
フィンランドに学ぶ亙 33

フィンランドに学ぶ1

宗　形　潤 子（織島大学大学醗教育学醗究秘

　P至S盛薩繋藝祭学力調査）轡馨一一一であるフィンランドの教官は，今霞本の教育饗でも大きな涯羅を浴

びている、，その教育を教育システムの綴要，基礎学校での授業や線書園での就学蔚教育の婁際の子

ども，教麟の姿から読み取っていく。基礎学較における子どものともに学び合う姿，醜く3姿，教

瞬の時黙約・藥神麟余絡に支えられた理念に基づく自揺あふれる姿，そして基礎学校での子どもの

姿を支える就学藩教育をもとに舞本の教官で学ぶべきことは何かということを瞬らかにした。E遷奉

の教麟に今，必要なのは欝分な辱の遷念を持ち．麟霧を持って授業をすることである。

　全体を3藩構成とし，三では実繰の授業の姿，翼では授業を支えるフィンランドの雛会的背景，

穰では茎と嚢を受け，薮本の教育がフィンランドから学ぶことについて総揺的に遠べていく，

〔キーワード〕フィンランド　基礎学校　就学蔑教育　教麟の珪念

茎　はじめに

　フィンランドはいま，露本の教育罪において最も縫

心が高まっている醤の…つである．それは．フィンラ

ンドが0建Cむ（経済脇力闘発機構〉による国際学力調査

P至SAが■議雰一という娃成績であること，それにもかか

わらず選界一…授業時岡数が少ないということからであ

る。今まで，欝本人にとってフィンランドは遠い北歓

のひとつの溝というイメージでしがなかった。オーロ

ラやムーミンは知っていても，フィンランドと教育は

結びつくことがなかったのである。しかし，いまやフィ

ンランドには欝本の多数の教育鱒係者がi訪れ，フィン

ランドと名浮つく嚢本麟内のシンポジウムなどもたい

へんな人気を博すものとなっている。

　私もフィンランドを懸ったのは，やは靭避獲SAの好成

績がきっか1ナである。§本の2倉§3年の成績が2鵬年に

競べ，振るわなかったこととともに，盤界一の遜とし

て大々的に鞭遵されたフィンランドに興瞭を持ったの

である。その後，フィンランドの教育に灘保する著書

を読んだり，フィンランド霞藻のシンポジウムに参撫

したりする串でフィンランド旨は1暮六と大きく違うとい

うことを感じるようになった。そして．そこには縁か

穂密があるということを強く思うようになった。私は

授業には，実像に疑ることで感じられる温度と空気，

そして子どもと教締の呼畷があると考えている。私は

それを鷹で感じたいという強い思いからフィンランド

を訪ねることを決意し，2鰯年9羅4日余ら§月i4翼

までフィンランドの首離であるヘルシンキと第2の趨

薦であるタンペレを訪れたのである。

轡家として短られている，サンタクロースやムーミン，

キシ喜タトールなどがよく矯られているが，最近は嚢馨

最大のモバイ蔦機器メーカーである翼0獲Aの緩として

も禽名である。

羅　教育システムの概要

　フィンランドの教育システムを大枠で滅すと次のよ

うになる。
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獲　フィンランドとは

　フィンランド共報国（盆e欝玉魏詫。望ぎ雄熱猟簸は，鰹積

が33．8万雫方キロメートル（9本の約9割／．68％が森

林であ軽，欝％が湖沼である。人嚢は約524万人（警

本の2鱒分のi／であり，公絹語はフィンランド語とス

ウェーデン語である。北歓の飽の国と同じように福鮭

就学欝教育

i．就学前教官（6歳，i年聡の教育。義務ではないが
　鱒％が就学／

2．基礎学校（7歳～警年賜ないし簿年縄の教育。必要

　な子は欝年譜も可能／

※　子どもへの支援サービスは3段繕に分かれる

　　・学校の中

　　・学校地域ごと

　　・特需支援学校
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　　支援することで講じレベルを警請す。

※　欝標，方鋒は金毯どこでも燐む．

3．高等学稜（紛もしくは職業学校（韓

（麟基礎学校の成績で進学究は決まる、大捧希望遜む

　だが，特に競争の激しい場合，成績が大きくかかわる。

　4年かかってもいい。講塵ごとに選嬢し，礁分にあっ

