりしました（写真）。女史の墓碑銘には、「愛する全能の子らよ、人類と世界平

和のために、私と力を合わせよう」というメッセージが記されています。 

☆モンテッソーリ教育は、子どもは生まれながらにして自らを成長・発達させる「自己成長力」と、

幼児期に見られるある特定の特性を獲得するために短期間だけ特別な感受性が現れる「敏感期」

をとらえ、子どもが無理なく成長し、｢自立｣した子どもに育つことを目指しています。同時に、大

人・教師の役目は、「子どもの成長しようとする要求を汲み取り、自由を保障し、子ども達の自発

的な活動を援助する存在に徹しなければならない」という考え方に則っています。 

☆モンテッソーリ教育の目的は、それぞれの発達段階にある子どもを援助し、「自立していて、有

能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学びつづける姿勢を持った人間に育てる」ことで

す。その目的を達成するために、彼女は子どもを観察し、そこから得た事実に基づいて教育法を

構成し、独特の体系を持つ教具を開発しました。その教育法の正しさは、現代の大脳生理学、心

理学、教育学などの面からも証明されています。 

☆現在、モンテッソーリ教育はおよそ世界 110 か国・22,000 か所で、日本でも全国 800～1000 も

の園や保育施設で導入・実践されています。 
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講 演 資 料 （１） 

「感覚教具」の解放 
……MARLENE BARRON(マーリーン・バロン) …… 

------------------------------------------ 

アメリカ・モンテッソーリ教育の第一人者。ＡＭＳ 

（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｍｏｎｔｅｓｓｏｒｉ Ｓｏｃｉｅｔｙ）元会長。 

ニューヨーク大学教授 

 

通訳：炭川 純代（当研究所教師養成センター 

卒業生。L.A.在住） 

------------------------------------------ 

 

１．感覚－運動教育 

      Sensory‐Motor Education 
 Our care of children should be governed, not 
  by the desire to make him/her learn things, but 
  by the endeavor always to keep burning within 
 the child that light which is called intelligence. 
 

私たちの子どもに対する関わりは、 
子どもに物事を学ばせようとする望みではなく、 

子どもの内に灯る知性と呼ばれる明かりを燃やし続ける努力によって 
なされるべきである。 

２．感覚教具に含まれている概念を子ども達はどのように表現しているでしょうか？ 
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３．TEACHING = ENABLING LEARNING  Teachers enable children to learn 

教える ＝ 学ぶことを可能にする  教師の役目は子どもが学ぶことができるようにすること 

 
The child can only develop by means of experience in his/her environment.  We call such 

experience work.                                  The Absorbent Mind 1949 

子どもは環境での経験によってのみ発達を遂げることができる。そのような経験を「お

仕事」と呼ぶ。                        「吸収する精神 1949」 

 
The word education must not be understood in the sense of teaching, but of assisting the 

psychological development of the child.                 The Secret of Childhood 1936 

「教育」という言葉は、教えることという意味で理解されてはならない。子どもの心理的

な発達を援助するという意味で理解されなければならない。     「幼児の秘密 1936」 

 
LEARNING IS AN ACTIVE PROCESS 

Learning requires the learner’s active engagement with something meaningful. 

学ぶことは自発的な関わりである。学びには学ぶものの何か意味のあるものとの自発的

な交わりが必要である。 
 

WHAT MIGHT one learn?     Skills    Concepts    Rote learning 

    何を学ぶのか？     技能    概念    棒暗記 

 「技能」は教えることができ、練習によって上達する特定の能力。 
・目と手の協応 
・微細運動 
・粗大運動 

 
「概念」は教えることができるものではなく、経験によって育つ。 
感覚教具に見られる三つの概念 
①連続性（grading）    ②同一性（pairing）    ③分類（sorting） 

「棒暗記」－「子どもは記憶することによって何を知るべきだとあなたは思いますか？」 
 
 



４．理論的な枠組み 

①ユニットアプローチとは？ 

UNIT APPROACH 

Taps different ways of processing information – visual, tactile, motor, sensory and language 

modalities. 

