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「小学生の生活と学力の実態とモンテッソーリ教育の果たす役割」
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第 1章

野並保育園)

研究の 目的 と方法

今 日の 日本の子 どもたちの学力 の問題点が世界的視野 か ら指摘 されて い る。
た とえば、記述問題や新 しい 問 い方 をした問題 に挑戦 しない。学 ぶ意欲や喜 びを持 ってい
る子 どもの割合 が他 国に比べ て著 しく低 い。学力格差が大 きい。学 ぶ ことを早期 か らあ き
らめて しまってい る子 どもが い るなど⑤
これ らの問題 は どこか ら生 じるのだろ うか。 こ うした問題意識 を持 って次 の よ うな調査
を行 った。

(1)ま ず、 4年 間、大学 の講義や ゼ ミを通 じてモ ンテ ッソー リ教育の理論 と実践 につい
て概略 を学 んだ学 生 たちが、1年 生 :付 属幼稚 園実習 1週 間、 2年 生 :保 育所実習
4週 間、小学校体験学習 2迅 間、 3年 生 :施 設実習 10日 間、幼稚 園実習 3週 間、 4
年生 :小 学校実習 4週 間、介護実習 1週 間、そ の他 自主実習やボラ ンテ ィア活動等
を通 して把握 して きた、①小学生 の生 活力、②学習能力 につい て感 じた課題点 と、
③ モ ンテ ッソー リ教育 の果 たす 役割 につ い て実感 して きた こ とにつ い て、 彼 らの
レポー トによって まとめてみる。

(2)上 記 に見た 日本 の幼児期 と児童期の教育 にとって、モ ンテ ッソー リ教育の もつ有効性、
と りわけ算数教育 について呆たす ことので きる可能性 について考察 してみる。

(3)名 古屋市内にあ る「瑞穂子 どもの家」 と「野並保育園」 の子 どもたちが 卒園後、小
学校 で どの ように過 ごす ことがで きて い るのか、子 どもの家 での小 学生 へ の 実践、
保育園での気護者へ の 聞 き取 りの結果 をまとめてみる。

第 2章

教育系学生 がとらえた、
小学生の生活力・学習能力についての課題 とモンテ ッツー
リ教育の意義
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1)学 生 Aが 気 になった児童の姿 とモ ンテ ッソー リ教育の意義
①小学 2年 生の生活力について感 じた口
果題

*水 道 の蛇口をひねって水 を出す際に適量 を出す ことがで きない。
*失 敗 した と きに自分で後始末がで きない。 (絵 具 の水入 れを廊下で こぼす、あわ
てて教 師を呼 んで くる、教師が拭 く、児童は立 ってぼ ― っと見て い るなど。)

*給 食 の配膳が うまくで きない。
*力 加減、 自分 の コン トロールが うま くで きない。
*目 と手 の協応動作 が難 しい。

*細 かなルールが ある方が考 えな くて済 むので生 活 しやす い とい う。
②小学 2年 生の学力 につい て感 じた課題

*ひ らがなや数年 の書 き順 をきちんと理解 しきれて い ない。
*長 い時間集中力が持続 しないので 、学習内容が細切れになる。
*感 覚的に「学習Jを し、思考力 を働か さない。

*足 し算 とは何か。号￨き 算 とは何か とい う活動 の意図が分か らない ままに、ただ式
を見て、 三の後 ろに思 いつい た数字 を書 い てい る生徒 の姿 も見 られた。
③低学年 におけるモ ンテ ッソー リ教育の意義
小学校 の生 活 ・学習環境が児童主体 に̲取 え られてな く、教師主体 となっている。 ま
だ具体物 を用 いて理解 をする段階であ り、抽象的思考力が不十分なため、教具 の持
つ意義は大 きい。言語教具では「単語並べ 」、
「小 さな黒板」、「名詞 と動詞 のカー ド
合わせ」、算数教具では「金 ビーズ」 と「数字 カー ド」 などの活用が望 ましい。
①小学 4年 生の生活力 について感 じた口
呆題

