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第 1章

研究の目的と方法

幼児期 と小学校期 の連携について、生活力、学習 レデイネス等 の問題が指摘 され、相互
理解のための交流 も進められてきているが、両者の認識面での接続についての研究 は余 り
深 められてはいない。 と りわけ「算数科」で、早 くも低学年で理解がで きず、戸惑 った り、
諦 めた り、はては「勉強嫌 い」に落ち込んで しまう子 どもの存在 も見聞される。
本研究では、
「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」 と「小学校学習指導要領 算数科
第 1、 2学 年」の接続について考察 した後、幼小 の算数教育の接続に関する先行研究の主
なものを比較研究 してみる。
研究方法 は、要領、指針、指導要領 の比較検討をしたのち、九山美和子「幼児期につ け
ておきたい力 と学童期へ の見通 し」(か もがわ出版 2005年 )、 公文式算数教育、
モ ンテ ッソー
リ算数教育について、入手 し得 た文献やユ
貝 により比較検討を試みる。

^料

第 2章

幼稚園教育要領 ・保育園保育指針 ・小学校学習指導要領の 「算数科学習」関連部
分の比較、検討

第 1節

比較検討 の視点

特 に低学 年 の場合 は、全教科 を支 える「国語科学習」 を抜 きに考 えるのは不十分 なので
はないか とい う危1良 はまぬがれないが、 とにか く幼児期 。学童期 の生 活 の充実 を前提 とし
なが ら、テーマ にスポ ッ トを当てる。
方法 として、
「幼稚 園教育要領」「保育園保育指針」「小学校学習指導要領」の中の 関連
部分 を抽出 し、何が求め られて い るのか確認 し、小学校 1年 生の児童が、学習過程で困難
を抱 えやす い内容 に焦点 を当てる。そ して、幼児期 にどの よ うな遊 びや生 活 の 中での算数
的な学 びが保障 されるとよいのか考 える一 助 としたい。
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第 2節

幼稚園教育要領・保育所保育指針 にお ける 算数的学 びについて
幼稚国教育要領

(文 部科学省)

保育所保育指針

(厚 生労働省 )

教育
口
果程
の編
成

教育週数 は、特 別 の事情 のあ る場合 を除 き、
39週 を下つてはならない。
1日 の教 育課程 に係 る時 間 は、 4時 間 を標準
とする。

保育

教育
内容

健康 人間関係
言葉 ・表現

保育
内容

養護 と教育
教育 とは
健康 人間関係 県境
言葉 ・表現

環境
ねら
い

(1)身 近な環境 に親 しみ、自然 と触れ合 う中

環境
ねら
い

見しみ、自然 と触れ合 う中で、
①身近な環境にキ
様 々な事象に興味や関心をもつ。
②身近な環境に自分か ら関わ り、発見を楽 し
んだ り、考えた りし、それを生活にとりい
れようとする。
③身近な事物を見た り、考えた り、扱った り
する中で、物 の性質や数量、文字などに対
する感覚を豊かにする

環境

(1)自 然に触れて生活 し、その大 きさ、美 しさ、

環境

で、様 々な事象に興味をもつ。
(2)身 近な環境 に自分か らかかわ り、発見 を
楽 しんだ り、考えた りし、それを生活に
耳〔り入れようとする。
(3)身 近な事象 を見た り、考 えた り、扱 った
りする中で、物の性質や数量、文字な ど
に対する感覚 を豊かにする。

不思議 さなどに気付 く。
(2)生 活の 中で様 々な物に触れ、その性 質や
仕組みに興味や関心 をもつ。
(3)季 節により自然や人間の生活に変化のあ
ることに気付 く。
(4)自 然などの身近 な事象に関心 をもち、取
り入れて遊ぶ。
(5)身 近な動植物 に親 しみ をもって接 し、■
命 の尊巌 に気付 き、いたわった り、大切
に した りする。
(6)身 近な物 を大切にする。
(7)身 近な物や遊具に興味をもってかかわ り、
考えた り、試 した りして工夫 して遊ぶ。
(8)日 常生活の中で数量や図形 などに関心 を
もつ。
(9)日 常生活の中で簡単な標識や文字などに
ヽ
と
をもつ。
関′
(10)生 活に関係の深 い情報や方
色設などに興味
ヽ
や関′
じ
をもつ。
(11)之 吐 馳 切 ⊇ 鱒 駐 迎 ≦ 辺 拠 鍼 敗 虹

環境
内容
の取
扱い

日
果程

保育課程は、地域の実態、子 どもや家庭のィ
大況、
保育時間な どを考慮 し、子 どもの育 ちに関す
る長期的見通 しを持 って道切 に編成 されなけ
ればならない。

環境

纂
②好 きな玩具や遊具に興味 を持 って関わ り、
様々な遊びを楽 しむ。
③ 自然に触れて生活し、その大 きさ、美 しさ、
不思議さなどに気付 く。
④生活の 中で、様 々な物に触れ、その性質や
仕組みに興味や関心を持つ。
⑤季節により自然や人間の生活に変化のある
ことに気付 く。
ヽ
じ
を持ち、遊び
⑥ 自然な どの身近な事象に関′
や生活に取 り入れようとする。
⑦身近な動植物に親 しみを持ち、いたわった
ナ
)に した り、作物を育てた り、味わ
り、大七
うなどして、生命の尊さに気付 く。
③身近な物 を大切にする。
③身近な物や遊具に興味を持 って関わ り、考
えたり、試 したりして工夫 して遊ぶ。
⑩ 日常生活の中で数量や図形などに関心を持つ。
ヽどに関
ょ
① 日常生活の中で簡単な標識や文字 ナ
′
、
と
を持つ。
⑫

(4)数 量や文字 などに関 しては、 日常生活の
中で幼児 自身の必要感に基 づ く体験 を大
切 に し、数量や文字 などに関する興味や
とヽ
関′
、感覚が養われるようにすること。

参考資料 :文 部科学省「幼稚園教育要領」平成 20年 3月
厚生 労働省「保育所保育指針」平成 20年 3月

上記 のように、幼稚園・保育所 のいずれにおいて も、算数的学びは、「環境Jの 指導内
容の 中で、『(8)』 常生汚の中で数量や図形な どに関心 をもつ。
』 『⑩ 日常生活の中で数
量や図形などに関心を持つ。
』 と同 じことが求められている。
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違 いは、幼稚園は 『 1日 の教育課程 に係 る時間は、 4時 間を標準 とす る。
』 とい うこと、
保育所 の場合 は長時間保育 であ り、最長 10時 間保育 も現実 にある。 また、幼稚 園教育要
領 では、『(4)数 量や文字 などに関 しては、 日常生活の中で幼児 自身の必 要感に基 づ く体
、
と
、感覚が養 われる よ うにす ること。
験 を大切 に し、数量や文字 な どに関す る興味や関′
』
とい う文言が環境内容 の取扱 いで明記 されて い る。
この よ うな違 いの 中、小学校孝
史育 の内容 の先取 り的学習が教育 の使命 であるような幼稚
園が多 い よ うに思われる。 また保育所 にお いて も年長になると、平仮名や数字 のワー ク学
習 の 時間を とる所 も多 い。「 自然 な遊 びの 中で、ひ と リー 人の子 どもの 関心や意欲 に合 わ
せて進 めたいが、小学校入学後、 この子たちが困 らないよ うに」 と一斉 にや ることに不安
感 を持 つ保育士 もい るのが実態の よ うである。

第 3節

卜学校算数科」 の内容
小学校学習指導要領 「′

目標
算数的活動 を通 して、数量や図形 につい ての基 礎 的 ・基本的な知識及び技能 を身に
付 け、 日常の事象 につい て見通 しを もち、筋道 を立てて考 え、表現す る能力 を育 てる
とともに、算数的活動 の楽 しさや数理的な処理 の よさに気付 き、進 んで生 l舌 や学習 に
活用 しようとす る態度 を育 てる。