　たスピードで学べる。卒業試験がある。

（癖職業学校は高等学校に行けない生後が行くのでは

　ない。衛欝村や藏郷村連盟が運営。職場経験ができる．

　いろいろな要素を取幸）入れた教育がなされている。

　（どちらの学絞からも大学も高等専門学校も行ける／

4一圭．大学

　2鱒5年度から学士と修士に分かれた。（それまではす

べて修士まで）入学試験がある。

逢一2．高等奪門学校

　修士のコースまである。実際の社会に違い学びのた

め人気が傷い。

※途串で進整を変えることはどの段踏でも可能である．

※基礎学校・高等学校・駿業学校・大学・高等専門学

　絞と全ての教育は無機猛

麗　アムサ基礎学校IA難響1轟Ko縫1麟

　アム夢基礎学校は，フィンランざの第2の蔀毒タン

ペレの中心離に位置する。タンペレ毒は二£業の瞬と鉄

麟は言われていたが，境在は文銘と醗究の町（麟場・

麟書館・蕪（〉K盤・医学轟無死飯など／と誉われている。

人嚢璽は約2馨万人お韓，この市で基礎学較に就学する子

どもは約i繍人である。

　こみ学校は．フィンランドで一番大きなタンペレ毒

図書館に遷近く，静かな環境である。7歳から露歳まで

の謝人が在籍している。この学校は英語教育にカを入

れてお鯵．三分の二の授業は英語で行なわれている。

　　　　　　　　　　　　　　（アム1フ基礎学校外観）

　怪宅幾の一角に健直するアム1タ基礎学校は．フィン

ランドで現在進められている擁等学校と中等学校を一

つの校舎に醗麗し，基礎学校としている学校のため，

かな鞍大きいという海象である。中には保膏園もあり

小さな子どもたちの姿も見られる。学校1こは色とりど

りのバックを背負った馨，肩からかけた脅した子ども

たちが元気に登校してくる。小さい子どもたちから爵

本では中学校3年に訪たる大きな子どもたちまでが荏

学している。教室や魔下には子どもたちのたくさんの

修贔が掲示され，学校の講品はフィンランドらしく撫

木作りであ勢，灘かい雰羅気がある。

2｛｝解一重

各学隼の教科と遜濁購数

国論．．～．．諜審纏コ

時無潔舞翻鞠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　第2外国語一フランス語，ドイi　選鉱43唾
　　　ヨ
　　　…ツ語，スペイン語，スウェーデ

匝鎚響鍵／唖郵
臣．灘罷麺変型1遷饗、1

○授業参観至〈3隼の算数〉

　旛下から元気に子どもたちが教室に入っていく。コー

トや輯子をフックにかけ，それぞれが潟分の概に座る。

教室は広く，ギターやドラムセット，ピアノとたくさ

んの楽器がある轟子どもも嚢藪嬢こ縫える流しやソファー

もあり，響本よ馨はずっと広いという葎象を受ける。

教室ヰ1に子どもたちの作贔（絵や工1舞など，天彗から

も／が簸られておむ，縫会科等で調べたものだろうか

学習した成果も掲示されていた。思い悪いに概に慶っ

ている子どもたちがみんなそろうと授業の嬉ま蓉であ

る。出癖をとった融，霞本のような朝の会をした静は

しない．

　撞任の教麟は男柱で鱒代後楽から総代前半くらいで

あろうか．背が高く落ち着いた感じである。・子どもた

ちは欝入くらい，男女はほぼ懸数である。痙癌は経本

でもよく麗か酵’る2人i織の縦3列，横が5夕暮という珪多

であった。

　　　　　　　　　　　　　　（3算盤の教室の様子〉

　教麟は黒娠を背に座ったまま，最初は子どもたちと

宿題の答え合わせをする．子どもたちは，拳拳をする

とどんどん詣忽され．答えていく。一人ひとり積極的

だが，気負った様子もなく，とても確然で柔らかい雰

麟気である。

　次は，暗算である。希望者が挙手し，教麟から指名

された子どもが前に撫できて，棒を綾って数字と記号（・

⇒フィンランドの×，垂，一）を緩み合わせながら暗

算の醐題を友達に鐵題する。（次緩参購フロアの子ど

もたちは挙手して答えを発表する。それに対して鐵題

・養は蕊解か不藍解かを伝える。教麟1は鐵題する子ども

のそばに立って，「今は5の段のかけ算を鮭強している
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から5の段を幽すといいよ3などとアドバイスをした