 
情報の処理を視覚、触覚、運動、感覚、言語などのさまざまな様式・方法で行う。 
 
Encourages problem solving 問題解決能力を促す 
 
Initial presentation -- appropriate for youngest child 

基本提示  －  年少の子どもに有効 
 
Extension and variation (particularly encoding and decoding) –challenge older children AND 

SHOULD BE DISCOVERED BY CHILDREN. 

発展活動やバリエーション（特に手作業） － 年上の子どもに有効で子どもによる発見

を重視する。 
 
Keeps on the cutting edge of each child’s capabilities while giving enormous amount of 
time to learn. 
十分に余裕を持った時間を与えることにより、一人ひとりの子どもの能力を高めていく。 

 
②教具を用いた活動と社会性 
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③感覚教具使用における子どもの活動の段階 

・探索 
・模倣 
・創造 
・パターンの完成 

 
 ④感覚教具を用いてできること 

A 基本（模範）提示 － 子どもは模倣する 

B バリエーション  － 子どもが自発的に行う 

パターンの完成 

C 発展活動     － 子どもが自発的に行う 

環境内の教具と似ている物を紹介する 

Ｄ デコーディングとエンコーディング 

Ｅ 標準外測 
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講 演 資 料 （２） 

提示の捉え方と感覚教具の可能性――具体的な感覚教具の活用法 
……松浦 公紀(まつうら きみとし) …… 

                                     ----------------------------------------------- 

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。米国サウス・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。「松浦学園モンテ

ッソーリ子どもの家」主宰。主な著書『モンテッソーリ教育

が見守る子どもの学び』『何が変わった どう変わった子

どもの姿』ほか 

-----------------------------------------------  

１．モンテッソーリ教育現場における「提示」の位置付け 

   子どもの活動のサイクル  

子どもの自己教育力を前提とし、自己

教育力の具体的な現れである「敏感

期」に見合った「環境」を構成し、そ

の環境との交わり方を「提示」を通し

て子どもに伝えることにより、「自己

選択」から「集中現象」に至る自己教

育の場を与える。 

 
環
境
の
整
備
（
構
成
）

 集 

中 

現 

象 

自 

己 

選 

択 

正 

常 

化 

提 
 

示 

 
 
 

 積極的な教師の役割 消極的な教師、子どもに任せる部分

 自由 
◆考察ポイント 
・「子どもは教師によって提示を受けた活動に対してのみ、選ぶ自由が与えられる」は全面

的に正しいか？ 
・「まず提示ありき」（模倣）で子どもの問題解決能力（探索）は育つか？ 

 

２．感覚教育の重要性 

 「漠然と感じるだけではなく意識して感じ、その対象に対して手を用いて操作を行うこと

で知性が開花していく」 
・意識して感じることが重要 ⇒ この時期が「感覚の敏感期」 
・「感覚教育は全ての教育の基礎である」 

◎感覚教具の可能性 
  「鉤の手の原理」による先へのつながり － 1 回でも多く感覚教具に触れることの重

要性の理解   
 ↓ 

                       なるべく多くの感覚教具を用いた活動を

準備する 
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 算数教育 

操作によって伸びていく知性 

言語教育 文化教育 
  操作によって伸びていく知性         操作によって伸びていく知性 

           感覚教育 
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 日常生活の練習 

 

 

 

 

 

３．具体的な活動 

①基本提示の活動           ②刺激する感覚器官の幅を広げる 
③バリエーション           ④発展活動 
⑤パターンカードを用いた活動     ⑥パターンの完成 
⑦記憶練習              ⑧手作業（エンコーディングとデコーディング） 
⑨標準外測定             …etc. 