*全 体 の人数 を考 えて、一 人当た りの配膳量 を考 える事が難 しい。
*ノ ー ト記入 の際、線内に字 を納め られない児童が多 い。
②小学 4年 生の学力 について感 じた課題

*手 を動か して考 えるよりも、頭の中で考 えて答 えを出そ う とす るが、抽象的な問
題解決は難 しく、教師は絵や 図を提示 して学習指導 にあたって い た。

*様 々な学習 を経 て知識が多 くな っているが、 うっか リミスが 目立 つ 。
*文 章表現 の苦手 な児童が多 い。
*得 意、不得意 な教科が個人 にで き始めて い る。
*数 が大 きくな った割 り算 で、途中の掛 け算や引 き算でつ まづいて い る児童が多 い。
③ 中学年におけるモ ンテ ッソー リ教育 の意義
中学年 になると、理科や社会科 などの文化的な学習が始 まる。文化 的学習は、社会
に出た際の一般の常識 として求 め られる知識 で ある。児童 の知識 を広 く、深 い もの
に してい くためのス ター ト地点 となる。
具体的な操作が必要 な児童 にはモ ンテ ッソー リ教育の「文化教具」が効 果的。生 物、

222

「小学生の生活と学力の実態とモンテッツーリ教育の果たす役割」

植物、物理 ,地 理、歴史な ど魅 力的な教具が多 いので授業 の導入 などで使 われる と
児童 の興味 。関心 を集 め、効果的 と思 う。

2)学 生 Bが 気 になった児童の姿 とモ ンテッソー リ教育の意義
①小学 2年 生の生 活力 について感 じた課題

*椅 子 に きちん と座れない。姿勢悪 く、猫背。授業 に集中で きない。
*ハ サ ミは担任が管理、授業以外では許可 されない。線が曲が って しまう、最 後 ま
で切 れず手でちぎって しまう、開い たまま机 上 に置 い たままにす る、指 に入れた
まま歩 き回るなど、切 り方以前 に扱 い方 を知 らない。

*手 の力がないのか雑 巾 を固 く絞 ることがで きず、床 を拭 い て も水浸 し、バ ケツの
中にうま く水 を絞れない。汚れが落ちていず、掃除 をす ることの意味が分か って
い ない。

*落 し物、忘れ物、失 くし物が多 い。赤 白帽子が机 の横 の フックにかかってお らず、
床 に落 ち、踏 まれて真 っ黒 になってい る帽子 をその ままかぶ っている。袋 に入 っ
ているはず のハ ブランが入 ってお らず、給食 の後歯 を磨 けない。算数 セ ッ トの 中
に入 っているはず のおは じきや算数棒が入 ってお らず、算数 の時間勉強 にな らな
③低学年 におけるモ ンテ ッソー リ教育の意義

*小 学校 で も、 モ ンテ ッソー リ教 育 における コー ナーづ くりなど、 自主活動がで き
るよ うな工 夫が されるとよい。

*小 学生が掃除や食事 の準備が で きないの は、親や保育者がや って しまうため。幼
児期 か ら自分で 日常の生活行動がで きるような体、手、注意力 を養 うべ き。

*「 自分でや りたいJ「 や り方 を学びた い」 と強 く望 んだのに、「動 き方」 を教 えて
くれる大人がお らず、 自分 の意志で、 自分 の体 を意識 して正確 に動かす ことの で
きなか った子 どもは意欲 を失 って しまう。
史師が子 どもたちがやってみたい と思 えるような用具 ・教具 ・環境 を設
保育者や孝
定す ることで、子 どもたちはや ってみたい と思 う意欲が湧 き、それ を見 て学 び、
失敗 しなが らも挑戦す ることで成 長 して い く。

3)学 生 Cが 気 になった児童の姿 とモ ンテ ッソー リ教 育 の意義
①小学 4年 生の生活力 について感 じた課題

*窓 係、朝開け忘れ、友達が暑 い といっていて も自分の仕事 に気付かない。
暑 くて も上着 を脱がない、寒 くて も半袖で過 ご して い た り、 自分で体温調節 を し
よう としない。

