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フィンランドに学ぶ聾

宗　形　潤　子審

　フィンランドが，明らかにしたP総記○総で雛祭一になった理由からは，国として根本にすえる

教育への理念が購らかになる。ヂフィンランドに学ぶしでは，基礎学校や保育園で学ぶ子どもた

ちの姿から，このヂフィンランドに学ぶ臨では，フィンランドの教育を支える社会的な背景につ

いて明らかにした。

　ここでは，具体的に，フィンランドの教育を支えるものとして，①親へのサポート，②子どもへ

のサポート，③子どもへのまなざし，と》う三つの観点から整理した。まず，蟹雛覇に代表さ

れるフィンランドの親と子へのサポートを9本の親と子へのサポートと比較しながら，それが子育

てをする親にどのような影響を与えるのかを考えた。二番目に，子どもへのサポートとして，学校

での綴に鰐癒した支援のあり方，図書館での子どもへの難癖から，フィンランドにおける子どもへ

のあり方を読み解く。最後にフィンランドにおける一人ひとりの人聞というものへの考え方にもふ

れ，大人のフィンランドの教育を支える社会的背景を明らかにした。

　現代社会の羅本における子どもと親教麟の姿をフィンランドの子ども・親・教締を髭較するこ

とで筆者は，欝本が学ぶべきことは，本当の意味で纒を大切にすることと，安心して教育ができる

環境を国がバックアップすることだということを瞬らかにした。さらにドフィンランドに学ぶ璽」

においては，教麟がどのように育てられ，学校現場でどのように支えられているのかということに

ついて明らかにする．

〔キーワード）フィンランド　　社会的背景　　親・子・教麺へのサポート　　国としてのあり方

1．はじめに
　「フィンランドに学ぶ王」至では，フィンランドで

の基礎学校訪問，保育園訪問をもとにフィンランドの

学校教育について述べた。

　そこからは，フィンランドの堂々とした教麟の姿，

その教麟とともにゆったりと学ぶ子どもの姿が見えて

きた。そしてそのようにフィンランドの子どもたちが，

ゆったりと学ぶことができるのはなぜか，それは，国

の持つ社会的な背景も大きく影響しているということ

が明らかになった。では，フィンランド自身は今躍の

翼SAの好成績の原獲は何であるととらえているので

あろうか。なぜP欝A20盤で好成績をおさめたか，フィ

ンランド国家教育委員会は，その理由として貸の項目

を挙げている。

　の機会が平等であること。

　と。

　　性による分離を否定していること。

　　全ての教育を無穫にしていること。

　　総合劇で選磯をしない基礎教育。

　　全体では中央で調整されるが実行は地域でなさ

　れるというように，教育行政が支援の立場に立ち，

①家庭性，経済状態，母語に関係なく，教育へ

②どの地域でも教育へのアクセスが可能であるこ

③

④

⑤

⑥

　柔軟であること。

⑦すべての教育段階で互いに影響し合い協講ずる

　活動を行なうこと。仲間意識と言う考え。

⑧生徒の学習と福糧に対し，個人にあった支援を

　すること。

⑨テストと序列づけをなくし，発達の視点に立つ

　た生徒評緬をすること。

⑳高い専門牲を持ち，自分の考えで行動する教麟。

⑪　社会構成主義的な学習概念。2

　これらの理由を見ると，フィンランドが教育に対し

てどのような考えを持っているのかがよく分かる。田

本と重なる部分と言えば，②と③である。しかし，そ

の勉は，日本と大きく違う。フィンランドでは，④に

あるように経済的なサポートをするということだけで

なく，⑦にあるように子どもの「学ぶ」ことそのもの

に対する基本的な考えも明らかにされているのであ

る。これは，次回でくわしく述べるが日本では，子ど

もにどのような芦学び」を期待するかは，それぞれの

教轟醸こ任されている部分がとても多い。そのため，教

育の機会が平等であっても，その内容や一人ひとりの

子どもにどのような「学び」が成立するかは，平等と

は隈らない。前回述べたように，フィンランドでの教

室での子どもの「学び雌は担当する教翻こよって様々

な姿を見せる。しかし，その根底にあるヂ⑦　互いに

影響し合い協縁する活動を行なう藩ということは，共

通しているのである。また，「⑤選甥をしない∫⑨

テストと序列づけをなくし」という考えは，誓⑧　個
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人にあった支援をする」と言う教育のあり方に支えら

