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教育における人間中心のアプローチを求めて

－プレイ・マウンテン・プレイス校に学ぶ－

山下和夫

8 1991人間関係研究会「人間中心の教育 号」

１．はじめに

子供の自発的な学習意欲を発揮させる

教育はどのようにしてできるであろう

か。これは、おおきなテーマである。今

回、 の人間中心のアプローチC.R.Rogers

に大きく影響を受け、４０年の歴史をも

ち、着実な成果をあげているロサンジェ

ルスのフリースクールにインターンとし

て滞在することができたので、その報告

をしたい。名前はプレイ・マウンテン・

プレイス（ ）である。滞Play Montain Place

在期間は１９８８年１０月２８日から１

９９０年３月２３日の約１年半である。

２．現状把握

◎概要

場所は、ロサンジェルス。国際空港よ

り自動車で約１５分。住宅街にある。

民家を改造して作ったこじんまりとした

学校である。一見すると、普通の家のよ

うに見える。私立学校にあたり、オルタ

ーナティブ・スクール（もうひとつの学

校）の一種類である。就学前保育、幼稚

園、小学校にあたり、ここを出ると小学

校を卒業したことになる。どこからも資

金援助は受けていず、すべて授業料でま

かなっている。

ＰＭＰ発行のパンフレットより歴史に

ついて紹介しよう。

ＰＭＰは１９４９年にフィリス・フレイ

シュマンにより自宅を改造して開設。当

初は就学前の子供達を対象にしたプレス

クールであった。もっと個性を尊重し、

感情の表現を重視し、友情と協調を重視

し、自分と他人に対する信頼を育むよう

な教育を自分の子供に受けさせたいとい

うのがその動機であった。

その後、１０年間で、幼稚園、小学部

を開設していく。スプートニクショック

で成績重視、タイトな教育が主流になる

中で、その流れに反対する親たちの要求

によってＰＭＰが大きくなっていった。

その過程のなかで、ヒューマニスティッ

ク心理学の 、イギリスのサマC.R.Rogers

ーヒル学園の影響を受けていく。

その教育の目的は、ひとつは多文化、

多人種、社会的経済的な多様性のある教

育的環境作りである。それにより、子供

達に社会的な問題について目を開くよう

にしている。もう一つは権威によらない

教育である。子供の学習意欲や能力への

Problem信頼、人間どうしの葛藤解決（

）、 、Solving 知的な部分の学習のみならず

情動部分への援助、特に怒りの感情の解

決への援助を目的とする。

また、ＰＭＰではユニークな教師訓練
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プログラムも作り上げてきた。インター