②小学 4年 生の学力について感 じた課題

*大 きな字で線か らはみ出 して書 く、九帳面に線の幅いっぱいの きれいな字で書 く、
きれいな字で、小 さく薄 く書 くな ど様 々である。
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*字 を読 むのが苦手。割 り算 の計算 はで きる。落 ち着 きな く、集中で きない。テス
トで も人一倍進行速度が遅 く、半分 も問題がで きない子が い る。

*割 り算 の次 の単元 は面積。 l平 方 セ ンチ メー トル と 1平 方 メー トルの違 いや四角
形以外の図形の面積 の求 め方が分か らず混乱。

*理 科、骨 と筋 肉の単元。 もとは 6年 生の単元 で、ゲ ー ム内容 も難 しく、1時 間で
終 わって しまった。

*社 会、愛知県や近隣の県につい て、県庁所在地、平野名 を知 る。都道府県 の名称
のテス トを他の 時間に行 っていた。
③ 中学年 におけるモ ンテ ッソー リ教育の意義

*算 数 の割 り算 では切手遊 びが有効 だ と思 う。大 きな数で も計算 しやす く、小 さな
切手 を各位 の位置に置 くな どの操作 で、 ミスをせ ず計算 で きるようになるのでは
ないか。

*社 会 では、湾、半島な ど、地 図 で見 ただ けで名称 を覚 えるが、実際に どんな とこ
ろを半島 とい うのか 、島 との違 い につい て教師 の回頭説明だけで終 わって しまっ
てい たので、モ ンテ ッソー リ文化教育の よ うに粘土 で実際に地形 を作 ってみた り、
立体的な地図を用意す ることが効果的。

*4年 生が難 しい と感 じていた面積 ・体積 の学習 も、幼児期 に茶色 の階段や、 ピン
クタワーで感覚 的に何度 も触れて い た ら、 もっとわ か りやす い だろ う と思 った。
また、 4年 生 に も抽象的な文字 ・数字だけでな く、半具体物 ・半抽象物 である教
具 の工 夫 と活用が必要だ と思 った。

4)学 生 Dが 気になった児童 の姿 とモ ンテ ッソー リ教育の意義
②小学 5年 生の学力について感 じたH呆 題
算数が苦手で、授業中に理解ができず泣 いて しまった。給食前に一緒に問題を解 い
てみた。や り方 さえ分かれば、自分の力で解 くことがで きるが、教師力Wに しす ぎて
理解の遅 い子に力を貸す余裕がなく、置いてきぼ りになって しまう例が多いと感 じ
る。

③高学年 におけるモ ンテ ッソー リ教育の意義

1時 間 (45分 )の 授業 の在 り方 についてモ ンテ ッソー リ教育の方法が有効。

1.分 か りやす く楽 しい問題提示
2,自 分 で答えを発見で きる問題提供
3.も っとや りた い気持 ちにさせ、理解 を深める時間を与 える
特 に 3が 重要、 自分で繰 り返 し反復 して理解 を深める時間が足 りない。

5)学 生 Eが 気 になった児童 の姿 とモ ンテ ッソー リ教育の意義
①小学 4年 生の生 活 について感 じた課題
児童たちの普段 の会話 の 中で、
「 うざい」、
「 きもい」 とか用 い よ うに よっては人格
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否定 になる言葉 を頻繁 に使用。実際に傷 つ き泣 い てい る場面 もあった。良 い面 に も
悪 い面 にも働 く言葉 の持 つ威力 をきちん と把握 してい ない。言葉の負の力ではな く、
正の力 を十 分に味 わえるよ うな教育現場 にな らねばな らない。
②小学 1年 生の学力 につい て感 じた課題

*9月 漢字 を習 い始め た 1年 生、先 生 と一緒 に確認 した書 き順 に関係 な く勝手 に書
いてい る。注意す ると、気付 いてい ない子 どもも多 いが、
「 いいの、いいの」「 だっ
て面倒 くさい もん」 と無視 してい る子 どもも多 い。

