
We're baking monkey bread!
Come join us and have fun preparing 
“Fun finger food”8月25

Books and Baking
Saturday, 25th.  10:30 	 	
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3時間の活動時間
モンテッソーリでは、伝統
的に毎回３時間の活動を
行っています。グループ活
動により中断されることは
ありません。

“３時間の活動時間”は、モンテッソーリ
教育の成功の秘訣ですが、残念なことにしば
しば誤解されています。　それは、本来は、
子供達が自身の活動を選び、実行するために
３時間許されているということを意味してい
ます。　通常、その中には必須の外遊び、グ
ループでの読み聞かせ、サークル・タイム、
音楽など、子供自身が選択した活動と別に時
間を割く活動は含まれていません。　私達
I.A.松本の午後クラスは、約２時間の自由な
活動に引き続いて毎回グループ活動、文化紹
介、および読み聞かせが行われています。

活動時間中、大人も子供も、それぞれ活
動に集中している子供を尊重し、誰も邪魔し
ません。　全ての伝統的な活動は個人または
数名の子供の興味によって同時に生じます；　
少人数のグループ活動は、もし適切ならば、
時々先生の導きによって行われます。

モンテッソーリの教師は、研修の間に、
全分野の教材で多くのレッスンを行うために
たくさんの時間を費やします。　教師は、子
供の年齢、能力、特定の活動への興味に応じ
た“レディネス（学習条件）”を把握し、個人
個人の成長を見守る準備が整っています。　
すべての活動はお互いに織り交ざっており、
単独ではありません。　そして、教師が子供
の広い興味の”ルネッサンス的（万能型）教
養人“となって支えています。

子供の集中時間を徐々に伸ばすことは、
学習時間の長さの主な理由のうちの1つで
す。教師による指示時間は短いですが、子供
が自分で選んだ一定の教材または活動は1時
間、もしくはもっと長く続けられます。　こ
れは、子供がより深い焦点を発達させ、より
多くのものを学ぶことになります。　ほとん
どの活動は紙や鉛筆を使う必要がないので、
生徒が活動の終わりに家に持ち帰るものはあ
りません。

来月位にかけて、私達はイスラム教のラ
マダーン期間とEid-al-Fitr（イド・アル=フィ
トルという断食明けのお祝い）について紹介
します。　月の象（満ち欠け）、イスラム
教、平和、食物、断食、その他、生徒が興味
を持ったことや質問について学びます。
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読書は、親子で一緒に楽しむことが出来る最も楽しい教育活動のうちの
1つです。　教材用のフラッシュカード、ドリル、または特別な学習帳は
全然必要ありません。お子さんに読み方を教える必要もありません。　読
むことが大好きになることを若い学習者と共有するための多くの方法があ
ります：

1 お子さんに御自身の本を選ばせてあげて下さい
図書館または本屋へ行くことでお子さんはたくさんのことを学びます。　家では、お子さんにどん
な本を読みたいかを尋ね、そして座り、一緒に読みます。

2 本についてお子さんと議論して下さい
馴染み深い動物または物の写真を指し示し、お子さんにそれらを描写させます。　人々が物語の中
で身に着けているもの、または　していることについて話します。　

3 次に物語において起こることを推測して下さい
お子さんに、どのように登場人物が感じると思うか、または、どのように彼らが反応するかを尋
ねます。

4 毎日読書をするために、特別な時間を取っておいて下さい
多分、お子さんは、お昼寝前、または就寝直前に物語を聞きたいでしょう。　多分、あなた
（方）は朝食前に新聞を読むことや夕食後に本を読むことが好きでしょう。　お子さんに、読書が
あなた（方）に重要であるということ、そしてお子さんにも重要であることを見せてあげて下さ
い。　

5 読み、繰り返して下さい！反復は、役立つ学習ツールです
お子さんは、いつも新しい何かを発見できるので、何度も何度も同じ本を読むように頼んで来ま
す。　お子さんともう一回一緒に物語を読んで下さい。　間も無く、お子さんはその本をあなたに
読んで聞かせてくれることでしょう！

I.A. 松本では読書をとても重要視していますので、毎回読み聞かせをしています。　また、短い静
かな読書時間も設けています。　従って、生徒は御自身の本を選び、御自分で読むことが出来ま
す！御家族の皆様、お家での読書経験について私達に話して下さい。　お子さんのお気に入りの本
または物語は何ですか？　ぜひ、新しい本を一緒に楽しみましょう！

Books and Baking: 14th, July

Did you know?

Reading is one of the 
most fun educational 
activities that you and 
your child can enjoy 
together.     

1.Let your child choose his own 
books: 
A trip to the library or the book store 
can tell you a lot about your child. At 
home, ask your child what book(s) 
he'd like to read.

2. Discuss the book with your child:  
Point to pictures of familiar animals or 
objects and let your child describe 
them to you. 

3. Guess what will happen next in the 
story: 
Ask your child how she thinks the 
characters feel or how they will 
respond to others.  

4. Set aside a special time for reading 
every day:
Maybe your child would like to hear 
a story before nap time or just before 
going to bed.

5. Read and repeat:
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: 
Repetition is a helpful learning tool.  
Children ask to read the same book 
over and over again because they 
can discover something new each 
time. 

Classroom
"Did you know that our 
classroom is constantly 
changing?  Every day 
there is something 
different.  Ask your child 
what was new today!"

読書は楽しいです！