ン制度というのがあり（毎年５人のイン

ターンを置くことにしている 、校舎。）

の一部屋を貸してもらって実習を受ける

ことができるプログラムである。独自の

サポートシステムにより、インターンの

学習を促進している。世界各地から人が

集まってきていて、なかなか国際的な集

団となっている。私がいるときにも、日

、 、 、本をはじめとして インド マレーシヤ

イラン、ノルウェー、ウルグァイなどか

。 、ら集まってきていた このプログラムが

ロサンジェルスの公立学校、オルターナ

ティブスクールへ影響を与えてきた。

、 、現在の教育の流れは再び 成績重視で

権威的で、固定的で、構造のはっきりし

たカリキュラムをめざす流れであるが、

その中でＰＭＰはユニークな位置を保っ

ている。

１９９０年３月現在、９０名弱の子供

達が学習している。年齢は２才から１１

才までである 子供のグループ構成は 表。 （

１）の通りである。各グループは約２０

名ずつである。年齢については厳密では

ない。ナーサリーヤードとマウンテンヤ

ードは建物によって仕切られていて、混

ざらないようになっている。マウンテン

ヤードではグループは固定的ではなく、

混ざり合って学習している。また、先生

の許可をもらって各グループを行き来す

ることができる。

スタッフの構成については（表２）の

通りである。上記の各グループに２名の

先生とインターンとペアレントの補助が

いる。子供２０名に対し、大人４人とい

うかなりの高比率である。従来の学校の

ようなタテの組織ではなく、人間中心の

完全なヨコの組織で、 は命令をDirector

下す人ではなく、必要に応じて意見の調

整をする役割である。さらにスタッフの

情緒的な問題をも援助をするところが従

来の学校との大きな違いである。この中

で、 というのは親でスタParent Particepant

ッフの援助として参加するものでこれに

よって学費が免除される。

◎生き生きと育つ子供達－子供達の学習

の様子－

ＰＭＰの子供達はとても生き生きとし

ている。学校の中に子供達のエネルギー

があふれている感じである。それを時間

的に追ってみよう （表３参照）。

登校については、無理強いされること

はない 土曜日 日曜日は休みである ア。 、 （

メリカではすでに週休２日である 。８）

時から学校は開いていて、この時間は早

く出勤しなくてはならない親のために子

供を預かるビフォワーケアの時間であ

る。スタッフは８時半に集合し、準備を

することになっている。９時から９時半

までは、いわゆる登校時間で、親の自動

車に乗せられて、集まってくる。リラッ

クスした雰囲気で、ぽつんぽつんと集ま

ってくる感じである。学校へくると子供

達はそれぞれ自由にやりたいことをやり

始める。親と先生は必要に応じて子供の

事について情報交換をする。この３０分

という時間は適切な時間で、このあいだ

に次のモーニングミーティングへの心の

準備ができて行く。

９時半から１０時まではモーニングミ
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ーティング。１日のプランを決める大事