1年 生の時点 で、学習 を面倒 に感 じ、手抜 きを覚 えて しまって い る子 どもが多 く
い る。
小学 4年 生の学力 について感 じた課題

*授 業 の場が、 自信 を持 ち、安心 して 自分 の意見 を言 える場、 自分 を表現で きる場
となっていない。

*書 きことばでは、漠字の書 き取 りの力 に差がある。
*「 お「 と「を」、「わ」 と「は」 の使 い分 けがで きてい ない子 どもがかな りの数居
る。

③低学年、中学年におけるモ ンテッソー リ教育の意義

6校 での体験学習、ボランティア活動、実習を行 い、学校間の違い に気づ く。 これ
は、個 々の子 どもが抱えている問題、それを受けて子 どもたち全体が醸 し出す学級
の雰囲気、その場に配属 された教師の学級経営やそれを守 る校長の学校運営 の方法
などにより生 じる。モンテッソー リが強調 している、個 々の子 どもの理解、教師の
自己の資質向上のための研鑽が重要である。

6)学 生 Fが 気になった子 どもの姿 とモ ンテッソー リ教育の意義
② 2年 生の学力について感 じた課題

*2年 生の算数の掛け算の学習で、塾などですでに学習 している児童 はす ぐにで も
九九を唱えたい様子 で、 5× 7の 意味、 どうして答えが 35に なるかを学 ぶ場面
でも「九九使 っていい ?」 と質問す る児童が何人かいた。

7)学 生 Gが 気になった児童の姿 とモンテ ッソー リ教育の意義
②小学 5年 生の学力について感 じた口
果題

*授 業が始 まり15分 くらいする と私語 を始めた り、集中できない児童が数名い る。
*カ スタネッ ト、タンブリンなど低学年から使用 してきた楽器なのに、正 しい使用
法が身についてお らず、教えると美 しい音が出ることに感動 していた。

*算 数の授業 では、段 々難 しくなってい く問題に頭を抱えている児童が増えて きて
いる状態。「どうせ、私には解けない」
「や りた くない」などマ イナスな姿勢で臨
んでいる。 自分に自信が持てず、口
帝めがちになって しまい、周 りと自分を比較 し
て 自分 の力 はないのだと勝手に判断 して しまっている。
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④高学年におけるモ ンテッソー リ教育の意義

*幼 児期、低学年期に楽 しく教具に親 しんでいれば、理解力がつ き、ゆっ くり、自
分のペースで考えることができ、集中力 もつけることがで きるのにと思 った。

8)学 生 Fが 気になった児童の姿 とモンテッソー リ教育の意義
② 5校 の小学校 1年 生から6年 生 までの算数の授業でみ られた学力 の格差
「やらない子 ども」̲̲̲そ の活動 の意味や方法はわか っているのにやろうとしない。
「で きない子 ども」一

その活動の意味や方法がわか らない。

― その活動 をどうすすめたらいいのかがわかっていない。
「やれない子 どもJ― ―
「これ、よくわか らない 一」 と感 じ始める と、少 しずつやろうとしない、
「や らない子 ども」になってい く。その時期 を越えた子 どもは「 で きない子 ども」
に突入 して しまう。
「 で きない子 ども」は周 りの友達の真似 をした り、写 した り何
とか しようとする。 しか しその段階を超えた子 どもは最終段階である「やれない子
ども」になって しまっている。先生が何 をどうす る時間なのかまでいわないと動 き
出さない。傍に行 き、教科書 を開き、 ノー トに日付 と目当てを書 くところか ら説明
しなければならない。その場 でで きた小さな差ではな く、今 までの積み重なった差
が今 の子 どもの学習状況を苦 しめている。
③ モ ンテッソー リ算数教育の意義
小学校入学時、子 どもたちのスター トラインは皆違 っている。
幼児 の頃から、子 どもの遊びたい 。触 りたい 。やってみたいと思 う気持ちを前向き
に捉え、感覚的に算数の世界を経験 してい く方法の必要性 を痛感する。

9)学 生 Gが気 になった、野外活動における小学生たちの生活の姿
*入 浴後、 タオルが絞れず、握るだけ、振 り回して水気 を飛ば した気。
*洋 服 をたためず、 ぐしゃっと九めるだけなので、リュックに収 まりきらない。
*包 丁や ピーラーの使い方を知 らない。全部削って しまうなど。
*リ ュ ックやスリッパの散乱