第 1学 年 の 目標

(1)具 体物 を用 いた活動 などを通 して、数につい ての感覚 を豊かにす る。 数 の意味や
表 し方 につい て理 解 で きる よ うにす るとともに、加 法及 び減法 の意味 につい て理
解 し、それ らの計算の仕方 を考 え、用 い ることがで きるようにす る。

(2)具 体物 を用 いた活動 などを通 して、量 とその波1定 につい ての理解 の基礎 となる経
験 を重ね、量の大 きさについ ての感覚 を豊かにす る。

(3)具 体物 を用 いた活動 などを通 して、図形 につい ての理解 の基礎 となる経験 を重ね、
図形 につい ての感覚 を豊かにす る⑤

(4)具 体物 を用 い た活動 な どを通 して、数量 やその関係 を言葉、教、式、図などに表
した り読み取 った りす ることがで きる よ うにす る。
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第 2学 年 の 目標

(1)具 体物 を用 いた活動 な どを通 して、数につい ての感覚 を豊かにす る。 数 の意味や
表 し方 について理 解 で きるようにす るとともに、加法及 び減法 につい ての理解 を
深め、用 い ることがで きるようにす る。 また、乗法の意味につい て理解 し、その
計算 の仕方 を考え、用 い ることがで きるようにす る。

(2)具 体物 を用 いた活動 などを通 して、長 さや体積 などの単位 と測定 につい て理解 で
きるように し、量の大 きさについての感覚 を豊かにす る。

(3)具 体物 を用 いた活動 などを通 して、三角形や四角形 な どの図形 につい て理 解 で き
るように し、図形につい ての感覚 を豊かにす る。

(4)具 体物 を用 い た活動 などを通 して、数量やその関係 を言葉、数、式、図、表、 グ
ラフな どに表 した り読み取 った りす ることがで きるようにす る。

第 4節

領域の内容の概観

「A 数 と計算」 の内容の概観
学年

数

計算

第 1学 年

・ 2位 数
・簡単な 3位 数

第 2学 年

・ 4位 数
・十進位取 り記教法
・簡単 な分数

1位 数 の加法及 びその逆の減法
簡単な 2位 数な どの加法及 び減法
・ 2位 数 の加法及 びその逆 の減法
・簡単 な 3位 数 の加法及 び減法
・乗法 九九
。簡単 な 2位 数 と 1位 数 の乗法

「B 量と測定」の内容の概観
量の単位

学年

量の比較や測定 など
。長 さ、面積、体積 の直接比較 など
。時刻 の読み方

第 1学 年

第 2学 年
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・長 さの単位
・体積 の単位
・時間の単位

(mm、

cm、

m)

(ml、

dl、

1)

(日

、時、分 )

長 さと体 積 の測定
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「C 図形」の内容の概観
学年

第 1学 年

第 2学 年

図形 に つ い ての理解

図形 を構成する要素

身の回 りにある物 の形

・三 角形、四角形
。正 方形、長方形
直角三 角形
・箱 の形 を した もの

図形の見方や調 べ方
観察や構成な どの活動
前 後、左 右、 上 下 な
どの言葉

直線、直角、頂点、
辺、面

観察や構成などの活動
構成要素 に注 目す る
辺 の長 さを調 べ る
直角 に着 目する

資料 の整理 と読み

「D 数量関係」の内容の概観
学年

関数 の考 え

式 の表 現 と読 み

第 1学 年

もの と もの との姑応
数 の大小 や順序
一 つ の 数 をほか の 数
の和 や差 と してみ
ること

・加 法 及 び 減 法 の 式 の
表現 とその読 み

もの の 個 数 を絵 や 図
な ど を用 い て 表 した
り読 み 取 っ た りす る
こと

第 2学 年

・加 法 と減法 の相 互 関係
数 の大小 や順序
一 つ の 数 を ほ か の 数 ・乗 法 の 式 の 表 現 と そ
の積 と してみ る こ と
の読 み
乗 法 が 1ず つ 増 え る 。( )や □ な どを用 い
と きの積 の 増 え方
た式

身 の 回 りに あ る 数量
を分 整 理 し、 簡 単 な
表 や グ ラ フ を用 い て
表 した り読 み 取 った
りす ること

参考資料 :文 部科学省 「小 学校学習指導要領解説」平成 20年 8月

算数科における「算数的概念 の形成」 (外 的 ・共通的なもの)、 「算数的概念の形成」 (内
的・個人的なもの)は 、小学校低学年ではどのような指導過程 を組んでいるのか。
その一つ として、指導要領 の 目標 の 1.2年 の 4領 域すべ てに「具体物 を用 いた活動な
どを通 して」 とあることを受けて、身の周 りにある具体物を絵図にした り⇒半具体物⇒記
号 とい う指導が組めるよう、教科書では提示 されている。
小学校では、地域の実情にあった具体物 を本当に使 った り、生活科 と統合 した りしなが
ら、算数的思考力の上に立つ算数処理ので きる子 を育てようとしている。
ところが、1年 生後期 の加減計算 (繰 り上が り下が り)や 、文章題の立式、 2年 生後期
の掛け算 の意味理解 の学習の段階で、困難を抱える子が表面化 して くる。
「計算 カー ドの
・・
答えは瞬時に言えるけ ど
位取 りの意味がわか っていなかった。
」「掛け算九九は言える
け ど・・立式の意味がわか っていなかった。
」 とい うようなことである。

255

名古屋芸術大学研究紀要第 35巻 (2014)

第 3章

低学年でも困難 を抱えやすい課題場面

<例 :演 算決定 >
啓林館 の教科書 の 12月 教材「たす のかな
繰 り上が り、繰 り下が りのある加減計算

ひ くのかな」 とい う単元がある。
(和

が 18ま で ,被 減数 20ま で)の 理解 を

終 え、念頭計算の習熟 を始めよう とす る時期 である。
その ような時期 に、文 章題 を捉 える ことがで きず、困難 を抱 える児童 は少 な くない。
それは、国語の読み取 りの問題 とい う よ り、加減計算 の基 本的理解 の不足 を意 味す
ることが多 い。
「 たす」「ひ くJと い う操作 ・数式化 ・回答が で きて も、機オ
成的操作
がで きただけである一つの表れである。

<例 :か け算 の意味 >
か け算 の必 然性 や、便利 さ、加減式 とは意味が違 う こ とを抜 きに して、早期 に
九九の暗唱 を大事 に し、 問題場面 を捉 える姿勢 を身に付 け ていない児童 は 困難 を抱
えやす い。 これ も国語力の問題 よ り、式 の意味理解の不十分 さが大 きい。
家庭学習や、幼稚 園の段階でかけ算数 を教 えられた場合、多 くは「 同数累加」 とし
て教 え られてい る。九九の答えはそれで求める ことはで きるが、被乗数、乗数は何 を
意味す るのか理解 してい ない と、
「 。・・何人乗れ ますか ?」 と問われ、
「○○台」 と
解答 し、間違 いの意味理解 に困惑す る子 も出て くる。
上記 の よ うな例 は、すべ て小学校入学後 の学習進行途 上で出て くる問題 で ある。学
校現場 の工 夫や研究 の課題 で ある。 しか し、今 テーマ で検討 しようとする問題の中心
部分 とも言 えるのではない か と考え る。
子 どもが算数科 にお いて困難 を抱 える多 くの部分 は、具体的場面 を「算数の世 界 =
算数語や数式 を使 って考 える世 界 J(1988.行 田稔彦)に 引 き寄せ られない とい う問
題 ではないか。
その解決 の道 は、 [(7)身 近な物や遊具 に興味 をもってかかわ り、考 えた り、試 し
た りして工 夫 して遊 ぶ。 (8)日 常生活 の 中で数量や図形 な どに関心 をもつ。
』 (幼 稚
園教育要領 )。 『③ 身近 な物や遊具 に興味 を持 って関わ り、考 えた り、試 した りして工
夫 して遊ぶ。⑩ 日常生活の中で数量や図形な どに関心 を持 つ。
』 (保 育所イ
呆育指針 )活
動 を、 日の前の子 どもと営 んで い くことでは ないか。 まず教材 あ りきではな く、子 ど
もの関心 に添 ってつ くり出す学 びである。
また、小 1の 4〜 6月 期 もまた、見る 。聞 く・聴 く 。訊 く ,考 える ・話す といった
学習 を算数科 にお いて も大事 に して い くことや、みんな と学習 したか ら面 白か った し、
よ く分 かつた とい う体験が積み上がる授業 つ くる ことでは ないか。
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第 4章