なミーティングである。このミーティン

グへの参加は義務づけられていて、入学

の際の子供との約束事項に入っている。

表４のような項目が設定してある。中で

も主な項目は、 （ 問題、困っPROBLEM

たこと 、 （計画 、 （ 分） ）PLAN SHARING

かちあい、聞いてほしいこと）の三つで

ある。図のような表が黒板にかかれてあ

って、ミーティングのはじめに発言した

いことがある子は、自分の名前をサイン

することになっている。そして議長がサ

インのある子どもを指名し、順番に発言

していく。普通左の項目から順番に進め

。 。ていく もちろん大人もサインができる

「問題」の例としては 「大事な首飾り、

をなくした。引越しをするので困る 」。

等ある。大人の発言としては 「掃除を、

、 。」しなかったので 学校が汚くて困った

とかである。人が困っていることはとて

も大事にしているので聞いていない子供

達がいたら妥協せず、聞くまで次の発言

。「 」 、にはいかせない 計画 の例としては

「砂場で山を作って遊びたい。松の葉を

。 。燃やして遊びたい レスリングをしたい

。 。」ダンスをしたい ラジオを分解したい

などなど子供らしいものが飛び出してく

る 「分かちあい」の例としては 「歯。 、

がはえてきた。この休みに旅行にいって

きた。こんなものを買ってもらった 」。

などである。

さらに、先生が子供に提供していくプ

ランもあって、それらは小学校低学年ま

では別枠で黒板に提示してある。算数、

国語、科学、ダンス、音楽、アート、木

工など様々である。瞑想、ヨガといった

ユニークなものもある。大きな流れは、

事前に計画してあって、その時々で臨機

応変に変化する。各プランへの参加はも

ちろん自由である。ミーティングの時に

やりたい子供はサインをすることになっ

ている。先生が「算数のプランをやりた

Me! Me!い子」と聞くと「私も、私も （、

」といって手が上がる。大人が提Me!）

供するプランと子供が進めていくプラン

がＰＭＰではうまくバランスしている。

ミーティングが終了したらいよいよ各

自の活動が始まることになる。食事は好

きなときに食べてよい。先生リードのプ

ランと子供の自発的なプランがそれぞれ

進行していく。次はその活動の一端であ

る。ＰＭＰには大きな砂場があり、そこ

で大きな山を作り、ホースを中にいれ、

水に赤い色をつけ、火山の噴火のように

している。子供達の目はキラキラ輝いて

いる。バスケットボールに熱中する子も

いる。古い松の木があり、そこからロー

プで作った長いスイングがぶら下がって

いるのだが、それを使ってターザンごっ

こをする子もいる。ロープをよじって駒

のようにスピンをすることもできる。何

回スピンしたか得点表を作っている子供

。 。もいる 子供のお気に入りの道具である

決して他の子と競争することはなく、自

分が何回できたか数えているだけなのに

は驚いた。障害物コースを作ってそれを

通過して遊ぶ子供達もある。店を自分達

で作り、おもちゃを売ったり、作った料

理を売ったりしている。これらの活動は

承認されていて、収入は一部ＰＭＰに支
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払い、自分達の小遣いにもなる。とって