れている。後にくわしく述べるが，本当の意味の一人

ひとりの子どもにあった支援を行うことで，フィンラ

ンドはド落ちこぼしを作らない纏ということを徹底し

て行っている。それが，一人ひとりを大切にするとい

う考えに基づいていることは言うまでもない。

　そして，これらの考えは，学校だけに限定され実現

されているのではなく，「子どもを育てる」という大

きな枠の中でも実現されている。以下からは，教育を

支えるフィンランドの子どもと親の社会的な背景とい

う視点から，もう一度フィンランド教育を見つめ直し，

私たちが学ぶべきことは何かを考えていく。

豆．子どもと親への手厚いサポート

　フィンランドは，デンマーク，スウェーデン，ノル

ウェーと重んで北欧の福祉国家として世界中に知られ

ている。高い税金と手厚い福祉というのが，そのイメー

ジであるだろうが，現実にはどのようなものであり，

それが教育にどのような影響を与えているだろうか．

私は，具体的に知ることなく，フィンランドを訪れた。

しかし，今回のフィンランド訪問で，ヂ手厚い」とい

うだけで説明することのできないフィンランドの福祉

の姿を目の当たりにすることとなった。

　具体的には，まず宝ELA（蛋民保険庁）」の存在

が挙げられる．「K翫A」は，教育，医療，介護，年

金を所轄し，フィンランドの社会福祉を支えている。

ここでは，その中でも，子どもと深く関わる
醗UV（搬A（ネウボラ〉の存在と各種手当てについて

見ていく。下にフィンランドのネウボラと各種手当て

についての概要を表した図を示す。この図を見ると分

かるように

き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ・　　　　　　　　　　　　○　　　　　董　　　　　　2　　　　　　　3　　・

i匪⇒　　　　i

　フィンランドでは，妊娠が確定した時から，その手

厚いサポートは始まる。私が，フィンランド滞在中コー

ディネーターをしていただいた藤井ニエメうみどり氏

によると，子どもを持つ家庭に晦けられる社会保障と

しては，以下のものがあるという。

娃
　
振

母親ネウボラ 鐵
産

子どもネウボラ（健診・予紡接種などすべて無料／

転

2§総一書

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

ネウボラでの無料健康診漸

母親・父親手当，親手当

在宅保育手当

誕生から達7歳までの児童手当

15歳以下の公共診療所での無料診察

欝歳以下の公共診療所での無料歯科治療

就学前教育から高校までの無料給食

　ネウボラとは，親と子を支える施設であり，妊娠が

確定し，農産の意志を表明すると，それと闘詩に，居

住地区の「母と子のネウボラ」と呼ばれる健康管理を

行うセンターでのサービスが開始される。健康診断や

親となる父母への指導・カウンセリングが保健婦に

よって定期的に行われるほか，医麟の診断や歯科検診

も無料で提供される。誕生後も，子どもの定期健診や

予防接種など健康管理を中心としたケアは就学するま

でこのネウボラにて無料で行われる。

　また，フィンランドでは，産前・産後や育児体眼中

の収入を支えるため，さまざまな手当の支給麟度が設

けられている。まず，妊娠難問が亙騒目を過ぎると，

女性は緬格にして3～婆万円穏当の「母親支援キッ

ド」，つまり育児用品の一式を受け取ることとなる。

これと講時期に，憩譲間の母親手当（①〉の受給権

利が発生し，父親（③〉もまた，最大縞目聞の育児休

暇を取ることが可能となる。さらに母親手当の支給難

問終了後は，蔦8日間にわたって，育児のために在宅

する母親もしくは父親にたいして親手当（②〉が支給

される。以上通算2§3日間の母親・父親手当および親

手当は，受給者本人の収入にもとづき，一般的には通

常所得の70％が支給され，無職者もまた，一翼約焉ユ一

霞（iユーβ＝郷7円　2007年3月28日現在〉の最低

限の手当を受け取ることができるのである。

　その後も引き続き，保育園を科濡せず自宅で子供を

保育するのであれば，その問，子どもが三歳に達する

まで職を失うことなく，なおかっ国から月約2鱗ユー

震の在宅保育手当（④〉を受けながら，安定した生活

を送ることができる。

　フィンランドには饗本と溝様，児童手当も存在する

が，その中身は大きく異なる。誕生から賀年もの問，

国内のすべての子どもに手当が支給される鱗度で，第

…子は月雄0ユー駆（約蔦，GOO円／。さらに第二子より

それ以降は，順にi鐙．5ユーβ，豊鍵ユーロ，i5L5ユ一

霞と増額していく。この飽にも，晃童に対する保障と

して，医療面では，瓢歳以下の子どもは，無料で居住

地区に点在する公共診療所の診察を受けられるほか，

歯科治療であるならば，欝歳まで無料で行われる。ま

た就学前教育の始まりから高校までの問，給食費が一

切不要というのも見逃せない育児保障の一つと蓄え

る。3
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　　（母親支援キヅドーデザインは，…年ごとに新し⇔