考察
数量教育 とい う視点 で 1〜 4ま での ことを考 える時、保育士 ・幼稚 園教諭 ・小学校

究論が、子 どもの一人ひとりの成長発達の段階 を見抜 き、的確 に対応で きる力 を持 つ
孝
ことが重要である。 しか も、個 々の子 どもの違 い を認識 しなが ら、その時 の集団では
子 どもど うしが、良 い影響 を し合 える場面設定 を日々重 ねる必要がある。
これ らを考 えた先行研究 も、 日々実践 に努力 して い る保育園 ・幼稚 園 ・小学校 も数
多 くある。

<研 究事例 >
*「 教科学習のためには、話

し言葉 を十分に使用 し、言葉で考える力が育 っている必
へ
要がある。教科学習 の見通 しを持ちなが ら、遊びや生活の中で、子 どもの興味に
合わせたかたちで、その発達段階に応 じた力を太 らせてい くことが必要である。
」

*「 生 活年齢が高 い場合、

5歳 半 ぐらいの発達段階になるまで文字や計算 は教 えない

とい うことにはならない。その子 どもには、発達年齢は低 くても、生活年齢 に応 じ
た人生の重みがあるから」

*そ の人生の重みを形成する「生活基盤を整える」 ことが重要である。
「①早寝 ・早起 きと充分な睡眠 ②規則正 しく、豊かで楽 しい食事 ③ しっか り身
体 を動かす生活 ④ しっか り手 を使 う生 活 ⑤人 との関 わ りで声 を出 して笑 う生
活」 (九 山美和子)

<実 践事例 >
富 山県の「あ いあ い保育園」 の実践 の 中に上記 の要素 をみ ることがで きる。保育士
の子 ども観察 が しっか りしてお り、個 々の子 どもの発達段階 を踏 まえた対応 に努力 し
てい る。保育観や大人 の対応 の仕方 を気護者 とも共有 してい る。 また、地域性 を生か
して、栽培活動な どを通 して、大人 と子 どもの 自然 な学び合 いの流れ も築 いて きてい る。
特 に、小 学校 との継続 とい う点 で言 えば、
・基本的に午睡 を年間通 じて行 うのは、 0

1 2.歳 児 まで、 345.歳

児 は、夏

季 のみ。 つ ま り、無理や り午睡 は大 事 として、寝かせ ることは しない。
・ どんな生 活場面 で も、考 える 。話 し合 う 。納得す るといった取 り組み を、 自然体
で行 っている。
・ 3.4.5.歳 児 は、基 本 的に午前 中は異年齢縦割 り集回 で あるが、年後 に年齢別
一斉行動 も入れて い る。 (嫌 がる子 は強制せ ず)
・定例月 1回 の クッキ ング。作 って食 べ ると言 うだけの ものでな く、計画 ・準備 ・
実行 ・片 づ けの 中に、数量 ・言語 ・人間関係 ・保健安全教育な ど満載である。
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小学校 の場合、私立の保幼小一貫教育 の学校 にお いては、 カリキュラム も共同でつ くら
れ、実践 されてい る。
全国全ての子 どもたちに、そ うい う研究や事例 を生か し、地域 に合 った実践が広がるに
はどうした らよいのか考 えつつ 、研究 を続ける必要性 を感 じる。
第 5章

公文式算数教育の検討
一計算用紙 を与 える公文教育 と、具体物 を与えるモンテ ッソー リ教育―

第 1節

研究の 目的 と方法

研 究 の 目的 :現 在、 日本 には様 々 な教 育法 があ り、現場 の教育者 たちの 手 に よって、
日々子 どもの健やかな成長 と発達 を願 い実践 されて い る。公文教 育 とモ ンテ ッソー リ教育
もその多種多様 な教育法の 1つ で あ り、子 どもの幸福 と豊かな未来 を保障 しようとしてい
る点には相違 はない。 しか し、方法面 にお い て見 てみると、両者 に大 きな違 いがあること
は明白である。それでは、幼児 に実践 される公文教育の算数指導 ・数量教育 とは、 どの様
なものなのだろうか。 (モ ンテ ッソー リ教育 については、他 の章 で詳 しく論述 されるので、
この場 ではあえて、仔細 に書 くことは しないでお く。)

公文教育では、物が握れるようになった子 どもには鉛筆 を持たせ、 まずは線 を描 く練習
や、用紙 に書かれた絵 を見て「数唱」や 「計数Jの 指導 を してい く。そ して、次第に公文
常
が何 よ りも重要視する 計算力"の 習得 の為 に計算問題へ と導 き、子 どもに次 々 と計算間
題 の書かれ た計算用紙 を与 える。用紙 を受け取 った子 どもは、指定 の時間中 は休む問 もな
く用意 された 目の前の紙 に向か い合 う。仮 に、子 どもが この活動 を行 っているのが教室で
あ った とすれば、そ こに子 どもを引 き付 ける ような魅力的な具体物 は一切存在 しない。準
用紙】 だけである。
備 されるのは、絵や数、文章の書かれた 【

このような公文式の算数指導・数量教育は、果 たして本当に幼児期 の子 どもに適 してい
ると言えるのだろ うか。本研究 は、徐 々に生徒の年齢 を引 き下げ、
「月
台児期 の子 どもにま
で公文式教育 は有効である」 と提唱 している公文教育の実態を踏まえ、モ ンテッソー リ教
史育の特徴 を比較することを目的 とする。
育 における算数教育 と公文教育における算数孝
研究 の方法 :本 研究 では、公文教育全体 の特徴や傾向を公文教育肯定派 と否定派 の両面
か ら考察 し、公文式 とは異な る算数教育 との違 い を検討す る。研究 は主に文献 で行 い、主
に参考にす る文献 ・論文は、公文教育 を肯定 して い る立場か ら書かれてい る文献 と、公文
教育 とは異な る算数教育 の視点を持 ち、公文 と考 え方が対立 してい る立場 の論文 の双方 を
検討す る。
公文教育 を肯定 して い る立場 の文献 は、公 文教育石
升究会が発行 してい る 『公文式数学教
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入
室―小学生で も方程式が とける一』 と『新公文式算数 のひみつ』 を参考 に し、数値的なン
貝
料 として公 文 の公 式 HPを 参照する。
公文教育 とは異 なる算数教育の意見の文献は、『時代 は動 く ￨ど うす る算数 ・数学教育』
と 『危 ない公文式早期教育』 を採 り上げる。
第 2節

文献研究か ら見 る公文式学習 の検討

公文教育 とは、公 文式 の創始者 である公 文公

(く

もん とおる)が 実子 の算数学習 の為

に考案 した 子 どもので きるだけ早 い「 自立」 を願 う、家庭学習の立場か ら考 え られた学
習法"で ある。その 1呑 の特徴 は、 イ
E人 別 のち ょうどの学習 で、学年 を超 えて進 むこと"
にあ り、公文式学習はで きるだけ早 い時期 に、 自学 自習 で高校教材 を学習す ることを 目標
として 乳幼児期か ら始め られる学習形態 "を とっている。幼児期か らの算数教 育 は、早
期教育 とも取 れる ものである。 しか し、 これについて公 文数学研究会会長である公文公 は、
著書 [公 文式数学教室一小学生 で も方程式が とける一』 にお い て「幼児期 は知能 の黄金期
で ある」 と説 き、「公 文式 は鉛筆 をもてる子 な ら、何歳か らで も始め られます。 ニ コニ ヨ
とプリン ト教材 に向か う 1日 に十分か十五分の積み重ねが、知 らず知 らずの内に大 きな実
りをもた らす のです。 (中 略 )将 来、感謝 される親 になるため に、伸 びるべ き時期 に無理
のない方法 で伸 ば してやるべ きで しょう。幼児の うちか ら学習 を始めれば、九十五 パーセ
ン トまで優秀児 にす る自信 を私たちは もってい ます。
Jと 述べ てい る。
「幼児期 は知能 の黄金期 で ある」 と述 べ て い る点 につい ては、幼児期がその後 の人生 に