*扉 の開けつ放 し
*咳 、 くしゃみ、あ くびのマナーができていない。
*ほ うきの使い方、机拭 きが うまくできない。
*マ ッチを榛れない。

*手 洗 い、着脱が きちんとできない。衣服の乱れを直そうとしない。
第 3章

日本の幼児教 育 と児童期の教育 にとって、モンテ ッツー リ教育の持 つ
有効性、 とりわけ算数教育 につい て果 たすことのできる可能性 についての考察

まず、 モ ンテ ッソー リ算数教育 は、
「数 Jと い うものに興味 を持 ち始 める幼児期 の発達
段階に しっか りと姑応 した内容 と方法 で あるか検証 してみた い。
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1)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、精ネ
申へ 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。
外界に対する精神 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、 これが精榊的形成への第一歩である。
」
「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」 (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」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。
史具の操作
感覚孝
①「対にする」― 「円柱 さしJの 同 じ大 きさのものどうしを見つけ出す、色板で同
じ色のものを対にするな どの対応づけは、数概念「同値性」の理
解につ ながる。
② 「段階づ ける」― 「円柱 さし」 で大 きい もの順、長 さの棒で長 い もの順 に順 序づ
けることは、数概念「推移率」、
「不等号」の理解につ ながる。
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、位取 りの整
理をは じめ、算数の計算において最 も基本 となる操作 である。

2)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

P6)
3)モ ンテ ッソー リ算 数教 育 の 体系
子

「数字」。
「数詞」の 3つ の関係、
① 「量物」・
「数における 3者 関係Jに ついて、それ
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。
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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」 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。
③ 「 0の 概念」の理解を「錘形棒 と箱」や「 0あ そびJの 教具活動 を通 して理解する。
④数量や数字の認識を身につ ける と、1,10,100,1000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Jと それに対応 した「数字カー ド」を使用 してい く。
(「

十進法 I」 )

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」、
「足 し算」、
「掛
け算」、「51き 算」、「害Jり 算Jの 意味を体 と目や手を使 いなが ら理解する。
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J、「切手遊び」
「色棒 ビーズJの 教具を使 って行 う。
⑦ そ して記憶による四則についても、
「足 し算板」、
「掛け算板」な どの教具 を用いて、
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 11〜 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。
「100の 鎖」「1000の 鎖」の教具によ り連続数についての理解を深める。
③次に学 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 してい く。
⑩⑦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、最大公約数 。最小公倍数 ・
平方根 ・立方根へ と発展 してい く。
一つの小 さなつ まず きがいつの間にか大 きな落 こぼれとなっ
算数・数学 とい う分野は、
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、教具が考案され、指導法が工夫 されている⑤

第 4章

瑞穂子どもの家 「幼児期から児童期ヘー 日常生活と文化教育のつながリー」
(森 下京子の実践)