辱，解答する子ど巻の指名をしたりしている．

　　　　　　　　　　　その後，教科書の新しいペー

　　　　　　　　　　ジぎ）学習に入る。教締からは特

　　　　　　　　　　に会誌での讃瞬などはない。子

　　　　　　　　　　どもたちはそれぞれにページを

　　　　　　　　　　開き，それぞれのペースで聡

　　　　　　　　　　題を読み嬉める。教科書のその

　　　　　　　　　　ページは．左灘のほとんどが文

　　　　　　　　　　章で，右灘にグラフ．そしてそ

　　　　　　　　　　れぞれの下に題題があるという

　　　　　　　　　　ものだった。コロンブスについ

　　　　　　　　　　て書かれた文章で，乗った麟の

長さについてめ棒グラフが書かれている。すぐに取りか

かる子，なかなか取鞭かからない子がいるが，教舞舞まそ

こで強饑した鞭，声をかけたりすることなく進めていく。

（子どもたち炉養っていた教科書とノート〉

・鬱鬱慧に声をか鯵る教錘

　教麟は一一一人ひと辱が幾題を解いている聡，ずっと子

どもの机の懸を魑む，声をかけていく。指で岡題をた

どって読ませた鯵，賜題について讃隣したりとその鞠

腰は柔らかく，優しい。子どもたちは紅オペ，オペ」（フィ

ンランド譲で先生は倉鉾惚轟オペッタヤ。子どもたちは

省略してオペと瞬ぶこともある／と手を挙げて教饒を

趣ぶ。その様子はとてもほほえましく，発ているほう

まで想わず笑顔がこぼれてしまう。教麟も子どもも大

きな声を鐵すことはなく，優しく柔らかいトーンで議

している。教麟は，呼ばれた子どもはもちろん，気に

なる子どものところに穂痩も擁護も建を重め，声をか

けていた。

・協濁の愚考

　しばらくすると子どもたちには窪然に隣の友達と教

え合う様子が晃られ始める。中には｛羅列か後ろの友達

に教えに行く子もいる。子どもたちには，教える灘，

教えられる籍という緊張感や気負いは感じられず，そ

れがごく当たり麟で轡然なこととして行われている。

授業が進むにつれ，教え合う子どもたちは多くな鞍，

最密授業になかなか皺むかかれなかった子どもも隣の

友達と教え合うことで学びの輪の中に入尋，周題を解

いている。フィンランドでは，教え合うことやともに

考えることは特懸なことではなく，子どもたちにとっ

て当たり薦のことであ鯵，そこに競争意識や教えられ

ることによる劣等感などが存在していないことはたっ

た一時懸の子どもたちの様子からも感じられた。

・教無の持つ雰醗気

　授業での子どもたちと教麟の様子を発ていて，欝本

でよく見る授業での様子と決定的な違いを慰むたのは．

教麟の持つ雰1霜気だった心余絡があ誇，堂々としている。

子どもたちにはとても鰻燐であ鯵．やさしく接してい

るが・子どもたちに耕する遠癒や嬢びるような様子は晃

られないぎ一人ひとりの』子どもに纒霧支援をしていく

様子は，ていねいで総やかだが，それは子どもにプレヅ

シャーを与えたむ，違い込んでいった修するものでは

ない。…斉にスタートできない子どもがいて巻注意を

した辱はしないが，子どもが欝分から学び嬬めるとそ

ぱに行って声をかける。一一方，子どもたちの方は，「オペま

と呼ぶ声に先生が感ず癒えてくれるという気持ちから

かよく手を挙げて教締を呼び，教麟を懸頼していると

いうことが発ている私にも｛云わってくる。だからといっ

て子どもが教麟に頼琴きってしまうわけでもなく，ア

ざバイスしてもらったことをやるのは露分であるとい

う意識を持ってしっか鯵と活嚇を進めている。これほ

どの教麟の余徳と威厳のある懸度は簿から盗まれてい

るのだろうという大きな疑縄を持つほどであった。

・答え合わせなし

　この授業では，本時で解いた購題についての確認の

縛縄はなかった。というよ鯵教麟がすべての概を麟っ

て子どもたちを見ているため，その必要がないのだろ

う。教纐が髭た串で支援が必要であればその場ですぐ

にその子に必要な支援をする。樗かに記録した鯵，特

磯なことをしたき繋ましないが，教麟きがこのようにてい

ねいに見取っていくことが評纒であ鯵，その子にあっ

た支援をしていくことが一人ひと瞬こ成立する教纈の

支援の姿であるのだろうと強く感むた。

○授業参観璽〈6隼の国語〉

　6年生ということで欝～錘歳，講本でいうと中学校

i年にあたる。学綴の申に入ると一人ひとむ大人びた雰

露気を感じる、教室は電気が消されていて薄鰭く，3年

生の教室よむはずっと秩い感じである。擦鉦の教葎嚢は

女性で屡（》代後半くらいで磨ろうか。落ち着いている解

工ネノレギッシュな露象もうける。子どもたちは25人く

らい，男女はほぼ購数である。痙露は一人ずつで2人

綴の縦5翼，横が§～6列という形であった．

《繭半》

　この時潤まず欝半は，匿語の表現の授業である。子

どもたちは，2人緩になむそれぞれが考えてきた内容を

インタビューする人，答える人という役になり，蕪1二

轟て発表していく。

・インテグレーシ轟ン（統合教育〉

　この学習は，フィンランド教育の大きな姓の一つで

あるインテグレーシ3ンの考え方が取む入れられてい

た。教科の統合によむ進められる内容である。まず，

インタビューの海容は社会の暗闘に雲際に戦争経験者
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に行ったインタビューという事実に基づいて考えられ

