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フィンランドに学ぶⅢ

宗　形　潤　子＊

　前々回の「フィンランドに学ぶⅠ」では，基礎学校や保育園で学ぶ子どもたちの姿から，前回の
「フィンランドに学ぶⅡ」では，フィンランドの教育を支える社会的な背景からその教育について
明らかにした。この「フィンランドに学ぶⅢ」では，国がその教育をどのような考えに則って進め
ているのかを日本（教育基本法，学校教育法，学校教育法施行規則，学習指導要領）とフィンラン
ド（教育基準計画）の比較をもとに考えていく。ここからは，子どもが「学ぶ」とは，いかなるこ
となのかを明文化したフィンランドと，子どもの「学び」をどう実現していくかは教師に任されて
いる日本との違いが見える。また，本論文では，教育を支える教師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についても明らかにし，その育てられ方から国が教育に求める
もの，教師に求めるものを明らかにする。これらの比較によって明らかになったのは，子どもの「学
び」とは，本来どうあるべきかを正面から見据え，考え，それを一人一人の子どもや教師へのサポー
トから実現しようとしているフィンランドの姿と一人一人の子どもの「学び」ではなく，教育とい
う視点で，国としての考えを新たに明文化しながらもまだまだ実現の過程にあり，多くの迷いや悩
みを抱える日本の学校教育の現状が考察できた。これらから，私たち現場の教師が深く学びながら，
日本の学校教育の現状を見据え，目の前の一人一人の子どもに本当に必要なことは何かと発言して
いく大切さを述べる。
〔キーワード〕	 フィンランド　　教育基準計画　　学習指導要領　　日本　　教師　　教員養成
	 これからの日本の教育

Ⅰ　はじめに
私は，今まで「フィンランドに学ぶⅠ」と「フィン

ランドに学ぶⅡ」において，フィンランドの学校教育
の実際とそれを支える社会的背景について述べてき
た。フィンランドの教育を支えるのは決して底の浅い
ものではなく，深く広く根を張ったものであるという
のは言うまでもない。そこで，この「フィンランドに
学ぶⅢ」では，もう一つのフィンランドの教育の支え
である，教師を支える国の姿について考えていきたい。

Ⅱ　教育における国の理念
私は，実際に訪れたフィンランドにおいて，そこに

は，一つの理想とも言える子どもの「学び」があると
感じることができた。ここではそれは何かを明らかに
するために，まず，日本の「改正教育基本法」「改正
学校教育法」「改正学校教育法施行規則」「学習指導要
領」とフィンランドの「教育基準計画」を比較するこ
とでそれぞれの学校教育の理念や方向性を明らかにし
ていきたい。

フィンランドの教師を支えているものは何かと考え
たとき，私にとって何よりも印象的だったのは，フィ
ンランド第2の都市であるタンペレ市教育委員会の基
礎教育学校経営部長代理Vell-Matti Kanerva氏の言葉
である。「国から出された教育基準計画（日本の学習
指導要領にあたるもの）に則りそれぞれの学校がきち
んと実施しているかをチェックする機会はあるのです
か」という質問に対して彼は「フィンランドは信頼に
基づく社会であり，モラルが高いのです。人間は信頼

すればその信頼に応えてくれます。もちろん校長も教
師を信頼しています。だから見張る
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ことはありません
（下線・傍点筆者以下同じ）」と答えたのである。もち
ろんこの言葉は何の裏づけもなく言われたものではな
く，教師には信頼できる素養が身につけられるよう教
育されているからこその言葉であると後に分かるのだ
が，このフィンランドでの学校教育に対する「信頼」
という言葉の重さは，「フィンランドに学ぶⅠ・Ⅱ」
において述べたとおり，この国の根底に流れている。
そして，この「信頼」という言葉にこそ，フィンラン
ドの子どもの学びを支える国の力であることを私は，
強く感じることができる。

ここではまず，平成20年2月に出された日本の学習
指導要領などとフィンランドの学習指導要領と言える
教育基準計画（英語版，筆者訳）を比較していく。そ
れぞれの内容について，日本とフィンランドの教育理
念，それを実現するための留意事項を比較し，検討す
る。

＊：福島県郡山市立湖南小学校教諭

比
較
対
象

日本　教育基本法・学校
教育法・学校教育法施行
規則（一部改正後）
小学校学習指導要領

（平成20年度3月）

フ ィ ン ラ ン ド（National 
core curriculum for basic 
education 2004）i　筆者訳

位
置
づ
け

学校教育法施行規則
第52条
　小学校の教育課程につ
いては，この節に定める
もののほか，教育課程の

　教育課程の組織は教育
基準計画に沿って，地方
自治体と学校が独自のカ
リキュラムを発展させる。
教育基準計画をモデルに
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基準として文部科学大臣
が別に公示する小学校学
習指導要領によるものと
する。

しながら，その地域と学
校にふさわしいものに具
体化し，よりよいものが
あれば修正してもよいii。

学　

び

・学びは自主的あるいは
教師の指導の下，教師
や仲間集団との目的的
学習によって生じる。

・ 学 び は 相 互 に か か わ
り合う協同の学びが個
の学びを助けることに
よって成立する。

・学びは個や協同の課題
解決のための行動や向
かう過程で形作られる。

・学びは状況に応じるも
のであるため，学びの
環境の相異には特別な
配慮が必要である。

教育基本法
第�条　教育の目的

「人格の完成を目指し，平
和で民主的な国家及び社
会の形成者として必要な
資質を備えた心身ともに
健康な国民の育成」
第2条　教育の目標
教育は，その目的を実現
するため，学問の自由を
尊重しつつ，次に掲げる
目標を達成するよう行わ
れるものとする。
一　幅広い知識と教養を