及ぼす影響 の大 きさと、身体的・
精イ
申的な成長の著 しさを考えれ
ば妥当な発言 で ある と領 ける。
しか し、
「 1日 に十分か十五分

教材 の名称

枚数

内

①

200

せんのれん しゅう
す うじのれんしゅう

AA

200

小 さい数 の足 し算

A

200

小 さい 数 の足 し算
ひ き算

B

200

大 きい数 の足 し算
ひ き算 (4桁 まで)

C

200

初歩 のか け算
わ り算

D

200

初歩 の分数計算

E

200

さ らに高 い 分 数 ・少 数

の積み重ねが、知 らず知 らずの
内に大 きな実 りをもたらす」 と
い う部分においては、意義を唱
えずにい られない。果た して、
本当に幼児がそのようなわずか
な時間で学習を終えることが出
来るのだろ うか。 これが、筆者
の疑間 と不安 の 1つ 日である。
また、 ここで注 目したいのは、

以下 、 F〜

容

0と 続 く
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鉛筆 を持てる くらい になった幼児 にとって、公文式算数が 「無理 のない知能教育 Jで ある
とされている部分 で ある① この「幼児にとって無理 のないJと い うのは、 どの様 な意 味 で
言 われて い ることなのだろ うか。 くもんのプリン トには、裏 表 10問 ず つ の 問題が書かれ
て い る。 これが、1学 年 に付 き 1教 材 (① か ら始 ま り、最終段 階 の Oま で )が 200枚 ず
つ で構成 されて い る。つ ま り、一 問 も間違えずに 100点 を取 り続け、同 じ内容 のプリン ト
を復習す ることもな く、最短 コースで進み続けた として も、子 どもは 1学 年 200枚 、2000
間 のプ リン トを解 くことになる。 これは、使用教材 の枚数 の上か ら見 ると安易 にこなす こ
とがで きる物であるようには思 えない。
しか し、 これについ て、公文教育研究所 は「か りに同 じ教材 を 3回 学習 した とす る と、
ひとつ の教材 を終了す るのに 600枚 のプ リン トを学習する ことになる。 lヶ 月 100枚 ず つ
学習す るな ら、 6ヶ 月でや り終え る勘定だ。 つ ま り、1学 年 で 2年 分進んでい くことがで
きる。 これは、普通程度の能力がある子 どもの場合、一 日わずか 20分 程度 の学習 をす る
ことによって実現 される。無理のない学習 の継続が、急速 に学年 に追 いつ き、やがて追 い
越 して い くことを可能にす るので ある。
」 と述 べ 、公文式算数学習が幼児 に とって無理 の
ない学習 で ある ことを説明 して い る。つ ま り、教材面か ら見たことを理由に して い るので
ある。

上記 で述べ たように、公文式は工 夫 を凝 らした教材 によって、子 どもに無理 のない学習
を可能に してい ると提言 してい る。 しか し筆者は、 どの ような優れ た教材 であって も、保
育園や幼椎 園の一 般生活所帯の幼児期の子 どもが 1日 20分 で公 文教室か ら出 される大量
の宿題 プリン トを終わ らせ ることが出来 るとは、 とて もではないが思 えない。深 い集中力
は様 々な体験の中か ら少 しず つ習得す るものである し、その よ うな集 中力 を持 つ子 どもは
一部 で ある。 しか も、向 き合 うのはカラフル なイラス トが書 いてあるとして も、結局は薄
い 紙"で あ って、聴覚や嗅覚、触覚な どの五感 を使 って対峙 で きる具体物ではない。′
、
し
か ら公文の計 算問題 プ リ ン トが大 好 きで、
「ず っ とや っていたい

1」

と言 える子 どもは、

好 きな ものに対 して起 きる好奇心 と親近感 で集中現象が促 されるであろうか ら、 また別 か
もしれないが、大 多数 の幼児 には、20分 とい う大人か ら見れば短 い時間で も、紙 に向かっ
て集中 し続けることは難 しい。それでは、その「幼児 にとって無理のない知能教育」 を支
えてい る公文式学習 の教材 とは どの ような ものなのか、検討 してみたい。

公文教育研究所は、このような特徴ある公文式学習は 5つ の要素― ①教材、②学 び方、
③教室、④先生、⑤家庭 の協カ ー で構成 されてい るとい う。 この 5つ の要素 の 中で も、
「教材」 は特 に重要視 されてお り、 この教材 について、公文公 は「公文式は、年齢や学年
と関係なく、一人ひとりの子 どもの能力に「ちょうど」あった学習 をさせる。言 いす
奥えれ
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ば、個人別、能力別 の学習法 で ある。 (中 略)い ちい ち教 えて もらわな くて も、 自分 ひ と
りで少 しず つ高 い段 階に進 んで い ける ように、教材 はスモ ールス テ ップで作 られて い る。
難 しくなった ら復習 を して、 いつ も無理 な く学習 で きるようにす る。
」 と述 べ 、 自学 自習
形式で進め られる公文式算数が「 だれで も算数・数学が好 きになる方法」だ と説 い てい る。

また、公文式教育は「 よ り大切なものの為 に、大切ではない ものを捨てる」 とい う選択
の中で、出来るだけ早 い時期に自学 自習で高校教材へ と導 く教育方針 を採 っている。それ
故に、算数教育で言えば教材は「算数の力をつ ける為には計算力が必要不可欠である」 と
い う考えの もとに作成 されている。つ まり、公文式において

よ り大切なもの"は 計算力

である為に、学習内容 を計算問題に絞 り込み、問題用紙を準備 し、そこを突破口にして子
どもに学年を超えて学習 をさせ ようとしているのである。

ここで言う「計算力」 とは、①問題 を解 くスピー ドが早い、② ミスが少ない、③ 自分で
ミスを発見で きる、④ ミスをす ぐに訂正することができる、という4つ の条件を満たした
状態のことを指 し、公文公は「 これらの条件を網羅 していなければ、計算力があるとはい
えない」 と述べている。
ここで気 になるのは「計算力以外 は省 くJと い う、大胆 にも取 れるカリキ ュ ラムで ある。
史育 には、様 々 な単元が設定 されてお り、
幼児期 の数教育、学童期 か ら始 まる小学校算数孝
その全てが その後 の数学教育 に関係 し、繋が ってい くもので ある。省 いて良 い内容がある
とは思えない。 しか し、 この反論 について も、公文公 は「計算 もろ くにで きない子 どもが、
「考 える数学」 に取 り組 むなどとい うことが 、現実 にお い て可能である と、到底考 え られ
ないの である。 (中 略 )計 算が早 く、正確 にで きる とい うことは、頭脳 を使 って、数 と数
の 関係 をすばや く、的確 に判断 しなが ら、手 を使 って処理 して い けるとい う ことで ある。
計算練習 は頭脳 を活発化 させ、考 える能力 を養 う と共 に、高 い能力 を身につ けるので ある」
として、 まずは計算力あ りきの算数教育 で ある ことを説 いて い る。
また、公文式の教材 の もう一つの特徴 として、 下降方式 の系統的教材 "で ある ことが
挙 げ られる。 この下降方式 の系統 的教材 とは、「最 も高 い ところの 目標 を達成す る為 に、
そ の前 の時点 で どの よ うな能力 を育んでお く必要があるか」 と言 うことを考 えて創 られて
い る ものである。 つ ま り、高校教材が 自学 自習 で解 ける ことを最終 日標 として、 中学校、
小学校、更には幼児期 の学習 目標 を定め、その 目標 に応 じた教材 を設 定 して い るのだ。公
文式 の教材 は、 この よ うに系統的に、一 直線 に高校 の内容 に取 り組む ことを揺 るぎない最
終 目的 として設定 した構成 になって い る為、計算問題 の反復練習 によ り上記 の 4つ の条件
を満た した計算力 を養 う教材 での教 育 が確 立 されてい るのだ。
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前章 で述 べ た ように、公文式教育が他 の算数教育 と何 よ りも異 なって い る点は、「 よ り
大切 な もの一計算カー の為 に、大切ではない もの一計算問題以外の単元― を捨 てるJと い
う限定的な学習内容 と、「年齢や学年 と関係 な く、それを超 えて、進める子 どもにはい く
らで も先 に進 ませ る、ちょうどの学習」 とい う指導方針 である (公 文