もユーモラスな人形を持ってきて、それ

、 。を見せ合い 大声で笑い合っている子供

虫眼鏡を持って、草むらに入り、いろん

なものを発見し、興奮する子供。将来生

物学者になって世界の事を研究するんだ

という。

先生が差し出すプランにも楽しんで取

り組んでいる。目を輝かせて貼り絵のプ

ランに取り組む子供。この子は以前他の

私立学校にいてうまく行かずＰＭＰに来

た子なのだが、こんな形で少しずつ元気

を取り戻して行く。算数にも喜んで取り

組んでいる。

こんなふうで、エネルギーが充満し、

夢があり、希望がある感じだ。躍動して

いる。子供達の目の輝きが違うように思

う。

こんな雰囲気の中で学習が進んで行く

のであるが、その学習にはあるパターン

があることに気づいた。ある時は本を読

み、それにあきたら次は砂場に移って遊

び、次は、カード遊びをし、なわとびを

し、先生がしているプランに入って何か

をするという具合で、一つ一つの周期は

短いのだが、興味にしたがって動いてい

て一瞬一瞬熱中しているものだから確実

に身についていくのである。体系的では

ないのだが、それらが積み重なっていっ

て、相乗効果で子供の中で統合されてい

くといったらよいのだろうか。こんな例

もある。日本語クラスを担当した時のこ

と。子ども達の希望でこのクラスはスタ

ートし、挨拶をおぼえたり、歌を歌った

り（メリーさんの羊を日本語で 、日本）

。 、語でビンゴゲームをしたりした しかし

都合で２、３回しただけであって、その

年度は帰った。そして、次の年度。子ど

も達はちゃんと覚えていて、それを歌っ

てくれたのである。また、あいさつも次

々と広がっていっていて、大人までがそ

れを覚えている。こんなふうに興味にし

たがった短いサイクルでの学習が積みか

ねなっていき、その学習が波紋のように

広がっていくようなのだ。

算数や国語などのいわゆるアカデミッ

クな領域においてもこのような学習は進

んでいくようである。ＰＭＰではイメー

ジをともなって学習が行えるように工夫

している。算数においては午前中に３０

、 、分授業時間を取っているが その中では

積木を使って数の概念をおぼえさせた

り、ビンゴゲームやトランプゲームをし

たりしている。どれも計算のよい経験に

なるからである。また、このような授業

時間以外にも遊びの中から学べるように

工夫している。一例をあげると、子供達

の遊びの場の中に、クイズの形でブロッ

クをおいておいて、気が向いたら考える

ことができるようにしてある。時々立ち

止まって友達同士で、考えあっていた。

国語においては午後に３０分授業時間を

取っている。その中では、楽しめるよう

な授業内容になるように工夫している。

例えば、替え歌を作ってみたり、絵本に

して物語を作ったりである。また、算数

と同じで、このような授業以外にも普段

の遊びの中で文字に親しむようにもして

いる。バスケットの中に動物の人形がい

れてあって、机の上に単語を書いたカー



- 5 -

ドを並べ、その上に動物をおいていく遊

びをしたり、壁とかにいろんな言葉を書

いた紙をたくさんはっておき、文字に親

しむ雰囲気を作ったりしている。ニュー

スやポスターなども種類をどんどん変え

ながらはっていっている。

一般にＰＭＰの子供達は字が読めるよ

うになるのは遅い。しかし、いったん読

めるようになり始めるとその学習スピー

ドはとても速い。少しずつ頭の中にその

回路ができていって、それが蓄積され、

一気にわかるのだ。自由な雰囲気の中で

は、自分のペースで自然に学習が進んで

いくようである。卒業してからも問題は

ないようで、最初は戸惑うらしいが、徐

々に慣れて行き、初年度の終り頃にはす

っかり追いつき、トップの成績をとる子

も多いらしい。嫌々学習した経験がない

ので探求することの楽しさやコツを体で

覚えているのである。

さらに、トリップの日もある。ＰＭＰ

の中だけでは情報に限りが出てくる。そ

こで、どんどん外へ出ていく。ビーチ、

博物館、図書館、社会施設の見学に行っ

たり、ダンス、ミュージカルを見に行っ

たり、キャンプをしたり、友達の親の勤

めているところにいったりもする。人数

の少ない学校なので、気軽に出かけてい

ける。

２時４５分までこの活発な活動は続

き、クリーンナップタイム。全員で掃除

をする。親たちが迎えにきて、３時には

下校することになる。６時まではアフタ

ーケアというのがあり、働いている親た

ちのために子供達を預かることになる。

ビフォワーケアとも料金は別料金であ

る。

３時半からはスタッフ達は研修の時間

となり、図書室に集まり、研修し合う。

ＰＭＰ独自のユニークなプログラムであ

る。

◎大人の適切なサポート －フリースク

ールの方法論－

このような活動は大人達の適切な配慮

により支えられている。

まず、物理的な環境づくりである。リ

ラックスし、思わず遊びたくなるように

。 、するのだ ヤードに大きな松ノ木があり

適当な日陰を作ってくれ心身をうるおし

てくれる。その松ノ木に登って遊ぶこと

もできる。そこからスウィングがぶら下

がっていてターザンごっこもできる。グ

ラウンドはもちろん砂地。校舎は民家を

改造したもので何ともいえない暖かい雰

囲気を醸し出している。４０年間使い込

んできた暖かみというかそんなものを感

じさせる。きわめて人間的なのだ。

こういう心地よい環境の中で次のサポ

ートがある。先生の役割に （１）子供、

達の活動を見守り、援助する （２）自。

ら子供達にプランを提供し教えるの二つ

がある。その日の分担は事前に話し合っ

て決める。なかでも（１）の活動を見守

ることは特徴的で、大きく分けて、１．

学習環境の設定 ２．情緒部分への援助

３．葛藤（もめごと）の解決の援助が

ある。

１．学習環境の設定。このすばらしい

環境を状況に応じて変化させていく。例

、 、えば 子供達の気持ちが高ぶってきたり
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ストレスが貯ってきたら日の当たる暖か