ていること，そして，その事実をそのまま見せるので

はなく，新たに発表霧として葎1り直しているため，原

稿を「書く嵯，そしてみんなの繭で「話す薩という麟語

の要素が含まれている。また，後述するが「縄く曇と

いうことにも愚妹が持たせてあ鯵，子どもたちが一一一つ

の内容でも様々な意味を持って学んでいることがよく

分かった。

・ドラマペダゴジー

　　　　　　（演麟穆手法を生かした教授法1

　このクラスの握任の教1擁は，ドラマペダゴジーとい

う考えを子どもの学びに取弩入れることが無効だとと

らえ，このインタビューにおいてもその考えが生かさ

れていた。まず，教室の電気が消されていたのは，戦

争経験者へのインタビューという雰懸気を高めるため

であ鯵，インタビューされる簿である子どもたちは髪

を留めたり，声を弱々しく織すことでお年寄辱の零露

気に近づ酵たりと二£夫をしている様子が箆られた。

・臓く達こと

　授業の申で葎象的だったのが，子どもたちの縫であ

る。大入びた外発で難iしい年頃であることは想｛象でき

たが，被らは誰かが謡をするとその構手をしっかりと

見つめる。鍵でも饑いているのである．人の誌はしっ

かり聡くものであるという意識が子どもたちの綴麩該こ

膏っているのだろう。どの華も様々な姿勢をとってい

ても饑くということができていた。そして，子どもが

「麗く」ことが鐵来ている背景には，教麟嚢身が子ども

が「縄く涯ことをどのように授業の申で愚昧づけてい

たかということもかかわっていた。この授業では一つ

のインタビューが終わると必ず教騨が鹸に蔑て，擁を

聡いていたか，響と答えていたかといったインタビュー

の内容と仕方（褒理の仕方，その人らしさなど〉につい

て聡いている子どもたちに賜う。そしてそれを叛書し

ながらまとめていく。教練からの補いに鱒して，子ど

もたちは挙手して露分の饑いて分かったことや感じた

ことなどを害えていく．ここには難いている子どもた

ちにも意き珠を持たせるという教麟の慧綴が発える。単

に震いているのではなく，瞬いた後に賜うことで，子

どもたち慰慕的意識を持って聞くことができるように

なるのである。ここに教練の子どもたちが影麗く」こ

とへの意蘇づけがある。露くことを大事にするのが協

羅的な思考の始まりであると私は考える．このクラス

の子どもたちには．輝く」ことの大切さが学びとられ，

それがどの華にも浸透していると慰むた。

《後半》

　鹸半での発表が終わると教科書を饑き，鞠謡の環境

（主人公鱗舛の登場入舞，背景など／についての学習を

嬉める。ここでは、教鯨が，檎議の背景について子ど

もたちが難っているハ蓼一ポッターなどを倒にしなが

ら麗うていく。

・作文

2倉轡7一季

　ここでの鞍懸からの発縫は，その後の子どもたちに

撫された癒題のための準備でもあった。その宿題の内

容として教締から幽された条件は，

　①題は自由であること

　②2ページ以．tであること

　③主人公以外に登場人物は3人であること

　④主人公とその麹の環境を書くこと

　⑤誌は完結させなくてもいい

という5つだった。その後，教麟1は雲際に欝分が考え

た難文のアイデアについて子どもたちに伝え，2人の

子どもに自分撃考えているアイデアを紹介してもらう。

これらのことからフィンランドでは，欝本で作文を書

くときとは全く異なるアプ蓑一チの建方をしているこ

とがうかがえる。題が窃崩であることなら醤本でもあ

りうるが，物語を環境という観点で瓢たξこ見直し，環

境を主醸にして窪分で難文を書いてみるといったこと

は霧本ではほとんど見られないだろう．ここでは，棒

文を椿意や自己の知識や認識を表現するとだけとらえ

るのではない書き方の型を意識した取鯵緩みがなされ

ていることが分かる。

・教鯨のこだわ鯵と霞倭

　このクラスの握任の教擁も，3年生の教麟織様やは舞

落ち着いて堂々と授業を行なっていると見受けられた。

子どもたちに対する鰐癒も余絡があ鯵，少し護が灘け

ないような子どもがいてもすぐに淺意をせず，その子

が灘縁るようになるのを待ってから，集中できるよう

に声をかけていた。また，3年生では費楽．このクラス

ではドラマペダゴジーと撰任の懸盤がフィンランドの

教育の理念の下，薮箋海に発揮されていることが分かる。

　フィンランドでは子どもの礁磁な発想が広がって

いったり，発想力が豊かになった輸するようにヂマイ

ンドマップ（フィンランドでは力駕タと呼ばれている擁

を縫う。見学者からそのマイン奮マップの獲霧につい

ての質闘があったが，先生はその時，重鉢的な子ども

が舞った家を見せ，議醸した。（下謬写真／

霧轟

　この写真にある家は，歴史の時糊に学んだことを元

に子どもたちが難つたもので，それぞれの薬屋がそれ

ぞれの時代を表覆している。これ巻一種のマインドマッ

プである。つま玲．発想力を豊か1二することが§的で

あるなら，紙に書くマインドマップだけに頼るわけで

はないという講明であった。このことから．大事なの

は根本にある遜念であ鯵，それがどのように表現され

るかはそのクラスの教麟や子どもたちに任されている
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ことがよく分かる。一つのことには…つの方法と考え