1980)。

しか し、公

文式 の提唱す るこの教 育方法 は、呆 た して本当に正 しい ものなのだろうか。

第一 に、 よ り大切 なもの (学 習内容 )を 「計算力」 に限定 して、他の単元の内容 を全て
洵汰 して しまう方法について、否定派 の意見 を用 い て検討す る。銀林浩 は、者書 [時 代 は
動 く !ど うす る算数 ・数学教育』 におい て、算教や数学 の基礎 は計算力にあ る とい う誤解
が横行 して い るとして、次の よ うに述べ ている。「 これは特 に 日本 ・韓国 。中国な どの東
洋 にお いて根強 い考え方 であるが、算数 ・算術 ・数学 ・数術 といった言 い方 に見 られるよ
うに、数 と計算が重要 だとみなす。確 かに、初歩的な計算力 は 日常生活に必要だか ら、 こ
う した考 え方 は実用主 義 とい う事が で きる。 しか し、 ヨー ロ ッパ の mathematicsと い う
言葉 には、数 とい う意味 も計算 をほのめかす もの も含 まれて い ない (中 略)刈 ヽ
学校 の算数
に
"が
にお い ては 数 の計算
大 きな部分 を占めるが、中学 以 降の数学 では計算 よ りは論証 の
方が重要 であろ う。」

この論述 を読み解けば、確かに初歩的な計算力 は日常生活に必要であるし、それを習得
しようとするのは実用主義的だといえるが、算数教育において重要なのは計算力だけでは
な く、論証などの算数的思考の部分 も大切であるとい うことが理解で きよう。つ まり、
「算数 といえば計算力 だ」 と言 って、他の大切な論理数学的思考を鍛える学習内容を省 く
ことは、子 どもの為にはならないのである。また、銀林は「小学校 でさえ、計算を速 くで
きる必要はないのであって、計算の原理の理解一 これが重要だ一 と確実に実行 できるとい
う自信があればよい。 (中 略)大 事なのは概念 であって、数値計算は電卓でやればよい。
J
と続けている。 この「数値計算は電卓でやればよい」 とい うのは少 し大袈裟か もしれない
が、 これは概念を重要視する、とい う部分 を強調する為の言 い回しだろう。 ここで重要な
のは、 "数 の計算"に 力を入れている小学校 であ つても、計算にスピー ドを強 く求めてい
るのではないとい う部分 である。公文公 は「計算力」の 4つ の柱 の 1つ を 問題 を解 くス
ピー ドが早 い"こ ととしている。その為、公文式教室 では、子 どもは 10間 の計算問題 を
「 1秒 で も短 く計算ができる様に」 と指導 される。
何分何秒 で解けるかをタイマーで計 られ、
に
教師は 時間はかかつても確実 に、正確に問題が解けるようにしましょう"と は指導 しな
い。何故なら、そのような指導を教師自身が公文式教室を始めるに当たっての研修で受け
ていないからである。
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また、教師は乱雑 に書かれた数字 であろうと、何 も言わず に九 をつ け、全問正解 して い
れば「 よ くで きましたね」 と褒めて花丸 をつ ける。公文教育の実践者 にとって、重視すべ
きは 速 さを併せ持 った正解率"で あるか ら、文字や数字が殴 り書 きされて い よ うと、そ
こには注意 を払わないのだ。 この点 について も、筆者 は強 い疑念 と不信感 を持 って しまう。
何故、 正確 に、丁 寧 に、秩序立てて活動す ることを大切 に しなければ い けない"と 教 え
るべ き幼児期 の子 どもに、そんなに も 速 さ"を 要求するのか。むやみに子 どもを急がせ
て、乱雑 な、子 ども自身す ら後で見直 した際には読めない よ うな字 を書かせ る様 な指導方
針 を取 ることは、果 た して正 しい方法 なのか。
この反論 について 日本公文教育研究会の前原美良教育主幹 は公 式 HPで 「字が きれ い に
書 けな くな って しまうのは、あ りつた けの力 で問題 にとり組 んで い るか ら。字 をきれ い に
書 くことに こだわ りす ぎる と、せ っか くのス ピー ドが落ちて しまうことにもなる。計算 は
速 く正確 に、宇 もきれ い にとい うのは子 どもに とっては とて も大変 な こと。 (中 略)様 子
を見 なが ら、お母 さんがお子 さんにあ ったや り方 を見 つ けてあげ られる といい。」 と答 え
ている。

つ ま り、字 を丁 寧 に書 くことは、せ つか くの計算 ス ピー ドを妨 げるものであ り、公文教
育 の 中ではさして大切 だ と考 えられてい ない とい うことである。そ して、字 を丁 寧 に書 く
ことは、教室で教師が教 える ことでは ないか ら、各家庭 で指導す るように とア ドバ イス を
してい る。 しか し、 これは、あ ま りに も無責任ではない だろ うか。文字や数量の学習の為
の「幼児 の部教室 Jだ として も、そ こに秩序的な指導 を組み込むのは大切 な配慮ではない
だろ うか。幼児期以上 に、子 どもが正確 なものや秩序 性 に こだわる時期 はない。公文教育
は、 この大切 な幼児期の育 ちの特性 を見過 ご して い るのではないだろ うか。
最後 に、保坂展人の著 『危ない公文式早期教育』 に書かれて い た 4歳 女児 ・ 7歳 男児 ・

6歳 男児 の書 いた作文 を記 載 し、そ こか ら考察 を したい。 これ らは、公文教育 にお いて優
秀児 と表彰 された子 どもの作文 である。 (句 読点や漢字 の表記 は、著書 に書かれ ていた ま
ま記載す る。)

263

名古屋芸術大学研究紀要第 35巻 (2014)

《 私 の頭は コ ンピュー ター 》
私 の頭 の 中には、 コンピュー ターが入 ってい ます。
毎 日、毎 日、動 いています。
で も、時 々こわれます。
私 の コンピュー ター は忙 しい んです。
毎 日ピアノをしな くちゃいけません。
ス イミングもしな くちゃい けません。
金曜 日は夫会話 …。
ママがす ご― く怒 った時、電池が走 らず動かな くな ります。
で も、 ごはんを食べ ると電池が新 しくな リパ ワー ア ップ します。
今 日も、 コンピュー ター はょ く働 きました。
朝か ら、国語、英語 と算数 のプリン ト、 ピアノの練習、最後 に 日記 を書 きました。
コンピュー ター はとて も疲れて眠 くな りました。
お休みなさい。 また、明 日。

(4歳

女児 の作文)