園の概要
モ ンテ ッソー リ瑞穂子 どもの家

228

名古屋市瑞穂 区弥富町月見 ヶ岡 42香 地の 1

「小学生の生活と学力の実態とモンテッツーリ教育の果たす役割」

1989年 設 立 無認可園
現在、親子 で通 うイ ンファンク ラス、 プレクラス
歳

合計

2歳 〜 3歳 、

幼児 クラス

3歳 〜 6

親子 15組 、子 ども 30名 在籍。月齢 で入 園、 3歳 のお誕生 日以降にクラス を移

行 してい く。小学部 を併設 し、アフタス クー ル として、モ ンテ ッソー リ教育活動 を して い
る。
保育従事者 4名

1

内資格保有者 2名

音楽講師 1名

年度替 わ りを捉 えて

在園児 は、三 月、年度末 に、卒園児 を送 ると新入園児 との対面式 を済 ませ、各 自、個人
用引 き出 しと荷物かけの移動 を済 ませる。新 しい春 の準備 を済 ませ ることになる。
年中児 は、新年少児 (3歳 児 )を 迎 え、 自分 の下 に、層が一層増 えた ことを自覚す る。場
所 の引越 し、出席帳の色が変わる。名前 の表記 の違 い な ど、 どの年齢 も自分が進級 した こ
とを 自覚 で きる、大切 な機会である。
四月の始業式は、新 しい 出席帳に出席印を押す とい う活動 だけにな り、式は始 ま りの挨
拶 とメンバーの記念写真撮影 とい うい たってシ ンプル な もので ある。 しか し、入室 した途
端、 自分 の場所 が変わって い たこと、特 に年長児 は 2階 へ 持 ち物 を移動 させ、個人引 き出
しも移動 させてあるので、今 まで 2階 は少 し遠か った場所が近 い環境 になる。特 に 2階 に
は文化教具があ り、毎 日それ とな く目にす ることになる。 しか し、子 どもの環境 の変化 に
つい て、以下の点につい て、特 に配慮 してい る。

2.今 までの環境 を、大 きく変化 させ ない と言 う視点か ら、場所 の移動 について配慮す る。
①個人用引 き出 しは、中の トレイだけを移動 し、移動 してか ら名前 を新 しく書 き直す作業
をす る。 年少児 は、 月齢 で移行入室す るので、月齢順 に上か ら引 き出 しを決めて い く。
当 日引 き出 しを決める子 どももいる。
年中児 は、転園児 がない 限 り、順呑 はその まま、 2列 並んで い る隣の引 き出 しヘ トレイ
の移動 をす る。年長児 は 2階 へ 引 き出 しを移動す る。年長児 になると、 自由に 2階 が使
え誇 らしい気持 ち も一番 と増す ようで ある。階段 の上 り下 り、教具、用具 の取 り扱 い に
つい て コ ン トロールで きる よ うになると 2階 での個人活動が保証 されてい く。
の 20セ ンチ高 い荷物かけへ 、
②荷物 かけの場所 も同様 に、一 階 の低 い荷物かけか ら、反射狽」
年長児 は、 2階 へ 移動す る。 2階 とい う、今 まであま り目に触れ ることが 少 なか った子
どもも必 ず、文化教育 の環境 に触れて もらえるよう配慮 して い る。
この場所 の移動 は、絶 えず年齢 ・体力 の差のある子 どもたちが、それぞれの活動 を効率
よ くスムーズ に行 うために、個 々に どれ くらい時間がかか るかを考え、狭 い室内で の動
線 と年齢差 による、行動 にかかる時間か ら考 えた ものである。
学年 が進 む とい う実感 を、使用で きる場所や物 の変化 と共 に、子 ども自身が 自己へ の期
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待 と信頼 を育みつつ 、その時 を待望す ることを考 えて、 2階 へ の移動や、年齢別 の色分
けされた 出席帳 の 目E日 、お誕生表 を考 えて い る。

3.日 常生 活活動 の 中で、感覚 ・算数 ・言語

。文化 の環境 を準備す る。

例 【
出席帳 に判 を押す 】
日常生活の練習

手指 の運動の獲得 (出 席帳 を折 る。ケースに入れる。
)

算数教育

一姑 一対応 (見 本 と同 じ場所 を見 つ け て、対応 させ る)(E「 に判 を
押す)。 数字 の読み方 ・連続教 ・カレンダー表記 ・引 き算 (後 何 日で、
夏休み)・ 曜 日と日にち (一 週間 ごとのカ レンダー、一 ヶ月連続 の
カ レンダー)。 出席 日数の計算 (出 席 印 を数 える。週 ご とに足す。
月 ごとに足す。年間 を足す。)

言語教育

助数詞の読み方

(つ

日にちの言 い表 し方
文化教育

時間の概念

(き

い たち・ふ つ か ・・・・・・・・・・

はつ か)

