
Now is the perfect time to find your 
costumes. Let’s get ready to go trick-
or-treating on Halloween.10月31日

Halloween
Wednesday, 31st.  15:30 	 	
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我々はなぜ働くのか？　
それは明らかだ。　住居、
衣服、食料を得るためのお
金を稼ぐために働くのだ。　
まだ眠っていたいのに早く起き、家

でコーヒーを飲みながら新聞に目を通し
たいのに朝のラッシュにもまれるのはそ
のためである。　我々の多くが、自分の
選択したことではなく、人から言われた
ことをするのはそのためである。それが
大人としての責任の一つであると思うか
らだ。　我々は自分たちのため、愛する
者たちのために働くのだ。それでは、な
ぜ子供たちは働くのか？

「子供は働きによって自立性を得よ
うとする。体と心の自立性を。子供は他

の人の知識についてはほとんど関心を示
さない。　自分の知識を修得し、世界を
体験し、自分の努力でそれを理解したい
のだ。」モンテッソリ－（1967,p.91）

子供は、誰かを養う必要も無く、払
わねばならない賃料やローンも無い。成
熟したいという高い目標や、責任感もな
い。　子供の仕事は、毎日自分の周りに
いる大人を手本とし、同じような自立し
た人間となるために学ぶことなのだ。

「大きくなったら、私
は・・・・・」。これは、究極の目標、
つまり自発性を理解するために勉強して
いる子供の言葉である。子供たちは、自

立しようと勉強する中で、しばしばフラ
ストレーション（挫折感）に見舞われ
る。それは学びの過程で出くわす障害物
を克服しようとする賢明な努力と、学ぼ
うとする熱意や、尽きない興味や数々の
自己表現などを制限して、それらを萎え
させてしまう大人との板ばさみになるこ
とから生じるフラストレーションだ。子
供は幼少時にはこれら上記の全て、ある
いはそれ以上のことを学ぶことができる
のだ、とモンテッソリーは信じ、子供た
ちがそれらを実行できる環境を作り出す
ことに取り掛かった。

July lessons, 2012
Atsuki, Mehak and Manaka



グーグルの創立者の成功にモンテッソーリ幼稚園時代での経験が活かさ
れていると知っていましたか？

彼らは、特に自発的な学習、つまり各々の興味に従って何を学びたいか
自分自身で決断していくというカリキュラムを指し示しました。「私は、
それがトレーニングの一部だったと思います。 自分で動機付けをし、世界で何が起きているか自問
自答し、物事を少々違った風にして行ったのです。」とグーグルのCEO（最高経営責任者）である
ラリー・ペイジ氏は語っています。

“教師は、指導者ではなく、観察者であり仲間です。 子供達が何を学びたいか、そして何を学んで
いくかに焦点を置きなさい。”　～マリア・モンテッソーリ博士

Did you know?

The founders of 
Google credit their 
Montessori experience 
in kindergarten for 
their success?      

They specifically pointed to the 
curriculum of self-directed learning – 
where students follow their interests 
and decide for themselves what they 
want to learn. "I think it was part of 
that training . . . and being self 
motivated, questioning what's going 
on in the world and doing things a 
little bit differently," says Larry Page, 
who's now CEO of Google.  Children 
ask to read the same book over and 
over again because they can discover 
something new each time. 

Class Composition

The most successful Montessori classes 
are usually comprised of 
approximately 30-35 students, led by 
one teacher and one non-teaching 
assistant. The students may have 
classmates with 3- to 6- year age 
differences, alongside whom they 
learn to work peacefully and joyfully. 
This balance is possible because of 
the variety of personalities, interests, 
learning styles, and work that the 
children conduct simultaneously within 
the classroom.  

Insight
“A teacher is not a 
master, but an observer 
and companion. Focus on 
what children want to 
learn and they will learn.” 
--Dr. Maria Montessori

知っていましたか？　

August lessons, 2012
Karen and Conan

クラス構成
最も成功しているモンテッソーリのクラスは、通常、約30～35名の生徒から構成されており、
1人の教師と1人のアシスタントによって導かれています。　生徒は3～6歳違いのクラスメートに

囲まれながら、平和に、喜びに満ちて学ぶことができます。このバランスは、多様な個性、興味、学習
スタイルのため、教室内で生徒が同時に活動することを可能にしています。　生徒は、数年にわたり同
じ教師とクラスメートと時間を共にするので、この多様な環境、つまり私達すべてが生きるより大きい
社会の中の小宇宙で成長します。　

教師から学ぶ以外に、生徒はクラスメートからも学びます。　年少者は、年長のクラスメートの活
動を観察することにより高度な概念を学びます。　年長者は、年少のクラスメートに説明してあげるこ
とにより理解を深めます。　この規模のクラスは、フォーカスと集中、自立した活動、創造性、協力、
および忍耐とやさしさの発達と実行を促進します。　それは、偏りすぎた教師中心・主導型の可能性も
減らすことに繋がる一方で、生徒間での学び合いとリーダーシップ力を育成する機会の可能性を広げる
ことに繋がります。　生徒が責任を持って学んでいるので、自信と自立心に満ちて成長して行きます。

!