《 タイ トル表記 な し 》
ぼ くの 1日 は、 しな くてはな らないことが多す ぎて大忙 しです。
朝 はだい たい 5時 ごろの起床です。
そ して、 5時 半 までは外 に出ます。
まず、深呼吸 します。
肺 にた くさんの朝 の新鮮 な空気 を送 りこむと、
頭が ス ッキリして 目もパ ッチ リ覚めるんです。
朝食 をす ませると、朝 のお けいこです。
それか ら歩 いて、通学団の仲間 と学校 に行 きます。
学校 での生 活 は、実外 ゆ っ くりと過 ぎ去 って しまい ます。
学校 とは団体行動 を中心 に学 ぶ所 なので、
ゆった り時が過 ぎて も仕方がないのかなあ と思 い ます。
学校か ら帰 ると、その 日によって、 ピァノ、バ イオリン、体操、水泳があ ります。
これ らの習 い事 は、 自分か らたのんでや りは じめた ものなのでがんばって い ます。
時間を作 って、外で も人 と運動 を した り、読書 を した り絵 を描 い た りします。
夜 は早 く寝 ない と朝が大変なので、 7時 半 ごろにはベ ッ ドに入 るように して い ます。
今 はお城 な どの歴 史的な ものに興味 があるのでそれに関係 したプラモ デル作 りに時間
がた くさんほ しいです。
また本 を読 むのが好 きだか ら読書の時間 も十分欲 しいのが僕のほんねです。
この作文 を書 い てい ると僕は、ず いぶ ん忙 しい んだなあ と思 えて きます。

(7歳 男児 の作文 )
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《

1日 が 26時 間あればいい

》

ぼ くは 6歳 の、年長 です。朝 7時 に、お兄 ちゃん と、起 きます。
まず、ぼ くとお兄ちゃんは本 を読み ます。お父 さんは、新聞を読み ます。
お兄 ちゃんは、学校 に行 く前 に、25分 朝 のプリン トをしてい きます。
次は、ぼ くのプリン トのス ター トです。

1分 で も、1秒 で も早 く幼稚国に行 きたいので、がんば ります。
で も、お母 さんは次か ら、次へ とプリン トを出 します。
ぼ くは、悲 しくて、悲 しくて、涙が、でて きます。
で も、 ぼ くはがんば ります。

10時 に幼稚 園に、行 きます。幼稚 園で、おあそびを して、

3時 におむかえに来る、お母 さん と、家に帰 ります。
公文、幼稚 園、ス イミングとで、毎 日、大変です。
1日 の 24時 間では、足 りません。

もし、 1日 が 26時 間あれば、お兄 ちゃんと、
遊んだ り、お父 さん と、キャッチボールを した り、ブ ロ ックで ロボを作 った り、
テ ン トウムシの さな ぎをつ か まえて きて、虫になるの を、観 察 した り、
いっぱい、 いっぱいい ろんなことが、で きるのにと思 い ます。
で も、ぼ くは、大 きくなった ら、大金持 ちになって、アメリカや、 フランス 、
それに、宇宙旅行 へ も、行 きたい と思 ってい ます。
お母 さんは、「だか ら、英語 も、勉強 しな くては」 と言 い ます。お父 さんは、
「だか ら、算数 の計算が、 で きな くては、お金の計算 もで きな くて、
おか い もの も困るよ」 と言 い ます。だか ら、ぼ くは、勉 強 しな くては、 と、思います。
毎 日、がんばって、公文の、勉強 をして、上位者懇談会にえらばれたので、
お母 さん との約束 の、東京 デ イズ ニー ラ ン ドヘ 、 また、行 けます。
お兄 ちゃん も、一 緒 に表彰 されるので、上野動物園で、パ ンダを見 ることもで きます。
これか らも公 文 を通 して、切磋琢戸
蒼 します。

(6歳

男児 の作文)

このような作文か ら感 じるのは、公文教育 のみならず、 おけいこ"と 名前 の付 く活動
を行っている子 どもは非常に多‖
亡だとい うことである。そして、今 はよ くて もこの まま続
けて しまうと、 この先、子 どもも母親 も習 い事 に押 しつぶされて、精神的に追い詰め られ
て しまうのではないかとい う不安が よぎる。これは子 どもが書 いた作文 である分、如実に
「 自分の 自由に使える時間が欲 しい」
「好 きなことがや りたいけど、お母 さんに、お父さん
、
にや りなさいって言 われる」
「 IFく は、わた しは大忙 しだ」 とい う状況や′
と
情が痛いほど
に伝わって くる。 このような作文 を読んだとき、両親は、特に母親 はどの様に感 じるのだ
ろうか。
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保坂 の者書 には、他 にも子 どもが泣 きなが ら母親 に叫 ぶ年長 の男児 の体験談や、子 ども
の虐待防止 セ ンター に公文のケースが寄せ られてい るとい う事例 などの様 々な公文教育の
弊害 が い くつ も記載 されてい る。事例 によると、1日 中、母親 の怒鳴 り声 と子 どもの泣 き
声が響 き、何時間 もプリン ト学習 を続けさせた母子の姿が挙げ られてお り、同 セ ンターに
は他に も、数件同 じようなケ ースが寄せ られてい るとい う。 これ らは、 いずれ も子 どもも
母親 も、共 に追 い詰め られて しまったケ ースである。

このような事例は極端な一部の例ではあるが、現実に起 きて しまった悲劇であ り、子 ど
もの幸せな未来を望み、公文教育へ と子 どもを送 り出した親に とっては、悔やんで も悔や
みきれない ものとなったであろう。現実に、上記 の作文にあるような「時間が足 りないJ、
「や りたいことがで きない」、 とい う1大 況で生活す る子 どもにとつては、教育が息苦 しさの

原因になってしまっている場合もある。というのも、公某公が提唱する公文教育は 1日
20分 程度 とされているが 、それで も子 どもの持 つ特性や、様 々な概念の習熟度の差 によつ
ては、子 どもは何時間 も机 に縛 られ、次 々と出される何十枚 ものプリン トを解かなければ
犬況に陥 って しまう場合 もあるか らだ。
ならない】

第 3節

考察

子 どもが本当に「や りたいJと 自発的に思 い立ち、主体的 に取 り組む ことがで きないの
であれば、全 ての活動 は無理強 いの「や らせJに な って しまう。子 どもを成長 ・発達 させ
る為 の教育が、子 どもやその家庭 を壊すなどとい うことは、決 してあってはな らない。親
は、愛する子 どもの健やかな成長 と発達 を想 い、子 どもを様 々な習 い事 へ と誘導す る。 し
か し、その活動 は本当に子 どもが望 んでい るものなのだろうか。子 どもが 、そ の習 い事 を
行 う施設 に移動するまでの間、彼 らの 日は これか ら始 まる活動 へ の期待 で輝 いているだ ろ
うか。 もし、少 し虚 ろな 目をぼんや りと向けて い る とした ら、泣 いて嫌が った とした ら、
子 どもの望 む生活 "に ついて検討 し、子 どもの意思 を尊重 して、その習 い事 には区切 り
をつ けて も良 いのか もしれない。

現在、 日本 には様 々な教育方法があ り、多 くのお教室が存在す る。 しか し、全ての習 い
事が、子 どもの育 ちに良 い内容 と方法を採 っているとは限 らない。 どれが子 どもにとって
良い内容 で、 どれが危険かを見分ける ことは難 しくとも、子育て相談 などの窓口で、専門
の相談貝 に相談 し、連携 をとってい くこと も 1つ の手か もしれない。今 回、 モ ンテ ッソー
リ教育 と比較 をす ることを目的 として、公文教育 を 1つ の対象 として内容 と方法 を検討 し
たが、様 々 な事例 を考察 してい くにつ れて、今後、 日本 の数ある教育方法 の 中か ら危険な
早期教育 を見極め、子 どもとその家族 を守 る必要性 を強 く感 じた。
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子 どもが教育 によって弊害 を受けるような ことの ない ように、 この先 も、一 人の保 育者
として、真 に子 どもを伸 び伸 びと無理 な く成長 。発達 させ る事 ので きる教育 とはどの様 な
ものなのか を考えて い きたい。

丸山美和子氏の 「幼児期につけておくべき力」

第6章

九山美和子氏は、著書「幼児期 につ けてお くべ き力 と学童期へ の見通 し」
(か

もがわ出版

2010)に お いて、

1)数 概念 の形成 に必要 とされる力 として、
①数唱、②計数、③概括、④抽 出、⑤十 を一つの まとま りとして理解す る力。そ して

2)計 算がで きるようになるために必要 とされる力 として、
①未測量の理解、②集合づ くり、③一対一対応、④数概念の形成、⑤系列化の思考、⑥
保存の概念をあげ、こうした力を「生活 と遊びの中で、学習の土台 となる力を育てる」
と して い る。