ょう、きの う、あ した、お とつい、あさって)
の う・ きょう・あす 。今週 ・来週 ・季節 ・行事 ・季
(き

節 の風物 )
出席帳 は、「子 どもの家集団の 出席 カレンダー」 を使用 してお り、12ヶ 月色違 いのおな
じ様式の ものである。そこに、 E日 を押す。印 は月別 の模様 であるが、押す場所 は見本 のカ
レンダーで 日にち と、場所 を探 して各 自押す。曜 日や、 きの う 。きょう 。あす などの時間
の表現 もカレンダー内にあ り、子 どもがカレンダー に出席印 を押す度 に、 日に触れるよう
になってい る。 これは、新 しい月になる と、数字 カー ドの入れ替 えがあ り、連続数 の獲得 と、
週 とい う単位 で連続数 をカレンダー表記するときの並 び方 の違い も理解で きるようになっ
ている。
また、 自分 の カ レンダー を作 る用 紙 には、数字 を書 き入 れ るマ ス は書 い て あ るが 、後 は
全 て 自分 で 記入 す る もの、数字 が薄 く書 い て あ り、 なぞ り文 字 な って い る もの の 2種 類 が
あ る。 絵 や模 様 、時 には「 の は ら歌」 の なか の 詩 を、子 ど も達 が 自分 で選 び考 えて書 く。

幼児期の算数教育の土台 と児童期 へのつなが り
算 数教 育

幼児

1

大 きい小 さい 長 い短 い 重 い 数字か ら、具体的な量 を想起で
軽 い 、多 い少 な い な どオロ対 的 な きる。量感か らシェーマ が作 ら
量 の概 念 を作 る。
れて い るので、
量 と数字 の一 致、

量 感 を育 て る。

学童

数量 の合成分解が容易。
何が変化 してい るかをよ く理解
で きる。

2.数 字 と量 、数詞の
一致
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て、正 しく理解す る。
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3.十 進構造 の理解

金 ビーズ に よる操作
色 分 け され た 数 字 カ ー ドに よ
り、 カ ー ドに よ る 位 ど り も ス
ムーズ に行 く。
十 進記 教 法 を身 につ け る

4.環 境 と提示

秩序感が育 つ。
活動 の 手順 、順 序性 、効 率 、
道切 な援助 を受 ける事 に よ り、 合 理 的 な方 法 を考 え付 く。
他者 へ の援助 の仕方 が分かる。 教 え方 が上 手

5,全 体か ら部分ヘ

提示 の流れ、方法
全体 を提示、 自己活動 による部
分 の理 解、繰 り返 しによる習熟
全体の構造、つ なが りを理解

部分か ら全体 ヘ

6

具体的な操作 を
とお して理解

文化教育

数字 によって表 される位 を正 し
く理解、操作 で きる。
繰 り上が り、繰 り下が りの操作
が正 しくで きる。

大枠 での理解
共通性や、方法 を取 り出す こと
がで きる。
応用が出来 る。

P,G.Sに よる理解 の方法を身に 何が同 じであるか、 どう変化す

つける。

るかが見極 め られる。
同値性 、推移率

幼児

学童

動植物 を飼 う、育 てる。
宇宙 の誕生
身近な自然 を観察す る。
科学館見学、天体観測
さんぽ (公 園で、砂、水、空気 ) (隕 石 ・プラネタリウム)
観察画
動植物 の観察記録 をつ ける。

地球の誕生 (化 石堀

瑞浪)

生命 の歴 史
年 間 の 定点観測 (自 然観察
5分 野 の生物
天 白川、猪高緑 地、東 山裏 山、 食物連鎖
いの ちのつ なが り (相 互依存)
山山
奇)￨￨)
田回の米作 り (猪 高緑地)
畑 の大豆作 り (明 智 )
植物 の 1年 、動物の一生の観察 人類の進化 (見 晴台古墳 )
年間の行事

カ レンダー作 り

家族 の記念 日。誕生 日
自分史 (6歳 のお誕生祝 い)

文化 史
数字 や文 字 の 発 明
世 界 の言 語
漢 字 の 成 り立 ち

家族史 ・ 自分 のルー ツを手繰 る

園庭 の地 図、国の周 りの地 図
園外保育 の子 ども用計画
(持 ち物 と目的地 までの地図)