　では，このフィンランドの社会保障と8本の子ども

とその親に対する社会保障を比較するとその違いはど

こにあるのだろうか。ニエメうみどり氏の言うよう1ヒ，

フィンランドでは，金銭的サポートと精神的サポート

を国が行う．では饗本ではどうだろうか。まず，金銭

的な面として鐵産から，就学している間にかかる費罵

を概算してみると以下のようになる。

（子育てにかかる費罵一日本）

育児休業給付金

（育箆棒業基本給付金／

休業開始時賃金×支給

無数の鍵％程度

（育児休業者

　職場復帰給付金〉

休業開始時賃金×育箆

棒業基本給付金が支給

された支給対象期間の

支給麩数の合計§数の

欝％程度

手当

一懸の給与の§○％×産前産後に

仕事を休み，給与を支払われな

かった欝数（繋欝まで／

鶉幼発医療費助成

（就学繭の子どもが病気やけが

の治療を受けた時，保健診療に

よる負擁金ならびに入院時食事

療育費定額食糧金の助成／

児童手当（月ごと〉

小学校6年生まで

平成欝年逢月から拡充

3歳未溝　　　　　　鎗，○○○円

3歳以上

第i子　　　　　　5，0馨○円

第2子　　　　　　5，000円

第3子以降　　　　鎗．○倉G円

内　　容 金　　　額（平均額／

妊婦検診（健康保

ｯがきかないた
ﾟ，自費負担〉

5万欝

入院・分娩欝ガ 38．7万円

保育料（親の所

ｾ・子どもの年齢

ﾉより異なる戸

　　　　　　6，鵬円～56，蜘沖

邇刹x業が瞬けた後の茎～2歳の貌

c児がいる轡帯においては，公立認

抹ﾛ育勝に預ける場合で月平均2万

~程度，私立保育所（認可，認可外

ｽ均〉の場合で月平均2～3万円程

xの費用が発生する

幼稚園　　　　　　　　　鰺．貌7円保護者が負担する

ｳ育費（年闘7 小学校　　　　　　　　　む，7鑓円

iこの勉に　教軽・給食費合計平均

@　　　　　　　　　勇，㈱欝暮〉

中学校　　　　　　　　　簿，83§円

高等学校（全9舗）　　　瀦，3総門

高等専門学校　　　　　　総，鴛3円

盲・ろう・養護学校　　　韓，3鋳円

　では，このような出費に対してなされる経済的な支

援（国・地方公共団体含めて〉はというと以下の通り

である。

（経済的支援）

内　　　容 金　　　　　額

出産育児一時金 35万円

欝産手当金 母親が健康保険に撫入し，欝産

ﾉより勤務を休み，その難問の

距^が支払われなかった人への

　これらの欝本の資料から分かるのは，8本で子育て

をするということは，経済的な負握が非常に大きいと

いうことである。さらに言えば，上に挙げたものだけ

が，子どもにかかるお金のすべてではない。医療費，

給食費などとさらに大きな経済的負担が親にかかるこ

とは言うまでもない。現在，欝本では，「少子化問題涯

が日々新聞をにぎわしているが，これだけのお金がか

かるということもその原獲の一つであることは明らか

だろう。響本では，子ども一人を育て上げるには，約

i，300万円がかかる奪（子どもがいない鍵帯と子ども

が1人いる世帯との支出の差を算出したもの〉と言わ

れている。格差が広がっているといわれる現代社会に

おいて，誰でもが経済的な不安を持つことなく子ども

が持てるというのは，非常に難しいと言わざるを得な

い。そして，子育てをする親に必要なサポートは経済

的な支援だけではない．フィンランドは上記した通り

だが，麟本では以下のような支援がなされる。

（その他の支援）

鰐 象

養育の悩み・問題

家庭への支援

母と子への健康支援

内 容

生後逢ヶ月までの全戸訪問事業

家庭児童相談室

民生・晃童委員への相談

乳幼児健康診査

　・41ケ月　　　 ・欝ケ月

　・墨歳6ケ月　・3歳6ケ月

定期予防接種（公費負桓）

　・BCG　　　・ポリオ

　・三種混合　　・二種混合

　・麻しん風しん混合ワクチン

　・騒本脳炎
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子育てと仕事の面立へ

の支援

産前産後休業

育児休業麟度

（子がi歳§ヵ月に達するまで／

保育園（…時保畜も含めて〉・

幼稚園・ファミ婆一サポートセ

ンター・放課後児童クラブ

欝

　最近になって，始まったものや今まで以上のサービ

スが行われるようになったことも多く，少子化対策も

含めて，羅本でも少しでも子育てをする親を支援しよ

うという動きが見られ始めているのは事実である。も

ちろん，フィンランドは，税金が高い国として知られ

ており，霞民負担率（対掴民所得比，租税負担率＋社

会保障負擾率〉が磁．3％であり，うち社会保障負担率

が葺．3％というフィンランドと国民負担率が37．7％で

あり，うち社会保障負担率が蕪．7％というR本（20春2

年〉i蓬を単純比較することはできない。福祉国家であ

るとフィンランドと礬水とでは，根本的な社会のシス