いところにマットレスをだしてきて、そ

こで遊ぶようにさせる。喧嘩になりそう

になったら新聞紙で丸めた刀を出してき

たり、人形を出してきたりする。機敏に

察知し、少し早い目に環境を設定する。

そのことで雰囲気が変わり、子供達が心

地よくなるといった具合いだ。

知識や情報においてもこれはいえる。

具体的に目に見える形で、知識、情報を

子供達に提供している。いたるところに

ローマ字を始め、日本語、スペイン語、

地図、写真がはってある。地図や写真に

ついてはいろんな文化に目を開かせるた

、 。めに 他国のものがたくさんはってある

これらは固定しているのではなく、状況

に応じて、提供し、変化させていく。例

えば、スペースシャトルが打ち上げられ

たときは、机の上に地球儀をセットし、

シャトルのおもちゃを上からぶら下げ、

シャトルが地球を回っている姿を展示す

るというぐあいに。柔軟で、目で見て楽

しいように情報を提供している。日々の

、 、遊びの中で このようなものが目に入り

知識として蓄積されていくわけである。

この情報の提供の際に、ＰＭＰでは各文

化の多様性に目を開き、人種差別や偏見

をなくすような観点に留意している。日

本に関するものもした。節分の豆まき、

子供の日のこいのぼりなどであった。

２．情動部分への援助。ＰＭＰでは人

格の成長と学習とが統合されていると言

ったら良いであろうか。このような援助

を大事にしている。ここのスタッフ達は

ロジャーズが示した成長促進的条件を身

につけている。

大人も子供も感情（ 、気持ち）Feeling

をとても大事にしている。どの感情も、

持ち、表現することが許される。もっと

も表現の場合は、相手を尊重する形でと

いう条件が伴うが。子供の持つすべての

感情に共感的に理解しようとする （ ア。 「

クティブリスニング 。ＰＭＰにはこ」）

の雰囲気が満ちあふれていて、安心して

自分自身でいられるというか、何とも心

地のよい雰囲気である。また 「怒り」、

の感情の処理も大事にしている 「ムッ。

シュエリア」というのがあって、そこは

囲まれた空間で、段ボールの箱やバット

やポリタンクや人形などか置いてあっ

て、そこでは遠慮無しにものをぶつけた

り、壊したりすることができる。心おき

なく怒りの気持ちを発散することができ

るようになっている。

３．葛藤解決。

誰かとの関係で、傷ついたり、嫌な思

いをしたことも大事にされる。すべての

人がこの気持ちを表現することができ

る。英語では「 」という便利なNOT O.K.

言葉がある。お互いがこの気持ちをとて

NOTも大事にしている。誰もがこの「

」 。O.K. を主張することができるのである

リミットの概念である。大人も子供もま

ったく同様である。大人の「 」NOT O.K.

の気持ちは大事にされている。大人には

子供の安全や成長を見守る責任があるか

らだ。このとき 「してはいけない 」、 。

というのではなく 「あなたが・・する、

と、私は・・と感じる 」という表現を。

するようにしている。子供の判断を尊重
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した態度の表明である （ 私メッセー。 「

ジ 。安全に関してのリミットは絶対」）

である 「何人までのぼれる」とか「大。

人と一緒につかうこと」とか「外に出て

は行けない」とかの制限事項が存在して

いるし、大人がみて危ないと感じる行動

は遠慮なく止めている。もちろん子供か

（ ）らも大人に対して嫌な気持ち NOT O.K.