がちな私たち§本人教麟にとって，縁約が織じでも表

現はさまざまでいいという発想は学ぶべきことが多い

と感じる。また，この模型は麟達したインテグレーショ

ン（競合教育／の考え方も取鯵入れられておむ，縫会

科と麟麺工罪科の統合である．そしてさらに，この難

贔を維るために，癖麹館の学芸員の方の織力も揮いだ

ということだった。ここでたった…一つの｛乍暴からもフィ

ンランドの教育の様々な理念が晃られることに私は改

めて驚いた。

○職舞窒にて

　職舞室は，大きなテーブルと梅子があ吟，壁は本欄

や掲示板になっている．贈るくゆった馨とした雰囲気

で先生方は思い思いの梅子に座り，談笑している。露

分の決まった概ではないが，先生寿にとってほっとす

る居場辮となっている。休み暗闘になると子どもたち（

茎～6年までは必ず〉は校縫に鐵て遊んでいるが（マイ

ナスi5度にならない場合は雨でも雪でも。子どもたち

は学校ボランティアの方々が一緒にいて疑守られてい

る〉先焦方は職暴室1こ集まってお茶を飲んで醤ラック

スしている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（職曇窒の様子〉

　稜長先生は，灘代蔚半くらいの女性で明るい笑顔が

とても印象的である。私たち訪弱者のいくつかの質周

に答えていただいたが，たいへん興妹漁麟搭だった。

・学校として最も大燐にしていること

　　フィンランド人としてどう窯きるか，どう考える

　べきかというアイデンティティを教科，生活全般で

　膏てていること。

・校長として大馨にしていること

　　醸し事がないこと（オープンですべて議せる学校

　であること1

　　もし衰分が命令するとしても，完艦方がその理露

　が分か鞍，納得できること

・職暴会議について

　　舞に董．2渥。グループワークではよく集まる。そ

　れぞれの先生が逓3時闘は会議と脇方　（保護者も含

　めて／のために綾わなければならないことが義務種

　けられている

⇒先生方が砥宣した馨，憾みを麹え込んだ修すること

がないように。昔からやっていたが，蔑則となった。

・教職員講修

　　南の講麟で行っている。茎年遽に5欝欝くらい。予

算の許す範霧海で，露己責蓬で参燻している。綴合

室催の者もある．大学での藩鯵も参撫できる。

・教職曇の異動

　産捧，育林以外はほとんど転勤がない．

《アム》基礎学校を参観して》

　§本の学校との琵較という筏煮で髭ることが多かっ

たが，霞本で読んだ文献と大分達っているという印象

を受けた．しかし撞任教麟からの郵表現はさまざまで

いい藩という言葉を聡いて，フィンランぎで求められ

ているの1ま，瞬む内容，瞬じ形式ということではなく，

麟じ邊念なのだと考えるようになった。この学校でま

ず鯵よりも強く感じたのは，教錘の余総ある様子であ

る。嚢本のほとんどの学校では，教締はとても綻しく，

沫む暇がない。しかし，この学校では，教麟はゆった

鯵と構え，堂々としている。校長もその飽の鞍懸も欝

欝を持って教育活動にあたっていることがたった数暗

闘，見学しただ1ナの私にも伝わってくるのである。

　その理由が短りたくなむ，私は帰国後．様々な支離

で講べ，その欝繕1二は二つの理露があるのではないか

と考えるようになった。一つは教麟の暗闘的な余絡で

ある。フィンランドでは，教麟露ま授業をすることが蛋土

筆であ青り，資本で貰う授業以外の仕事（鐵露緩議．会

詳，特設クラブの搭導など／lまない藁童舞務時懸1二しても，

子どもたちの5校時ないし6校縛が終われば薦｝宅する

ことが許されている。そして教鱗の教耕嚢浮究などは学

校でなければできないものではないので家庭での仕事

も許されているのである。このような暗闘的余総が教

晦の精神的余絡につながっているということは闘違い

ない。

　もう…一つの理由が教緬の支えとなる理念である。次

1醸こくわしく述べるがフィンランドでは教育基準計醸

／学習詣導要領／から夢子どもとは葺子どもの学びとは」

といったフィンランド教官の根本理念となるものが瞬

文乾されている。教練の鰹念をしっかりと育てようと

していることは，修士課程必修という教曇養成のシス

テム，教曇養成の内容など様々な麟の皺む緩みから分

かる。教麟となる蕪から懸の教育の蓬念をしっかりと

1曖解し，教纏になってからもその種念のドで子どもを