テムが異なっているのである。しかし，子どもを安心

して育てることができるという思いで欝本の国を見つ

めなおすと，子ども一人にかかる教育費や医療費など

やはり日本では経済的な負担が大きいことは否めな

い。そして，経済面以外でのサポートも種類は多いが，

継続的に，そして支えとなるものとして考えるとなか

なか難しいという現状がある。

　親が子どもを安心して産み育てることができる環境

があるということは，その国の教育の最も大事な基盤

となる部分である。幾が社会を信頼し，安心して子ど

もを育てられるということは，教育への信頼，ひいて

は学校・教麟への信頼へつながると考える。もちろん

フィンランドでも課題がないわけではない。社会が子

どもの教育について手厚いサポートをしてくれるとい

う安心感が子どもの教育への親の無関心につながって

いるという事実もある。しかし，筆者は，フィンラン

ドで暮らす欝本人である前述したニエメうみどり氏に

「学校についてどう考えますか」という質問をした時

に，「任せておけば大丈夫という安心感がある雌とい

う言葉を忘れることができない。果たして現代の日本

でどれだけの保護者がこのような思いを持って，子ど

もを学校に送り織しているだろうか。自分ひとりが子

どもを育てているのではなく，社会全体が支えてくれ

ているという思いが親にあるか，ないかということが

子育てに与える影響は計り知れないと筆者は考える。

懸　子ども自身の「学び」へのサポート
　フィンランドでは，「福祉としての教育茎㍉という

考えで教育が進められている。そのため蔚述したよう

に給食（昼食だけでなく，朝食が出されるところもあ

り，私が訪問した保育園でも，朝食を食べている子ど

2馨総一嘩

もたちの姿も見られた〉も無撹であり，教科書はもち

ろん．ノートや3ンパスなどの学矯贔も支給される．

そして，フィンランドの子どもへのサポートは，こう

いつた物質嚢だけではない。筆者が子どもたちにとっ

て，何よりも必要だと感じたのは，本当の意味でヂ纒

に応じる藩サポー｝である。前述したように，フィン

ランドではネウボラを通むて生まれる前から，一人ひ

とりの子どもに対するサポートは始まる。生まれてか

らも親と子どもに身体的，精神的サポートが必要な場

合は的確になされる。例えば，給食におけるアレルギー

などへのサポート（どのようなものでもアレルギーが

ある場合その子にあった食事が準備される〉，また前

回に報告したように，特灘支援が必要な子どもへのき

め綴やかなサぷ一トなどがあげられるだろう．保育園

でも基礎学校でも校長先生が講じように話していたの

は，自分の生活する地域で子どもが学べることの重要

性（その地域で友達とともに育っていくことができる

ように〉とその子どもにあったさまざまな支援をする

ことの重要性であった。実際に私が目にしたのは，保

育園での特磯支援員によるサポートであるが，それ以

外にも基礎学校では多くのサポートが見られる。

　この国では，賎人たりとも落ちこぼしを作らない盛

という方針で教育を進めている。最初に述べた慧4）項

羅のすべてがこの方針と深く関連していることは明ら

かだが，中でも私は，野⑧　生徒の学習と福羅に対し，

懸人にあった支援をすること涯が学校教育に表れる子

どもへの直接的な支援であると考えている。異体的に

は，まずクラスを「習熟度甥編成方式から統合学級方

式憾に変え，ウィンランドの教育学でいう製質生

徒集団選方式に取り替えた。夏もこれは異質集鑓編成

がP難Aの結果にもあるように，到達度において非選

購型教育の優位性を示していることに基づく。子ども

たちは，異質な集団の中でも自分にあった彩学び」が

できるよう支援されている。その象徴とも言えるのが，

前回に述べた9年間の基礎学校の後，任意で実施され

るi年間の学習プ霞グラムであろうが，さらに，フィ

ンランドの考えるド個に応じた支援」はこれだけでは

ない。まず，クラスの人数である。例えば国語のクラ

スの人数は，簿．5人（（）ECP平均24．§人，羅本38、8人〉

14であり，最も少ない醗である。また，ド授業を進め

るなかで理解が不十分であるとされた子どもたちに

は，購室での授業や，早朝の補習授業などが実施され

る。1㍉実際に訪れたフィンランドでも，基礎学校の

校長先生から遅れがちな子への懸応として，ダ終わっ

てからの補習授業雌ε集中できなかったり，購の問題

があったりする子は幾のクラスで講じ時間に授業を行

なう」という2つの補習授業について話を開くことが

できた。そして，先ほど述べた保育園の就学前教育の

授業で見た特購支援員の存在も貰個に応じた支援盛の

取り組みの一つである。
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　また，この葬選購型教育という難しさに対して，教