は遠慮なく表現できる。さらに、葛藤が

続くときは、すぐにミーティングを持っ

てお互いの気持ちや考えを表現し合っ

て、解決していっている。当事者とその

（ ）解決を援助する先生 ファシリテーター

とで成り立つミーティングである。これ

を「 （葛藤解決）と呼んProblem Solving」

でいる。子供達は日々の学校生活の中で

このようにして葛藤を肌で経験し、それ

の解決を学んでいるわけである。

また 「契約書」というのがある。子、

供達はＰＭＰの共同の部屋を自由に使え

る の で あ る が 、 そ れ に は 、 契 約 書

（ ）が必要である。子供達は、時Contract

間、使用者、掃除をすること、先生にそ

れをチェックしてもらうことなど紙に書

いて、終りに必ずサインをする。これで

はじめて共同のものを使うことができ

る。もちろん守られなかった時の罰則は

ないが、ミーティングを持って先生の意

図を理解させるようにしている。また、

入学に当たっては、同意書（ ）Agreement

を作成している。

このようにＰＭＰでは、権利と責任が

とてもはっきりしている。西洋の契約社

会に深く出会った気がした。ただ、自由

にしさえすればよいというものではない

のである。

３．まとめ

以上がＰＭＰでの学習の一端である。

ここで、ＰＭＰ滞在を通して私なりに考

えた人間中心の教育に必要な条件につい

てあげる。

１．安心して自分自身でいることができ

る。

によってあきらかにされた、成Rogers

長促進的な心理的風土がその基本であ

る。強制、審判なしにその子本来が尊重

される。

２．自発的な遊び。これは言うまでもな

いことである。子供達の心身の健康、創

造性の源である。大人の遊び観の押し付

けではなく、あくまで自発的であること

が大事だ。

． 。 、３ 社会性の育成 信賞必罰によらない

より本質的な社会性の育成をめざす。感

情と行動とを分けて捉え、感情について

は無条件に尊重しようとするが、行動に

ついては差し支えのある行動ははっきり

させていく 「私メッセージ 「葛藤解。 」、

決」のミーティングをとおして、日常生

活のなかから葛藤を体験し、その解決を

肌で覚えていくのである。

４．探求心の育成。日常の遊びからその

心を学んでいく。同時に大人からの子供

に適した情報や資料の提供も大いに必要

。 。である これがないと子供達が伸びない

構成的な授業もこういう雰囲気で強制の

ない形で行われるならば、その本来の良

さを発揮する。

５．自治的な共同経験。子供達が自発的
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に共同で一つのプロジェクトを完成させ

る。そのよりよい経験の場を提供する。

なかでも （１）がもっとも基本的な、

条件になる。以下の条件が人間中心にな

るかならないかはすべてこの条件次第で

ある。

４．おわりに

まだまだ伝えたいことはいっぱいある

のだが、紙数の都合もあるのでとりあえ

ずここまでにする。最後に私が特にここ

で学習してよかったと思う点をあげる。

１．子供を活かすためにスタッフ達が研

究に基づいた綿密な配慮をしているこ

と。つまり、フリースクールにはそれ独

自の方法論があること。

２．それに応えて通常の学校では考えら

れないほど子供達が生き生きとし、その

本来の学習意欲を発揮していること。つ

まり、子供は本来学習したがる存在であ

ることを肌で感じたこと。

３．自由の尊重と共にリミットをとても

大事にしていること。受容できない行動

については妥協なしにそのありのままを

提示していること。これには強さが要求

される 「自由」という言葉を、ただ、。

強制しないという面でのみ捉えている

と、この教育は失敗に終わるであろう。

以上である。このユニークな教育活動

について活字という方法では充分に伝え

られないようで、はがゆい思いでいっぱ

いであるが、それが少しでもつたわり、

人間中心の教育を進める上で参考になっ

てくれればと思う。
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（表１）ＰＭＰのグループ構成

・ナーサリーヤード

リトルナーサリー・・・２才から３才

ビッグナーサリー・・・３才から４才、５才

キンダーガーデン・・・６才

・マウンテンヤード

プライマリー ・・・７才から８才 （ヤンガーキッズ）

エレメンタリー ・・・９才から１１才 （オールディストグループ）

（表２）ＰＭＰのスタッフ構成

（主任） （管理部門）Head Teacher Administrative Staff

Assistant Teacher Directer

Intern Assistant Derecter

Volunteer Administrative Assistants

Parent Particepant School Maintenance

Board Of Directers (9)

（表３）ＰＭＰの一日

９：００～ ９：３０・・・集まる

９：３０～１０：００・・・モーニングミーティング

活動 先生リードのプラン（自由参加）と子供の自発的なプランが進行

午前 算数 ３０分

午後 国語 ３０分

２：４５ ・・・クリーンナップ

３：００ ・・・親が向かえに来る

６：００まではアフターケアがある

（表４）モーニングミーティング

Problem Plan Sharing News Question

問題 計画 分かちあい

Kazuo Tom Marryサイン

Joe Ken Audry

Bob

Judy