第 7章

マ リア・ モンテ ッツー リ 算数教育 の 目的・体系・ 内容・ 方法

第 1節

感覚教具 の操作 か ら数概念の獲得 ヘ

子 どもを取 り巻 いてい る物は無数にあ るが、その多 くの物 の 中で共通 に持 っている属性
―
(大 きさ、重 さ、長 さ、形、色 ― 等 )は 限 られた もので、 これ らを見 つ け出 し、それ らの
要素や関係 をまず各 自の感覚器官 を通 して注意 を集中させ なが らとらえさせてい く。
「感覚 は、精神 へ の入 り口である。 すべ ての認識 は感覚 にお いて始 まる ものである。外
界 に対す る精榊 の認識作業 の基礎 は、感覚認識 である。事実 を克集 してそれ らを互 い に区
別する こと、 これが精神的形成へ の第一歩 で ある。J「 私 たちの い わゆる感覚練習 とは、子
どもたちが 区別 した り分類 した りす る可 能性 を与 えることであるJ(モ ンテ ッソー リ「幼
児 の秘密」)

そうして感覚器官によりなが ら、感覚教具の要素 となる三つの操作 (① 対にする、②段
階づ ける、③類別す る)を 基礎 に して、論理的に物事 を考 えていこう とす る力、つ まり
「分析」
「統合Jの 思考へ と関連す る力、物事や現象における構造を明確 にとらえる力な ど
をしっか り身に付けさせることが算数教育の前課程 として必要である。
感覚教具 の操作
「円柱 さし」の同 じ大 きさの もの どうしを見つ け出す、色板で
① 「対 にする」――
同 じ色の ものを対 にす るな どの姑応 づ けは、数概念「同値性」
の理 解 につ なが る。

「長さの棒」で長い もの順に順
②「段階づける」― 「円柱さし」で大きい もの順、
「不等号」の理解につ な
序づけることは、数概念「推移率」、
が る。
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③「類別す る」― 同 じ仲間 どうしのものを集 めて分類 してい く操作 は算数 の計算
において最 も基本 となる操作 である。
第 2節

幼児期における算数教育の目的

直接 目的は、
「幼児が生活経験 を通 して漠然 と親 しんで い る数量 に対 して、論理的に数
量概念 を認識 して体系的 に学 ぶ」 ことで あ り、
間接 目的は、
「幼児が文化全体 を吸収 し、習得す るために、又人格 を形成す るために必
要 とされる抽象力、想像力、理解力、判断力などを養 うため」 で ある。そ して この ことは
モ ンテ ッソー リ教育全体の方向性 として、
「 まろやかな人間形成 をす るため ―」 とい う大
きな 目標 と関連 させて しっか りととらえてお くことが大切である。 (「 モ ンテ ッソー リ教育
理論 と実践」 4

石井昭子、岩田陽子

P6)

第 3節

モンテ ッツーリ算数教育の体系
「数字」。
「数詞」の 3つ の関係、「数における 3者 関係」について、そ
①「量物」。
れぞれの意味を体験的に知ることを重視 してい る。抽象的に数や数量 を理解す
るのではな く、 3つ の関係が どのように成 り立ってい るのかを感覚器官 を使 っ
て教具から学んでい く。
②教具 はねらいや子 どもの発達段階に合わせて体系化 されている。
まだ量や数の理解が浅い子 どもには、
「数量概念の基本練習Jと して、
1〜 10ま での量の長さで教えてい く「計算棒」に よ くかかわ り、
「砂数字板」を
用い、砂数字を指でなぞって、手や日からの刺激か ら数字の呼称 と筆順 を学 んで
い く。 (写 真 1

2.3参 照

)

写真 1.感 覚教具の長 さの棒 と算数教具の計算棒
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写真 3

砂数字 を指の触覚 でなぞる

③「0の 概念」の理解を「錘形 と箱」や「0あ そび」の教具活動を通 し理解する。
( 与

真

4 5 6 7参 照 )
ー

写真 4 紡 ぎ棒 (1〜 9の 分離数 を計数 して
輪 ゴムで止めて分離量 を体感する)

写真 5,0あ そび (oの 概念 を遊 びなが ら身に
付 ける)

写真 6.数 字 のゴム印

写真 7.赤 い玉 と型ぬき数字 (奇 数 。偶数 を
理解する)
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④数量や数字の認識を身につけると、1,lo,100,1000と い う十進法の概念を理解す
るため、量 としての「金ビーズ教具」 とそれに対応 した「数字 カー ド」 を使用
してい く。 (「 十進法 I」 )(写 真 8,9,10参 照)

kQ
;◇ ⑤

/炒 命

写真 8

金ビーズと数字カー ドで十進法を理解する

写真

10

写真 9+進 法の位取 りを理解する

数 の配列 を知 る

「足 し算」、
⑤次の段階では、「十進法 Ⅱ」 として、十進法による、「交i奥 ゲーム」、
「割 り算」 の意味 を体 と目や手 を使 い なが ら理解す る。
「掛 け算」、
「引 き算」、
(写 真

写真
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11

11.12.13.14参 照)

金 ビーズ と数字 カー ド

1342

写真

12

金 ビーズ と数字 カー ド

2416
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削

:

．

キ

︐
﹃

写真

13 11と 12の 金 ビーズ を赤い布の

写真

14

中 に包 んで一緒 にする

布 を開いて ビーズ を数 える
足 し算の原理 を理解 する

3756

⑥「十進法 Ⅱ」 との並行練習 として、加減乗除の強化練習を「点あそび」、
「切手遊びJ「 色棒 ビーズJの 教具を使 って行う。 (写 真 1516参 照)

写真

15

切手遊 び

足 し算

写真 16 切手遊 び 足 し算 下段の切手 を上段に
ず らして一緒に して位 ごとに数 える

「足 し算板」、
「掛け算板」などの教具 を用いて、
⑦ そ して記憶による四則についても、
記憶 を伴 う加減乗除の強化練習を行 ってい く。
③一方 で連続数 の伝統的呼称 と配列 につい て学 ぶ。「セガン板

I」

では 11〜 19

までの数、
「 セ ガ ン板 Ⅱ」 で は H〜 99ま での 数字 の 配列 の し くみ を学 ぶ。
19,20,21の ように 1の 位 の数が 9ま で達す ると 10の 位が次に繰 り上がってい く

ことを分か りやす く示す ことができる。 (写 真 1718)
「100の 鎖J「 1000の 鎖」 の教具によ り連続数についての理解 を深める。
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写真