麟の給与は鎗％引き上げられた。これは，「統合学級

になれば生徒の学力差が大きく，それだけ教麟の負担

が増えるからその負撞に鱈して増額した絶というこ

とである。これも特筆すべきことであるだろう。嚢本

では，新し塾ことは学校現場にどんどん取り入れられ，

教麟の負担が鷺々大きくなっている現実があるが，そ

れが給与に反映することは全くない。後述するが，も

ちろんフィンランドでは，給与を引き、ヒげるというこ

とだけが教締へのサポートではない．フィンランドは，

その仕事に対して，教麟の給与は安いと言われている。

算社会的に先生方の地位は高く，尊敬される存在であ

るのだけれども，同時に婁安月給謙というのもよく知

られる事実（下線部筆者）豊㌔という現状であるらし

い。しかし，それぞれの教麟が信念を持ってその仕事

についているのは，縫会的な地位が高く，尊敬される

存在であるということが原因だろう。

　また，言語の違いによって「学び3が疎外されるこ

とが少しでも少なくなるようなサポートもなされてい

る。それは，フィンランドを訪れれば誰もが気づく，

二つの言語での表示，アナウンスなどとも関連がある

だろう。フィンランドでは，文字で表記されるところ

はほとんどすべてといってもいいほど，フィンランド

語とスウェーデン語で表記されている。路面電車に乗

ればすぐに分かるが停留所の表示もアナウンスも二つ

の言葉で行われ，地名や道跨標識等も繕様である。こ

れは，公用語がフィンランド語とスウェーデン語の二

つとしているためだが，20経年の内訳で葬フィンラン

ド語系がフィンランドの総人口の雛．器％，スウェー

デン語系が§．53％董㍉とフィンランド語系が圧倒的多

数にもかかわらずこの蟹では，二つの言葉を大切にし

ているのである。ここに蟹としてのあり方の一つが見

えると言えるだろう。なるべく格差を生まないように，

使離する言語によって，言葉を話し，生きる人々の生

活が阻害されないようにという国の配慮が見えるので

ある。この考えが学校現場でも瞬じように尊重されて

いる。それは，先住民の言葉である鍔サーミ語（サー

ミ語系一〇．盤％〉3を母語教育として行おうとする動

きとその文化の継承を行おうと努力しているところで

ある。i弱G年代には，民族としての権利保障のための

法律が作られ，1鱒8年の学校法改正により，自治体の

サーミ語教育義務規定が定められた。もちろんまだま

だ課題はあるが，このような動きによって少数言語で

あっても平等に母語での教育を受け，その文化を大切

にしょうという考えがあると言うことは見逃せない。

また，外国からの移民の母語についてもフィンランド

には，この露ならではの配慮がある。前述した二五メ

うみどり氏は，ヘルシンキ市欝本語補習校の講麟であ

り，タンペレ市母語教育日本語担当教麟でもある。フィ

ンランドでは，「移民の場合には，遇最低2時間，母語

が学校予算でない自治体予算で教え」られることに

なってお弩，ヂその自治体で実施していない言語につ

いては，実施している自治体に鐵かけていく．ノ§こ

れらの自治体の取り績みにおいて．B本語を教えるた

め，ニエメうみどり氏はいくつかの授業を持っている

のである．

　この取り緩みは，フィンランドでもまだ始まったば

かりということであり，母語ですべての教育をするこ

とが難しいという現状もある．しかし，それでも田本

と比較するとその差は著しい。外国から子どもたちが

転入してくるということは，現在の欝本でも珍しいこ

とではない。しかし，その子どもに対して，翼本にお

いて，母語での授業を行なうなどの薄応をすることは

皆無に等しい。外国から移民してきたばかりの子ども

に籍して，日本語や日本の文化を学ぶということを，

擾任した教麟に任せきりにしてしまう例も少なくはな

いだろう。このように考えると，フィンランドの取り

緩みは，子どもへのサポートであるのと同時に教舗へ

のサポートでもある。外国から移民として転入してき

た子どもに対して，挺任だけにそのサポートを任され

ることがどれだけ大きな負担となるかは，容易に想像

がつくだろう。しかし，日本ではそれが当たり前のよ

うに担任の仕事として預けられる。ここにもフィンラ

ンドが国として，子どもと教麟をどのようにとらえて

いるかという考えの一螺が見えるのである。

　また，Hの項目の⑪としてあった「社会構成主義的

な学習概念慧ということも，子どものヂ学び蕪にとっ

て大きなサポートであると筆者は考える。それは，「社

会構成主義的機念3の根本を探ることで見えてくるが，

その特徴としては「知識を購成する主体は誰よりも子

ども自身であ雌り，「それが他者との匿対話邊を通し

て実現される」と考えられ，L人ひとりの子どもの

思考やその深まりが，学び合う他者それぞれの思考や

その深まりと響き合いながら促進されていく2免こと

にある。この考えに基づくと，子どもの「学び3は，

競争を強いるものではなくなり，飽者とかかわり合う

ことによって作られるコンテクストにおける「学び3

という本来あるべき姿の「学び3を体験することにな

る。かつ，そのような考えにおいては，「学び」は目

に見える「知識雌や「技能藁だけに偏ることなく，もっ

と奥深いところにある葬学び」も尊重されることとな

る．このことは，子どもにとっての何よりも心強いサ

ポートであると私は考える。ゼ学び」をどうとらえる

かによって，子どものヂ学び」へ向けられる教緬のま

なざしも評磁も全く異なるものとなる。それが，子ど

もには直接的に影響するのである。もちろんこのよう

な考えの下では，子ども自身も競争に勝つために「学

ぶ」のではなく，友とかかわり合恥ながら自分自身の

ために「学ぶ」ことになる。
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（保育園一最年少クラスにて　朝食後・・今 （タンペレ毒緩書館／