教育していく。、、1つのクラスの先生に其通して見られ

た，ゆったむと構え，堂々した態度は，このような精

神的な支えが教麟に窪繕を持たせ，余総を持たせてい

るためであるだろう。髄質壬が綾絹する教科講を選探し

ていることに1鑛著に表れているように鶴が教麟を鶴頼

し，　一人一人に鍾されているという環境も裳繕につな

がっていることは購違いない。また，教麟が樫念をしっ

かり持つということは．子どもの学びにも確実に影響

を与えている．3年生の算数で発られた教え合うことが

爽然であるという子どもにある土壌，衰分なりのスピー

ドが許容される自密な環境で子どもたちはフィンラン

ぎ教育蓬念の下，実に生き懲きと，そしてのびのびと

育てられているのである。
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V　ヴィッリラ保育園（V難餓騨a：》εと激。繋1

～就学麟教育・プレスクーノレ～ i，幽籍の確認

（窯叛の榛子）

　ヴィッ瞬ラ保誉欝慧，フィンランぎの｛豪健施設であ

るネウボラを辯護する｛呆育露である。ここ1には｛》歳か

ら毅：学羨教育を受曇る6歳までの二子どもが85名通園し

ている。教騨は鴛名。私が訪れた時購も舞綾や父親に

抱かれた舞，手をつないだりした子どもたちが次々と

玄溺を入っていった。iクラスは23人までだが，遜鬱す

る時懸がばらばらなので朝，全員そろわないこともあ

る。中に入るとそれぞれの年齢ごとの教室がある．建

麟攣の中心には紗（き敬毒ナになった広い場野葬があ馨，暖桑戸

やバスケットのゴール，大きな木の積み本などが置か

れていた。

　フィンランドでは，観の殺人などξこ穫謎系なく，すべ

ての子どもが録音される権耕を持つ。そして．饗塞と

縁よ鯵も違うのは就学煎教育が行われていることであ

る。ここでは，保育欝の中でも就学繭教育に焦点をあ

てて整遅していく。

　就学離教官は，小学校に入る一年薦の6議の子ど巻

を難象としている．私が見学したクラスは婚人の子ど

もに麟して髭生が一一人，精霧支援舞が一人，遜に一一痩

詰れる講の特雛教員が…一人というメンノぐ一で5§分の授

業が行なわれていた。

2，激・いいことの発表

　まず，教鱗のギターの伴奏で今選の歌，チ3コレー

トの歌を歌う．そして，その後今遍グ）いいことの発表

を教麟解する。下の写真審二ある紙と灘でできたバック

の串からカードを取む鐵して，よかったことを発表す

る。「○○君が鐙筆を貸してくれたま夢○○ちゃんが手

伝ってくれた蛙など。子ど巻たちはとてもうれしそう

に縫いている。ある子どもが「○○ちゃんもいいこと

したよ」と言うと教練からは野江やあまた教えてね憾

と遺事が返ってくる．

／いいことカードの入るバック／

（欝一轄欝教饗　支一麟驚支援農／

黒　　極 τ

回
国

授業内容とたくさんの工夫

　授業は子どもたちが3人がけの長いすに座ったとこ

ろがら始まる。55分瞬という6歳にしては長いと考え

られる時麗だったが，子どもたちは飽きることなく集

中していた。その理由は授業の中にあるたくさんの工

夫である。ここからは妻受業の撮要とその数々の工夫を

流れにそって発ていく。

3，昨醤の言葉

　毎羅決められた単語を子どもたちはiつ学ぶ。「機蓋

が昨馨の言葉であり，今慧から新しい言葉になるため

「搬逢のカードは輿檬に撚に難られる。教室の率1こはい

くつかの単語が実験1に張られており，実物と単語が結

びつきやすいようになっている。ここで教麟は，音無

を意識させるため1こ手拍子をしながら簿度か子どもた

ちに発音させる。

4，新しいアルファベッ壽一鐸

　ここでは，新しいアルファベット雛」を知るために，

翼が頭文字になる名離の子ども，あだ名が翼の子どもや

教室にある餐が掃くものをみんなで探す。

　今縫の単語「翼U蟹詑衰G（数Mを教室や懲分たちの

着ている衣顯などから探す。子どもたちは大騒ぎにな

るが，大きな声を幽した鯵，話を麗かなくなったむす

ると憂し一つ」と言ったり，新誌んま鯵大きな声で言わ

なくてもいいんだよ葺などと教締が声をかける。乾る

というよりは集中を促すためという感じで，語気を強
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めた辱，大きな1声で叢った鯵はしない。クラスの中1二