17

セガン板

1 1〜 19の 配列づ くり

写真

18 11〜 99の 配列 の しくみの理解

⑨人 に学 んで い くのが 、初歩 の平方・立法へ の導入 である。 これは数の倍数や二乗・
三乗 へ の導入 として位置づ け られて い る。 二乗 を意味す る正 方形色 ビーズ や三
乗 を意味す る立 方体色 ビーズ を使 って、二 乗や 三乗 の意味 を感覚 か ら身に付 け
てい く。抽象的に量 をイメー ジす るのではな く、二 乗 や三乗が ど うい う数 ・数
量なのかを感覚器官 を刺激 しなが ら理解。
⑩ ⑦ の記憶 による加減乗除 と初歩 の平方 ・立 法へ の導入が統合す ることで、上 級
算数 として、主 に小 学校 ・あるい は中学校 で学習す る内容、最大公約教 。最小
公倍数 ・平方根 ・立方根 へ と発展 して い く。
算数 ・数学 とい う分野 は、一つの小 さなつ まず きが いつの 間にか大 きな落 ち こばれ
となって しまう現実がある。モ ンテ ッソー リ算数教育 は、一 歩 一 歩 を確 実 に、 しか
も幼児や児童の興味 を引 き付 け、理解 しやす い よ うに、教具が考柔 され、指導 法 が
工 夫 されてい る。
今 日のグローバ リズムの世 の 中で、低学カ グルー プの底上げを行 っている驚異的な国が
ある。一つ は韓国であ り、 もう一つ はフィンラン ドである。
だが、両 国の子 どもたちの学 ぶ姿勢 は正反姑 である。
フインラン ドでは、子 どもたちが競争 もないの に進んで学 ぼ う とす る。
自分が個人 として生 きてい くために勉強 して道 を決める。
社会 は、子 どもの成長 に大 きな影響 を与 える社会的 。経済的背景 の格差 は決 して放置せ
ず埋めてい く。子 どもたち一人ひと りが社会 によって受け止 め られて い る⑤
モ ンテ ッソー リ教育は、社会的 ・経済的格差 による不平等 を許 さない教育理念 とともに、
それを可能にす る教育内容 ・方法 を持 っている。
学生 Fは 次 の ように小学校教育体験 レポー トをまとめて い る。
「幼児期 における算数教育 の 目的 と、 モ ンテ ッソー リ教育の人間形成 における大 きな 目
標 を重ね合わせた算数教育 を生 活 の 中に取 り入れて、生か してい くことで 、具体的に数量
の世界 の入 り口に立 つ ことがで き、児童期 の算数教育 の理解 もスムース にすすめ られ、そ
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して次第に抽 象度 を高めてい く算数、数学 の世界の理解 も、段階 を着実 に追 ってい くこと
によって進めてい けると思われるのである。
小学校の学習の中で、特 に算数はつ まず きやす い教科 の一 つ で ある。
子 どもや保護者はそ うした感覚 で算数 と向 き合 っていることが多 い。
つ まず きやす いか らがんば らせ るのではな く、楽 しいか らやってみ よ う と思 えるよ うな
教師の姿勢 と授業 づ くりが大切である。
子 どもたちそれぞれの発達段 階 を受 け入れなが ら、子 どもが主 イ
本になる授業 にす るに
は何 が必要 なのか。モ ンテ ッソー リ算数教育がその よ うな観点 を大切 に して い るよ うに、
私 自身 もそ うい う点 を常 に自分 に問 い かけなが ら、 自分 自身 も成長 して い ける よ うにな
りたい。」
今 日の 日本の幼児教 育、小学校教育 にお い て、算数教育 のみな らず 一般的に、 自然 ・生
活体験が不十分 になってい るとともに、手 と五 感 を使 い なが ら、集中 して思考 を深 めるこ
とが十分 に保障 されて い ない状況がある。
J.ピ アジエが提起 してい る、0〜

徴 的思考段階」、4,5〜

2歳 期 の「感覚・運動的水準期」、2〜 4,5歳 期 の「象

7,8歳 期 の「直感的思考段階Jな どの「前操作思考期」か ら、7,

8歳 〜 11,2歳 の「具体的操作思考段 階」 を十分 くぐらない まま、 11,2歳 か ら成人期 に求
め られる抽 象的な「形式的操作思考段階」 に突入 させ られ、子 どもも教師 も保護者 も苦 し
んで い る実態がある。
今 こそ しっか りと「具体的操作思考」 を育 てるモ ンテ ッソー リ教育 ・教具の持 つ意義が
再認識 され、楽 しく 。わか りやす い学 びの扉が開かれてい く必要‖
生を痛感す るもので ある。
第 8章

まとめと考察

幼児 は、生 活 と遊び等体験活動の中で数量概念 を身に着け ることが基 本であるが、具体
的体験か ら抽 象的思考 へ移行する前段階 として、」 ピアジエは「具体的操作思 考期」 を位
置づ けている。「象徴的思考段階」か ら、
文字や数字 を操作 して抽象的な思 考 ので きる「形
式的操作思考段階」 に入 る前 に、具体物や半具体物 を使 って手 で操作 しなが ら考 える「具
体的操作思考段階」が幼児や低学 年 の子 どもには必要 なのではない だろ うか。
「学習指導要領」 に準拠 した算数 の教科書 の指導書 にお い て も、
「具体的操作思 考段 階」
を考慮する必要性 について も指摘がみ られ、小 学校低学年 には、「おは じき」や「 タイルJ
等 の半具体物 ・半抽象物 である教具 も幾 つ か用意 されて い る。 (写 真 19)
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写真

写真 20 遠山 啓
(手 作 り)

19

学習指導要領 準拠
啓林館 算数 1、 2年 生用

水道方式 のタイル

教具

写真 21 遠山 啓
(手 作 り

タイル

1〜 900

)

しか し、学校現場では、時間 。人数等の制約 もあ り、 こ うした教具 を使 い なが ら十分 個
別あ るいは集団指導 をす る余裕が とれず、結局抽象的な数字 での操作 を、一斉指導 で行 う
ことで精 一杯 といった現状があ る。
「公文式算数教育」 では教具 は使用 しない。数字 を操
作す る抽象的思考力 を訓練す ることを目的 としている。
モ ンテ ッソー リ教育 における、手 を使 って P(姑 にす る)、

G(段 階 づ ける

)、

S(イ 中間

を集める)を 繰 り返す感覚教具、数量概念の基礎 を繰 り返 しの操作で理解す る算数教具活
動 はとりわけ 4、

5、

6歳 の幼児後期、小学校低、中学年期 に相応 しい学 びの内容 と方法

を持 っているのではないだろ うか。
また、算数教育 も、人間教育の一環 であるとす るとらえも必要不可欠 で ある。
モ ンテ ッソー リ教育では、幼児期 における算数教育 の 目的は、直接的には「幼児が生活
経験 を通 して漠然 と親 しんで い る数量 に対 して、論理的に数量概念 を認識 して体系的に学
ぶ」 ことで あ り、間接的には「幼児が文化全体 を吸収 し、習得す るために必要 とされる抽
象力、想像力、理解力、判断力な どを養 うため」 であるとしている。
人格 を形成す る、確 固 とした 自我 を形成す ることを第一の 目標 として掲 げ、競争原理に
よって早期教育 に走 り、個人 の興味 ・関心、発達段階 を無視 した り、個人 の要求や願 い を
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見失 うことの ない よ うに留意する ことが最 も大切であると言 えよう。
脳科学 の研究 も次の ように進め られてい る。

H.ガ ー ドナ ー は、人間の知 能 は多重 で あ り、
「言語的知能」、
「論理数学的知能」、「音楽
的知能」、
「 身体運動的知能」、「空 間的知能」、
「対人的知能J、 「博物的知能」、
「霊的知能」、
「内省的知能」 などを考 える事が で きる としている。
澤 口俊之は、H,ガ ー ドナーの多重知能理論 に学 びなが ら、
「言語的知能」、「論理数学的
知能」、
「音楽的知能」、「絵画的知能」、
「身体運動的知能」、「空 間的知能」、
「感情的知能」、
「社 会的知能」 の 8つ の知能領野 を想定、幼児期か らこれ らをまんべ んな く陶冶 して い く
ことの重要性 を提唱 して い る。そ して これ らの知能領野 を総括統御 しなが ら、人格 を形成
して い く「前頭前領野」 =PQを 育 てる事、そ して人間 らし く育 てることこそが 、幼児期
の脳教育 で もっと も重要 な ことで ある と提唱 してい る。
全人格形成 を常 に第一義に置 いた教育 ではな く、落 ち こば れの不安や競 争 に勝 ち抜 くた
めに、脅迫的に勉強 に追 い込 まれてい る場合 には、行 き詰 ま りや落胆、 自信喪失、挫折 に
陥 りやす く、それを乗 り越 える ことがで きない事が多 い。
算数教育が

勉強嫌 い"や

く、 学 ぶ ことが楽 しい存在 "、

自信喪失"や

進路狭除化 "の 最大 の要因 となるのでは な

論理性 の ある人格形成 の礎 "に なるために、幼児期 前期

の数 との楽 しい 出会 い、幼児期か ら児童期 にかけての算数教 育 の在 り方、内容 ・方法 につ
いての研究 の進展が急がれてい ると思 うので ある。
第 1章 、第 6章 、第 7章 、第 8章 、主な研究 ・執筆分担者 野原由利子
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