W　国の将来を担う子どもへ向けられるまな
　ざし

　フィンランドを訪れて，日本との違いを感じたのは，

子どもに向けられるゆったりとしたおおらかなまなざ

しである。現代の日本の社会では，子どもに遠慮して

いる大人がとても多い。それは教麟でも同様で，授業

を見ていると子どもの思いを尊重するというのではな

く，ただ興味や関心を引くだけで，それが子どもにとっ

て本当に意昧があるのかまで考えていないということ

もあるほどである。しかし，フィンランドでは，子ど

もに鰐して大人がそのように遠慮している様子が見ら

れることはなかった。街で子どもをしかっている親を

見ることもあったし，何より教室での教麟の威厳ある

態度も忘れることはできない。では，フィンランドの

人々は子どもをどのようなまなざしで見つめているの

だろうか。ここからは，その一つの姿であるだろうと

私がとらえた図書館の子どもへの対応をくわしく見て

いくことで，この国の子どもへのまなざしについて考

えていく。さらに，フィンランドの読解力を支えると

いわれている図書館の文化が子どもにどのように影響

しているかについても考えていく。

・図書館にて

　今回の視察で，私はフィンランド国内で一番多く使

われているというタンペレ市立図書館を訪問すること

ができた。この図書館は，住民の半分が使っており，

子どもの科用はi3．墨％である。さらに，鳩～鴛歳はほ

ぼ憩○％活用しているということであった。そして，

この図書館では，年間…人当たり平均25欝の本が儲り

られている。（フィンランドでは2倉雛〉蕊万難という

蔵書の多さにも驚きだが，子どもを社会が支えるとい

うことにこの図書館も大切な役割を果していることを

感じた。それは，子どもに鰐する図書館のサービスの

姿やその目指す姿からも感じることができた。では実

際にはどういうことか。タンペレ市立図書館薄書であ

る蟹s．L鍵盤K瞬鍵搬氏の説明からもその・一端はうか

がえる。図書館のサービスの中でも子どもについては，

以下のような考え，方針で進められているということ

である。

ほ．図書館サービス誰文明のサービス　　　　　　l

12．子どものための蔵書は7万3千雛　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　（書庫からも出す〉l

13　子どもとの鐡会いを大切に　　　　　　　　1

　　　　→将来子どもを連れてくるというつながりi

涯　子どもにとっての図書館は構報を得るだけでな1

　　く，安全な場所でもある。　　　　　　　　　　1

15　カード歓会に向けてカードを使う練習にもなる。1

博　子どもも大人と同じようにていねいに接する．1

　　　（挨拶をきちんとする。決して見下さない、〉1

17　子どもの本は鎗項目に分類してある（絵入りのl

l　ガイドがある〉　　　　　　　　　　　　　　l
i8　大人は返隷が遅れたり（罰金／，予約をする（はl

l　がき代〉とお金がかかるが子どもは無料　　　　l

19　今子どものための昔話（8009話〉をネットワーi

　　ク化している。　　　　　　　　　　　　　　i

1欝子どものためのイベント　　　　　　　　　l
i　　　　　　　　　　展示会・クイズ会などがある1

陸墨子どもにより親しんでもらえるような工夫　　i

l　・Klr海tl（ねこ〉のキャラクター「キャスパr　i

i　・ネット上でもガイドブックでもストーり一にl
i　　沿ってキャスパーが説明　　　　　　　　　　i

l　・遊びもある　　　　　　　　　　　　　　！

1　　（手紙に返事をくれたり，ゲームが出来たり〉i

l　・子どもたちにとても人気がある　　　　　　i

しマス妙紛うさぎ興る（銅像が2つ〉　i
i鴛　高学年には精報を調べる方法を教えている。　i

i　　　　　　　　　（検索サイト以外で・…　　）l

i　・コンピューターで調べるより重要な，本で調べi

l　ることを教えている（ネットにかたよらない〉l

l　・情報の得方・管理の仕方・保有の仕方は学校とi

l　半分ずつ担当して教えたかったが，現在は，麟i

i　　書館が購％教えている状態である。（学校でもl

i　　教えてはいるが，先生方はあまりP　Cを使わなi

l　いため〉　　　　　　　　　　　　　　　i

i捻　学校からは2年・婆年・7年と必ず図書館に来l

i　て図書館の使い方について学ばなければならないi

l　ことになっている（i時間半では短すぎるi
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iが毒一〉　　　　　　　　　　　　　　i
l　・謙遜書によって学校と図書館と連携している。l

