
We're baking pretzels!
Come join us as we follow a loveable brown 
bear on an eco-friendly adventure through the 
woods!7月14日

Books and Baking
Saturday, 14th.  10:30 	 	

IA
松
本 IAMATSUMOTO

縦割り（年齢混同）クラスの利点
マリア・モンテッソーリ博
士は、100年以上前に教育
法を開発しはじめた時、当
時の子供の教育のために共
通であった多くのことを変
更しました。

彼女は子供サイズのテーブルや椅子を作
り、子供に本当の仕事を与えました。“観察
（テストではありません）”は、どのように
子供が成長していくかを知る上で鍵をにぎり
ました。　別の重要な変更は、1つのクラス
を年齢ごとに分けるのではなく、縦割り（年
齢混同）にするということでした。

一般に、モンテッソーリのクラスは次の
通りです：

・未収園児：   乳児～3歳
・幼稚園：   3-6歳

・小学校の低学年： 6-9歳
・小学校の高学年： 9-12歳
・中学校：  12-15歳
・高校：  15-18歳

縦割り（年齢混同）クラスは、モンテッ
ソーリ教育ならではの特長です。研究によっ
て、この特長が生徒にとって様々な利点があ
ることが明らかにされています：

1. 相互作用 ／ 社会性の
発達：

様々な年齢層が織りなす環境は、生徒
が“他の子を助ける”と同時に“他の子に助け
られること”を学ぶ雰囲気を作り出します。
生徒は様々な年齢や能力を持った友達と終始
変わらずお互いに影響し合います。自由な活

動環境の中でお互いに影響し合うことによ
り、生徒は日々平和な衝突-解決を学び、練習
します。生徒は、級友を尊重し成果を認める
ことを学びつつ、級友の成果により自然に挑
戦したり、動機づけられたりします。

2. お互いに学ぶこと：
年長者は、辛抱強く、寛大で、年少者の

ためのモデルであり先生として活動すること
を学びます。年長者は、年少者を教える時に
自信を得たり、以前に学んだことを補強した
り、完璧に自分のものにしたりして行きま
す。年少者は、年長者を観察したり、彼らと
一緒に活動したりすることにより、礼儀、マ
ナー、および平和な衝突-解決について学びま
す。
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3.　自分自身のペースでの活動：
先生がクラス全体のカリキュラムを設定する必要がないので、

個々の生徒は、各自のペースで能力を発揮することが出来ます。これ
は、理解していようがいまいが誰もが同じ本の同じページに一定時間
向かうという伝統的な教育からかけ離れた、モンテッソーリならでは
の特長です。　年少者は、学ぶ準備が整っている時には仲間を待つ必
要なく高度な概念を学ぶことが出来ます。年長者は、難しい概念を勉
強するために、級友について行くために焦るプレッシャーなく、時間を費やすことが出来ます。

4. コミュニティ：
何年もの間同じ教室で時間を費やすことによって、生徒は強いコミュニティ意識と安定性

を培います。　このコミュニティ意識はお互いのモデルとなることにより、生徒の成長を助長し
ます。級友および環境に慣れているということは、生徒が学びを自分のものにし易くすると言え
ます。　彼らは、自分たちのコミュニティへの参加を希望する新しい友達を迎え入れるために自
然にまとまることが出来るようになります。

5. 熟知：
教師が毎年同じ教室にいるということは、一人ひとりの生徒の学習才能、スタイル及び成

長のレベルを本当によく理解しているということです。　熟知していることで、成長が見込まれ
る長所を伸ばすだけではなく、改良が必要であるかもしれない分野を改善して行き易くなりま
す。

6. 家庭での繋がり：
もちろん、家族構成は年齢の違った子供から成りたちますので、家庭はモンテッソーリの

構造と完全に一致しています。兄弟は勉強と遊びにおいて支えあうコミュニティを持っています
ので、今までご説明差し上げたような縦割り（年齢混合）クラスと重なります。一人っ子の場
合、普段家庭で練習する機会がない忍耐、寛容さ、物の分かち合いを学ぶことが出来ます。こ
れらの経験は、兄または姉として新しい家族を迎え入れる準備を万端にします！！

Books and Baking: 16th, June
Yui, Mai, Conan

Did you know?

Research shows that 
the benefits for the 
students can be just as 
striking in a number of 
ways:

1. Interaction/Social Grace: 
The mixed age group environment 
creates an atmosphere where children 
learn to help, and be helped by, 
other children. 

2. Learning from Each Other: 
Older children learn to be patient and 
tolerant, and serve as role models 
and teachers for the younger 
children.

3. Work at Child’s Own Pace: 
Because teachers do not have to set 
the instruction pace by a whole 
group, each child is given the ability 
to learn at his or her own pace. 

4. Community: 
By staying in the same classroom for 
many years, children develop a 
strong sense of community and 
stability. 

5. Familiarity:
Being in the same classroom year 
after year allows a teacher to truly 
learn each individual child’s learning 
abilities.

6. Continuity in the Home: 
Since families naturally have children 
that form a multi-aged group, it’s a 
perfect fit with the structure of 
Montessori.

Book of the Month
Hug, a book by Jez Alborough
3 simple words tell an amazing story.
Ask you child to read it to you!