世界地図 世界 の 国 と国旗、首
者￨
外 国の文化 に直接 ふれる
国際 セ ンター な どの行事
遠足 (博 物館、科学館、動物園、 外 国か らの手紙
植物園、潮干狩 り、牧場、化石 日本地図 県 と県庁所在地
堀 り、軽登 山)
旅行計画 とその実行
(デ イキ ャ ンプ ・ 1〜 2泊 旅行 )
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第 5章

野並保育園の卒園児の生活 と学力につい ての保護 者 か らの聞 き取 り調査
(村 田尚子)

1,数 概念 を獲得 した学童期前の子 どもに見 られた姿
・給食時 のおかわ り用 の トマ トの個数 と、並んで い るお友達 の人数 とを比較 して、幾 つ
トマ トを持 っていった らよい のかについ て、
「全体数か ら認識 して分ける」 とい う操
作 を、子 どもか ら行 っていた。
・朝 の 出欠席 を石
窪認 した後、「 クラスの人数 ―欠席 の人 数」で今 日の出席児 の数 を子 ど
も同士で、毎 日計算 してい た。
・園で収穫 した じゃが い もや夏野菜

(ト

マ ト、キ ュ ーリ、 ピーマ ン、ナス)な どを数 え

る際、具体物か ら抽 象数へ の橋渡 しになるよう、半具体 ・半抽象物 で ある金 ビーズの
教具 を使 い、全体数 を確認 してい た。

2.卒 園児が小学校で見せた姿
1)生 活面
。自分 の考えを持 ち最後 までや り通す事が出来る。 (他 人の考 えに流 されない
)
・困難な事があ って も失敗 を恐れず、前向 きに取 り組 むことがで きる。
・学校 の準備、提出物 など、親か ら言 われな くて も自分か らきちん とやっている。
・先 の見通 しを立て、手順 よ く早 くこなす事が出来 る。
・先 生やハ ンデ イー をもつお友達のお手伝 い な ど自分か ら気が付 き行動 して い る。
・い けない事 と思 った事 は、上級 生 に射 して も意見す る事が出来 る。

2)学 習面
・幼児期 に行 った、アイ ロンビーズ や縫 い さしなどの経験が、 家庭科 の授業 で も生か さ
れ、 エ プ ロンやナ ップサ ックな どを簡単 に作 る事が出来た。 (ピ ーズ アクセサ リー を
作 るのが趣味 となっている)
・
「文化教育」で取 り組んだ国旗 に関す る活動が、世界地図や 日本地図な どの 国名、地
名な どの理解 ・記憶 に役立 っている。
・
「幾何学立体」 の活動が、展開図作 りの理解につ なが り、算数 では図形問題が得意 である。
・ 自分 で調べ る事が好 きで、出かける時はメモ帳 と鉛筆 を持 ち不思議 に思 った事 に関 し
ては、納得 い くまで探究 して い く。⇒ 調べ た事 を記事 に して載せた りしなが ら新聞係
として活躍 して い る。
・学習面 では、小 学校 に入 って も困る事 はない。読み書 きでは、内容 を理解 して読 む事
が出来 る。文宇 もしっか りした文字が書 けて い ると先生か ら伝 えられた。
・学習面 で、物足 りなさそ うに感 じてい る様子 を見せて い る。
・十進法 を具体物か ら理解 して い る事 で、 す ぐに全体像が わかるので文章問題 で も得意
である。金 ビーズ での銀行 ごっこ、両替 ごっこの取 り組み で買 い物 に出掛 け た時にお
つ りの計算がす ぐに出来るな ど生 活面 に も生か されてい る。
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第 6章

結果 と考察

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 はフイ ンラ ン ドで ある。
だが、両国の子 どもたちの学 ぶ姿勢 は正反対 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。
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
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
によつて進め 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 どもが主体 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。
J
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。
」 .ピ アジエが提起 して い る、0〜 2歳 期 の「感覚・運動的水準期 J、 2〜 4,5歳 期 の「象
徴的思考段階」、4,5〜 7,8歳 期 の「直感的思考段階」 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、 H,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。
史育 ・教具 の持 つ意義が
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 リ孝
。
再認識 され、楽 しく わか りやす い学 びの扉が開かれ てい く必要性 を痛感す る ものである。
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