●バリエーション 

 

 

●発展活動 

 

 

 

 

 



●パターンカードを用いた活動 

 

 

 

 

 

 

 

●パターンの完成 

 

 

 

 

 

 

●手作業（エンコーディングとデコーディング） 

 

 

 

 

 

 

●標準外測定 
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日本におけるモンテッソーリ教師養成機関 

 

日本では以下のところでモンテッソーリ教師養成を行っております。受講をお考えの際は事前に

問合せをするなどしてください。詳細はインターネット等でもご覧いただけます。 

●日本モンテッソーリ教育綜合研究所 教師養成センター＜日本で唯一の通信教育講座＞ 

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

〒146-0083 東京都大田区千鳥 3-25-5 千鳥町ビル ℡ 03-5741-2270／FAX 03-5482-5999 

●東京モンテッソーリ教育研究所 付属教員養成コース(元上智モンテッソーリ教員養成コース) 

  http://ti-montessori-e.main.jp/ 

〒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 ℡03-5805-6786 

●東京国際モンテッソーリ教師トレーニング・センター 

http://www.geocities.jp/ami_tokyojp/ 

  〒228-0801 神奈川県相模原市鵜野森 2-20-2 ℡042-746-7933 

●九州幼児教育センター・トレーニングコース 

  〒811-3425 福岡県宗像市日の里 7-21-4 ℡0940-36-7008 

 ●信望愛学園モンテッソーリ教師養成コース 

〒735-0014 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘 36-7 ℡082-581-1337 

 ●京都モンテッソーリ教師養成コース 

  〒612-0817 京都市伏見区深草向ヶ原町 17 ℡075-641-8410 

●純心モンテッソーリ教員養成コース 

  〒852-8558 長崎市三ツ山町 235 ℡095-846-0084 

●うめだ・あけぼの治療教育職員養成所 

  〒123-0851 東京都足立区梅田 7-19-23 ℡03-3889-1700 

 ●マリア・モンテッソーリ教育研究所 

  http://www.montessori.ed.jp/html/lab/lab_top.html 

〒227-0038 横浜市青葉区奈良 5-14-1 ℡045-961-3487 

   教師養成「通信教育」                    受講生募集の案内 
                                     

←スクーリング風景 

 
●モンテッソーリ教師養成「通信教育                 講座」では、モンテッソーリ教育を

実践するために必要とされる基本                 的な知識と技能をお伝えし、3000

名もの卒業生を世に送り出してい                                 ます。             

●お仕事を持ちながら一人で学ぶことは、それも毎月のようにレポートを提出するのは、孤独で強い意

志を要求される勉強方法ですが、乳幼児の成長していく姿に接する機会を持ったり、その教育法に触れ

たりすることは、同時に自分の成長にも結びつくものです。学ぶ喜びがありますので、近年、保育関係

者、主婦のみならず他分野からも大勢の方々が受講しています。 

●当講座ではレポートの合格とスクーリング出席をもって単位認定となります。 

●モンテッソーリ教育の通信教育講座の2010年度生を募集します(２コースあり) 

３歳～６歳コース33期生 <受講期間 2010年４月～2012年３月> 定員120名 
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０歳～３歳コース ４期生 <受講期間 2010年４月～2011年３月> 定員 60名 

※2009年11月以降に、「募集要項・願書」を教師養成センターまでご請求の上、ご応募ください。 

☆募集期間：2009年12月１日～2010年４月10日まで（その前に定員に達した場合はその時点で締切

りとなります) 

☆要 項 代：720円（80円切手９枚をお申込み時にお送りください） 

☆申込み先：教師養成センター＜℡ 03-5741-2270／FAX 03-5482-5999＞ 



 

日本モンテッソーリ教育綜合研究所 

 