i　・学校や先生によって連携の仕方は異なる　　　i

l　・熱心な先生は一年に一回必ず子どもたちを連れl

l　　てくる　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

ほ隆．学校に行って本の紹介をする時もある　　　　i

l　　（ブックトーク，s魏w＆t磁など〉3年生など　　l

l欝．P　TAの集まりに参撫して本の紹介もする　　l

l　　　　　　　　　　　　　　（基礎学校・保育園〉　！

i欝．子どもの本離れに対する雄策として一本の紹介，i

l　イベント，ネット上にカタβグなど　　　　　　1

　これらのことから，フィンランドの子どもへの麟書

館の影響と，子どもへの接し方がうかがえる．「図書

館サービスニ文明のサービス」ととらえるフィンラン

ドでは，子ども，大人で区購をされることはなく，サー

ビスは講じように提供されている。図書館での子ども

を子ども扱いせず，大人と同様に扱うことや子ども向

けの本の蔵書の多さからもそれはよく分かる。私がこ

の図書館を訪れた時も，たくさんの本を抱えうれしそ

うな笑顔を見せる子どもや学校を終えて調べ学習をす

る子どもたちなど，たくさんの子どもを見ることがで

きた。欝本では，図書館では静かにすることが当たり

前だが，フィンランドでは，子どもたちが話をするこ

とは自由で，よほど大きな声を出して周りの人に迷惑

をかけない限り，注意をすることはないとのことだっ

た。「図書館利用率世界一」を誇るフィンランドでは，

やはり子どもたちも図書館を積極的に率糊し，そこを

居場所としているのである。子どもが使いやすいよう，

親しみやすくなるような工夫も随所に見られ，以繭

フィンランドで問題となったという読書離れへの対策

も講じられていた。

　また，小学校の教麟である私にとって，梼報探索を

インターネットだけに頼らず，図書での検索を大切に

し，子どもたちにその方法を図書館で学ばせていると

言う事実も非常に興味深く，学ばなければならないと

強く感じた。日本の学校現場をふり返ると，コンピュー

ターの急速な導入と子どもの興味から，情報検索とい

うとどうしてもインターネットに頼ってしまうことが

多く，子どもたちに本当に必要な精報が検索できな

かったり，図書による籍報検索が疎かになってしまっ

たりという事実がある。確かにインターネットでの検

索は，簡単に最新の椿報が手に入ることもあり，子ど

もたちは頼ることが多かったが，それが正しいものか

どうかという判断ができなかったり，自分にあった椿

報を得ることができなかったりすることもあり，課題

は多かった。フィンランドでは，図書館だけに鷺報検

索について学ぶことを頼ってしまうことが問題には

なっているようだが，子どもたちにとって縫報の検索

の仕方を知る場があるというのは，学校での調べ学習，

将来の自分の学びのためにも大いに貢献することにな

るだろうことは，事実であるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　（55万羅の蔵書がある／

　また，学ぶ子どもへのサービスが将来へ結びついて

いるという考えも非常に興味深いことであった。教室

での様子からも，子どものヂ学び」を将来に生きるもの

と教麟がとらえているということは感じられたが，全

体としてフィンランドでは，目の前の子どものヂ学び」

を子ども時代に必要な存在というとらえだけでなく，

将来につながるものとして考えられていることよく分

かった．場当たり主義的な欝本の対応に比べると将来

を見据えた対応というのは学ぶべき姿であるだろう。

　そして，最後にどうしても書いておかなければなら

ないのは，フィンランドの持つ図書館の文化である、

フィンランドの子どもたちの読解力は，読書と図書館

の文化が大きな影響を与えていると言われている。

翼SA200斜こは欝趣昧としての読書を毎嚢どのくらい

しますか」という項目があるが，フィンランドは30分

以上i暗闘未満では，26．3％（0£CD平均認．2％，日

本欝．4％〉，i時間以上2時間未満には露．2％
（（毘CO平均慧』亙％，9本8．2％）という結果が畿て

いる。2至ここにも，子どもが日々読書することが当た

り前となっているフィンランドの読書の文化を「図書

館利矯率世界一涯と言われる，国民の読書文化を支え

る図書館の存在が見える。子どもたちに対しても，大

人と講じように，いや子どもにあったサービスをする

図書館の存在が子どもの「学び」に大きな影響を与え

ていることは言うまでもない。

V　終わりに
　今回は，フィンランドの教育を支える社会的背景に

ついて，私が実際に目にし，気づき，考えたことを文

献などの様々な資料をもとにもう…度整理し直した。

フィンランドの教育を支えるものは，表面的なもので

はなく，太く大きな根が支えているというのが，実際

にフィンランドを携察した私の正直な感想である。

　露本の子育てにかかる経済的な負担などを知れば知

るほど，フィンランドが本当の意味で教育を無償とし

ていることの意味の大きさを考えるようになり，麺々

の子どもに対応した支援の実際からは，教育の平等と
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は，機会の平等だけではなく，一人ひとりの子どもに