一名特甥支援が必要な子どもがいたが，その子は灘に

いる特溺支援轟がその轟度，興奮しすぎたむ，話が獲1

けなくなったむしないよう声をかけていた。

．5，数のカード

　数鑓が選んだ爵一ドの数を全員で讀み上げる。3纒く

弩返す。子どもたちはとても楽しそうに大きな声で元

気韮二読み．ヒげる。

6，ゲーム（全員で／

　教麟が難いたカードの数だけ大きなブ資ックを積み

、動げみんなで塔を作る。子どもたちは大喜びで大騒ぎ

になるが，ここでも先生は声を麓げることはなく，「ド

キドキするのは分かるけど麟ばなくてもいいんだよ」

などとその薬嚢声をかけ，子どもたちが築申して議が

餐灘ξナるようにしていく。

　　　　　　　　　　　　　　（獲っていたブ幾ック〉

　轟たカードをみんなで読ぶ■しげ，塔の形に積み、とげ

ていく。ブロックの形や大きさがいろいろあるのでバ

ランスが崩れやすいが子どもたちはそれも楽しんでい

るようだった。教癖からは，「好きなようにおいていい

んだよ」「慰むじゃなくていいんだよ逃などという多様

盤…を毒惹める声かけがある。21難く鞭返し，全興はできな

かったがrまた今度遊ぼうね。今罐やっていない人は

覚えておくね」という教麟からの一書で子どもはにっ

こ辱と笑顔を箆せて終わる。

「漏す慈、．手を碁、デる皿

@一1　2，懸から勝手ξ二愚ない

　3，遊ぶ薬屋に行く時は大人の許薄を得る

　蓬，中では歩く

　5，大人の言うことを饑く

　6．けんかをしない

　7，ものをこわさない

　8，ごめんなさいを言う

　§，すべてのごはん…露ま食べる

　鱒，縫の人が持っているものを許可なしに験らない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（掲示されていた決ま争ル

○　騰長先盤三から

　プレスクールの子どもたちが授業を受鯵ていた教案

で園長から語を饑く。5春代麟半だろうか，笑顔を絶や

さず，優しそうな漆象である。深膏懸の撮要の説瞬を

受ける。

・探春欝の経営方斜

　　クラスが露宣して活動し，同じことはしない。匿

　の教育基準謙薩（学習指導要領／，タンペレ寮の教育

　基準議懸に澄って垂つ欝と3つの学校が協力して繰

　膏購の教育基準誹錘1を維成する。それをもとにそれ

　ぞれヂ）教麟がクラスの誹藏を鐸っている．

プレスター簿

7．ゲーム（ビンゴゲーム／

　クラスを1二つに分け．片方（薮》人と§人〉力藩舞室婁こ

移動する。その後，蓬，S人のグループになってテーブ

ノレにすわる。子どもたちにはi～6までσ）数が暮つの

撰にランダムに書かれたカードが渡される。カーぎを

摩紙に鮎鯵，名鹸を書く。そして．教締が覗いたカー

ドの数の分だけ，その紙の数の上に算数ブロックを績

み■ヒげて塔にしていく。途中で6が分からないという

子どもがブロックを積み焦げられず獲っていた。する

と教纈は紙に6を書き，それを見せながらヂこの数は

あった？カードに書いてある？」と聡き確認させてい

く。数を覚える必要は1ない渉，その形から露然に数に緩

しませようという教鰹の意轡が議み取れる。2暴く琴返

し，最後に金離のブ讐ックを…つの塔にして数を数え

て終わる。教室4〉片隣1こは以下のような子どもたちの

ための決ま鯵炉揚示されていた。

（クラス編成〉

　プレスクーノレ　　　教麟至人＿子どもi3人

（講爾／

　プレスクーノレの教舞嚢と基顎楚学校のi，2年4＞完生

　も鑛わ諺，プレスクールから2年までが…連の

　流れとなるように議藤している。

（教翻

　フ。レスクーノレの教靉靆ま保畜馨藝の教1轟　（幼発教育

　専門／か基礎学校（小学校〉の教麟どちらでも

　よい。

（通学地域／

・露分が入学する基礎学校と構む地域のプレスター

　ノレに通学する子がほとんどだが，理由があれば

　疑の地域でも響籠である。
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　（小学校との灘係〉　　　　　　　　　　　　　　　：

　・郷妹クラスがあり，入学する時のハードルをな　1

　　るべく低くするため，…海周した鯵，交流した弩　i

　　している。　　　　　　　　　　　（春に三織／　l

　／保育料／無料

　（入学に海診て大疑にしていること）　　　　　　　1

　・読み書きができることではなく，鯵強できる準　…

　　簿をすること。（誌が麗ける，ペンが持てる，学　1

　　校に行くための勇気が持てる，一一緒に行動でき　：

　　る，ちゃんとふるまえるなど／

　　文字を学んでもいいが，読み書きは教えない。1

　　書く方海，議む方海，文字の擢握の縫方，発音（文1

　　簿，しと嚢など〉などが牢心である。　　　　　　1

　　糖神癒の支えとして待機なことはしないが，子1

　　どもを懸人として受1ナ読める。緩場辮を焦る．1

　　甦己表理ができるようにする。　　　　　　　　i

　（幾題があったら／　　　　　　　　　　　　　　：

　・欝だけで雄健できない縛は，撫の特震教員（遜i

　　に一度進麺葬，ネウボラ，基礎学校の先生，心理　1

　　医などに撫談。　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　必要な場合は，子どものための補勘鼓舞（特購　1