●日本モンテッソーリ教育綜合研究所は、(株)学習研究社の

出捐によって 1967 年設立された「財団法人 才能開発教育研

究財団」に属する幼児教育部門です。 

●1976 年(昭和 51 年)に、３歳～６歳児を対象とした通信教

育によるモンテッソーリ教師養成機関「教師養成センター」

として誕生しました。翌年、名称を「日本モンテッソーリ教

育研究会」とし、教師養成センターを継承、２年後の 1978

年には第１回目の卒業生を送り出すとともに、モンテッソー

リ教育の実践および研究の場として、２歳半～就学前の児童

を対象とした附属幼稚園『子どもの家』のモデルをオープンしました。翌 1979 年には名称を「日

本モンテッソーリ教育綜合研究所」とし、附属『子どもの家』を正式に開設、また、新たに初心

者向けの研修会「実践研修室」も同時に開催しました。その後、小学生を対象とした「小学部」

を開設、幼児教育の重要性を広く提唱する目的で「モンテッソーリ教育講演会」等も開催しまし

た。1985 年に「財団法人 才能開発教育研究財団」の幼児教育部門所属となり、現在に至ってい

ます。最近では、ニーズに応えて 2007 年度より０歳～３歳児を対象とした教師養成通信教育コー

スも開講しています。 

●主な活動としては、通信教育によるモンテッソーリ教師養成を行うとともに、モンテッソーリ

教育の実践・研究（附属『子どもの家』）のほか、モンテッソーリ教育のよさをより多くの方々に

知っていただくため、保育関係者のみならず一般をも対象とした研修室の開催やイベント・海外

視察旅行の企画等を行っています。また、マリア・モンテッソーリの主要著書の翻訳・刊行とモ

ンテッソーリ教育関連図書の斡旋販売を行っています。 

●当研究所は、2009 年４月、長年住み慣れた大田区の洗足池の地から同じく大田区内の千鳥町に

移転しました。連絡は新しい移転先に、また住所録の変更等もお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最寄り駅】①東急多摩川線・下丸子駅より徒歩３分 ②東急池上線・千鳥町駅より徒歩５分 
 

発 行 ● 財団法人 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 
〒146-0083 東京都大田区千鳥 3-25-5 千鳥町ビル ℡ 03-5741-2270／FAX 03-5482-5999 

協 力 ● 通信教育受講生＆卒業生のボランティアの皆様／ヴィヴィアール愛美／学習研究社／テーオー

シー／日本ロジテム 

印刷所 ● 複写印刷株式会社 

発行日 ● 2009 年８月９日                Printed in Japan 無断複写複製を禁ず 
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 最新刊   ●マリーン・バロン＆松浦公紀 共著による● 

『感じる・目覚める・育つ』 

――モンテッソーリ「感覚』教育の新たなる実践―― 

モンテッソーリ教育の「感覚教育」が、子ども達の“自分で工夫

したり“、“考えたり”、また、“集団の中での新たな活動の展開

へ”と広がっていきます。 

本書は教具の「提示」だけにとどまらず、より子ども達の感性に

沿った展開への大きなステップになる本です。モンテッソーリ

教育に関心のある方、幼児教育に携わっている方、必読の本

です。 ＜学習研究社・刊 定価 2,940 円(税込)＞ 

 

●マリア・モンテッソーリの主著４冊● 

イタリア語の原典を忠実に翻訳。平易で読みやすい訳文(中村勇・訳) 

 

 

 

 

 

『子どもの発見』＝モンテッソーリ教育の原点『モンテッソーリ・メソッド』の改訂第４版の訳。 

『幼児の秘密』＝鍵となる「敏感期｣「正常化」などの考え方を打ち出した晩年の著書。 

『子どもの精神』＝｢吸収する精神」をキイワードに、「誕生時からの教育」を提唱し、大人

の責任を明らかにするモンテッソーリ女史最後の著書。      

『－小学校における－自己教育』＝『上級モンテッソーリ法』の第１部理論編（『自発的活動

の原理』）をイタリア語版から翻訳したもの。 

＜日本モンテッソーリ教育綜合研究所・刊 定価：各 2,000 円(税込)＞ 

※通信教育受講生及び卒業生は特別定価（各 1,800 円）で販売 

以上の書籍を今大会で販売中。書籍コーナーでお買い求めください 
 

ご参加の皆様へお願いとお知らせ 

●この「大会資料」＝受付をされた成人の方に１部ずつ差し上げております。数に限

りがありますのでなくさないようにしてください。  

●講演・講義時間内の写真＆ビデオ撮影・録音はできません。 

●託児はございません。講演中にお子さんがぐずったり、泣いたりした場合は席を外

すなどのご配慮をお願いします。 

●事故防止にご協力ください。万が一事故にあわれた場合、当方では責任を負いかね

ます。 
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