あった支援を行うことであると強く感じるようになった。

　私は，フィンランドで，ベビーカーに赤ちゃんを乗

せた人を本当に数多く欝にした。そのベビーカーを押

しているのは父霧であったり，母親であったり様々だ

が，私が墨会ったその親たちは，みんな子育てを楽し

んでいるように見えた。嚢本で最透，よく晃かける子

育てに疲れ，いらいらしているような親に趨会うこと

はなかったのである．これは靄然のことかもしれない。

しかし．ベビーカーを押していれば運賃が無料になる

路面電率が走り，そこにベビーカーを乗せる時も，下

ろす時も必ず誰かが声をかけ，手を差しのべてくれる

フィンランドは，羅本よりもずっと穏やかで安定した

気持ちで子育てができるように私には思えてならな

かった。

　そして，フィンランドでは，冬きちんと防寒できる

格好で赤ちゃんを連れていないと，知らないおばあさ

んなどにヂあたたかくしないとだめよ」「輯子をかぶ

せないとね・幸㌔と声をかけられるという。フィン

ランドは，親にとって子育てに孤独を感じることの少

ない環境なのではないかと感じられる．子育ては，フィ

ンランドの国の仕事，社会全体の仕事なのだと考えさ

せられる。

　　（シ3ッピングセンターに鱗られる子どもたちの絵／

　フィンランドの人々にとって，白蜜の教育が鍵界中

で注目されていることは，不思議なことであるという。

私も実際に現地の方から「何をしに来たの？涯と露か

れ「フィンランドの教育を学びに来ました」と答えた

ところ，「いったいこの国の教育の何がすばらしいの

かしら？」と聞かれたことは忘れることができないエ

ピソードである。社会全体で子どもを守り，育てるこ

と，そして，それが一人ひとりの子どもにあったもの

であることは，フィンランドの人々にとっては，当た

り前のことなのである。そこには，今までフィンラン

ドが歩んできた歴史（勉の国から統治されることが多

かったこと，人嚢が少ないために，人を育てることが

国の将来の発展につながると考えていることなど〉も

大きく影響している。

　現在のフィンランドの教育に全く問題がないわけで

はない。新自由主義が台頭する中で，すぐに結果が出

2§鑓一｛

ることを求める動きもあるとも耳にする。しかし，毎

欝の読み闘かせを習慣とする親子がいて，教麟への厚

い信頼と尊敬がある国であればこそ，これからもフィ

ンランドの教育は発展していくと思えるのである。そ

して，そこから霞本が学ばなければならないことは数

多い。

　次回の「フィンランドに学ぶ襲では，このような

社会的な背景の下，教範がどのように育てられている

のか，また，学校現場で教育を行う教懸を支えるもの

について明らかにしていく。

至　宗形潤子「フィンランドに学ぶ置」福島大学　総合教

　膏研究センター紀要第2号　鱒参7年i月　露3～韓

2　フィンランド国家教育委員会「フィンランドが欝SA

　で成功した背景雛20経年難月7籔　貸懸1曲翫tl鍵套茎

　翫鍵雛｛涯E盛t壷穣t婚簸．騰醸戴綴麟輪r　P至SA　s撹総s鑑

　2（｝（｝4．墨2．（／7．

3　律圭会の中の子育て支援盛藤井ニエメうみどり罫教育藷

　20韓年繊月国土社
4　「出産育麗トレンド調査鐙○御蔭クルート　欝総年緯

　月2嘱
き　平成搾年度版　国民生活白書「子育ての意識と生活」

　内閣癒

惑　　「福島市ホームページ塞福島市　健康福祉　児童偏継

　諜　　欝認可保育辮のご案内譲

7　平成綿年度　保護者が負撮する教育費調査報告書（平

　賊難年度会計／東京都教育委員会

　　醸§☆www．ky礁縫．灘鐵毅櫨y毒鐙！旗輩麺〆i8露醸縫嚢譲灘t懲

8　宮羨貢浅縦晃雄　購麟雅搬「がナキュラム経営を支

　える学校事務」学事出版　2毒総年12月

9　平成算年度版　国民生活白書ヂ子育ての意識と生活鰭

　内閣府

欝　　「福島藩子育て支援ガイドブック　寒がお3福島市健

　康福雛部　晃童福羅課　鎗§6年i月

鍵　財務省　国際比較に関する資料矯霊CP諸国の国際負

　握率（辮国民所得比擁　　平成欝年窪目現在

鷺　福田誠治「競争やめたら学力縫弊一隠　朝欝新聞社

　200ε年8月

捻　岡上　　　　P77

慧　国立教育政策麟究駈ド生きるための知識と技能擁　ぎょ

　うせい　2倉競年2月　P緯

焉　庄井良信　中鶴博「フィンランドに学ぶ教育と学力3

　明石書店　鎗編年8欝　P22
欝　福田誠治ヂ競争やめたら学力経界…一ほ　朝霧新聞社

　鎗総年8月　P欝
欝　森下とルトゥネン棄子ゼフィンランドの先生たち藷

　「教育盛2§総年欝月号　国土社　P37

総　庄井良信　中編博「フィンランドに学ぶ教育と学力涯

　畷石書癖　鴉編年8月　P鎗3
緯　構想誠治野競争やめたら学力漫界一盛　朝嚢新聞社

　2〔》｛｝6年8月　 P蓋83

欝　庄井良信　睾畜鶴博「フィンランドに学ぶ教育と学力雌

　明石書籍　20編年8月　P器2～器3
欝　国立教育政策欝究所ヂ生きるための知識と技能」　ぎょ

　うせい　20脅2年2月　P82～83

　　　　　　　　　　　　　　（欝留年鳩目綴目受理〉