　　支援補鋤教貴一手伝いをする。特懸な資格，鮭　i

　　強は必要な蒐擁が鰯響郵こ醗置される富　　　　　　　：

　・弼か縄題があってもなるべく普通のクラスで生1

　　活できるようにする。（地域の子どもと友達にな　：

　　るため／　　　　　　　　　　　　　　　　l

《ヴィッ1フラ保育園を参観して》

　保膏園でも基礎学校と疑むようにフィンランド軟膏

の礫念が子どもたちの姿として実現されていた。ここ

では，就学講教育（プレスクール／についてくわしく

見てきた渉，そのあり方からは欝本の小学校でi年生が

抱える課題をフィンランドではプレスクールという場

で事前に解決していることがよく分かる。

　特に「話が闘1ナる」については，就学繭教育での子

どもたちの育ちが基礎学校での子どもたちにも大きく

影響していると感じた。6年盤の子どもたちが人の謡を

欝を見てしっかりと饑くことができるのは，小さい頃

から謡を聡くことの大窮さ，誌の難き方を育てられて

いるためであるだろう「。旨承の小学校では学ぶ繭に必

要な人とのかかわ滲寿や誌の難き方は，入学と懸塒に

文字や計算などと平行して学ばなければならない。こ

れは子どもにとっても教麟にとってかなむ大きな負撫

となる。もし，瞬本で子どもたちの学ぶ前の準欝をする

場があるとすれば，子どもの学びの姿は現在とは違った

形を見せるのではないかと私には懸えてならなかった。

　子どもの支援のあ鯵方も醤本とはかな鯵違うものと

なっている。フィンランドでは生まれたときからネウ

ボラ（保健施設／によって一人ひとりの子どもにどん

な支援が必要かを見極めていく。それはプレスクール

に入っても同じで，一人ひとりの子どもはその子にあっ

た支援を受けることができる。市の欝欝教員が週にi
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麟巡饗していること，園だけで解決できない隠題を帽

談できるシステムができていること，基礎学校との結

びつきを強くしていることなどたくさんのケアとして

子どもたちを包み込んでいるひここにも一一人ひと舞を大

鰐にするというフィンランド教蕎の礫念が表れている。

　プレスクールの授業で子どもたちは，全く飽きるこ

となく§5分闘の授業に臨んでいた。それは，子どもた

ちを飽きさせないための教麟の様々な工夫があるため

である。楽しみながら，充窶した内容を子どもたちは

55分懸の串で体験している。その中には，話を聡くこと，

友達といっしょに行動できることといった学ぶための

準騰となることがふんだんに皺む入れられている。

　上にあるような体験によって，学ぶことは苦痛を強

いるものではないと子どもたちは感じながら基礎学授

に入学していくのである。それは，子どもの学びの療

誌験において響よりも重要なことであると言える。そし

て，教麟の理念に基づいた様々な取鯵緩みや工夫が一

人ひとむの子どもの将来に与える影響慧かなり大きい

ものとなると言えるのではないだろうかと私は考える．

賑　フィンランドに学ぶ（D

　フィンランドの学校を実燦に参観して，私が侮よむ

も強く感じたことは覆霧中どこでも子どもは懸ごであ

るということである。それが霞本であれ，フィンラン

ぎであれ，子どもは学びたがってお警，教麟との深く

滋かいかかわ鯵を求めている。そしてそこには必ず温

かい嚢1で子どもを見守る教締がいる。これは私にとっ

て醤よ垂りも大事な発見となった。

　では，舞が違うのだろうか。それは子どもと教麟が

持つ背景である。学校を支える歓会のシステム．教育

の耀念，そして，その謹念を学校と教麟にどのように

浸透させているか，そういったものが浸水とフィンラ

ンドでは大きく異なる。今騒は2校種を参観したが，

そのどちらにもフィンランド教育の種念がしっかりと

浸透している教麟の姿があった．フィンランドは嚢本

に比べ人口もかな誇少なく，持っている被会のシステ

ムが全くと言っていいほど異なる。そのため，フィン

ランドの教育の姿をそのまま霞本に取む入れるのは不

轡籠であるだろう。しかし，教騨が自分なりの蓬念を

持ち，自信を持って授業をするということは，霞本で

も学ぶことができるのではないだろうか。フそンラン

ドの子どもたちと騒本の子どもたち，どちらも輝く瞳

を持っている。私はそのどちらも大窮にしていきたい

と強く顯う。

　今睡は，具体緯な学校の姿からフィンランドの教官

を見てきたが，このような教育の実義には学校だけで

はない縫会的背景が大きく影響している。次璽はその

柱会的背景について考えていきたい。
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