身に付け，真理を求め
る態度を養い，豊かな
情操と道徳心を培うと
ともに，健やかな身体
を養うこと。

二　個人の価値を尊重し
て，その能力を伸ばし，
創造性を培い，自主及
び自律の精神を養うと
ともに，職業及び生活
との関連を重視し，勤
労を重んずる態度を養
うこと。

三　正義と責任，男女の
平等，自他の敬愛と協
力を重んずるとともに，
公 共 の 精 神 に 基 づ き，
主体的に社会の形成に
参画し，その発展に寄
与する態度を養うこと。

四　生命を尊び，自然を
大切にし，環境の保全
に寄与する態度を養う
こと。

五　伝統と文化を尊重し，
それらをはぐくんでき
た我が国と郷土を愛す
るとともに，他国を尊

基礎教育の基本的な価値
　基礎教育の基本的な価
値は，人権，平等，民主
主義，自然の多様性，環
境可能性の維持と多文化
主義の支持にある。基礎
教育は，個人の自由と権
利の尊重，共同体意識と
責任を促進する。
　 教 育 の 基 礎 は 土 着 の，
北欧とヨーロッパの文化
の相互作用で発達した文
化である。国家特有，地
域的な特質，国家として
の言語，2つのキリスト教，
先住民としてのサミ，少
数民族のことも，考慮に
入れられなければならな
い。教育は，他の文化か
ら人々が来たことによる
フィンランドの文化の多
様化を考慮もしなければ
ならない。教育は，児童
自身の文化的なアイデン
ティティの形成とフィン
ランドの社会とグローバ
ル化している世界での彼
または彼女の役割の形成
を助ける。教育は，寛容
さと異文化間の理解を促
進するのも助ける。
　基礎教育は，個人間の
平等と地域の平等を増加
させるのを助ける。教育
において，学習者の多様
性は考慮される，つまり，
性における平等は男女等
し い 権 利 と 社 会 の 責 任，
労働生活，家庭生活とい
う共通基盤のもとの男女
それぞれの行動の能力を
促進させる。

基　

本　

的　

理　

念

重し，国際社会の平和
と発展に寄与する態度
を養うこと。

学校教育法　第30条
第2項

「生涯にわたり学習する基
盤が培われるよう，基礎
的な知識及び技能を習得
させるとともに，これら
を活用して課題を解決す
る た め に 必 要 な 思 考 力，
判断力，表現力その他の
能力をはぐくみ，主体的
に学習に取り組む態度を
養うことに，特に意を用
いなければならない。」

学習指導要領
第�章総則　第�の�
　学校の教育活動を進め
るにあたっては，各学校
において，児童に生きる
力をはぐくむことを目指
し，創意工夫を生かし特
色ある教育活動を展開す
る中で，基礎的・基本的
な知識及び技能を確実に
習得させ，これらを活用
して問題を解決するため
に必要な思考力，判断力，
表現力その他の能力をは
ぐくむとともに，主体的
に学習に取り組む態度を
養い，個性を生かす教育
の充実に努めなければな
らない。

　基礎教育において，異
なる学科の指導は，特定
の宗派に属すことはなく，
政治的に中立である。地
域の基礎教育カリキュラ
ムにおいて，教育の基礎
となる価値は，具体的に
挙 げ ら れ る。 そ れ ら は，
目標と基礎教育の内容に，
そして，日常的な活動に
取り込まれることになっ
ている。

基礎教育の使命
　基礎教育は，基本的な
教育的な保障の一部であ
る。それには，教育と教
授 の 両 方 の 使 命 が あ る。
それは，一方では，個人
が普通の教育の機会を得，
彼らの教育的な義務を完
了する機会を提供するこ
と，そして他方では，社
会に教育的な資本を開発
して，平等と共同体意識
を強化するための道具を
提供することにある。基
礎教育は自尊心の賢明な
自覚の成長，学習と発達
を提供しなければならな
い，そのため，児童は彼
らが人生で必要とする知
識と技術を得ることがで
き，更なる研究ができる
ようになり，参加的市民
として，民主主義社会を
開 発 す る。 基 礎 教 育 は，
各々の児童の言語的なま
たは，文化的なアイデン
ティティと母国語の発達
の支援をしなければなら
ない。更なる目標は，生
涯学習に対する欲求を呼
びさますことにある。社
会的連続性を確実にして，
将来を造るために，基礎
教育は文化的な伝統を�世
代から次の世代まで移し，
知 識 と 技 術 を 増 加 さ せ，
社会の基盤を作る行為の
価値と方法の認識を増加
させる役割を引き受ける。
基礎教育の任務は，新し
い文化を創り出し，考え
方と行為に新しい活力を
与え，批判的に評価する
児童の能力を高めること
でもある。

基　

本　

的　

理　

念

留
意
事
項

学習指導要領
第�章総則　第4

学習環境
　学習環境についてのこ

物的環境　　　人的環境
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留　

意　

事　

項

児童の信頼関係及び児
童相互の好ましい人間
関係を育てるとともに
児童理解を深め，生徒
指導の充実を図ること。

⑷　各教科等の指導に当
たっては，児童が学習
の見通しを立てたり学
習したことを振り返っ
たりする活動を計画的
に取り入れるようにす
ること。

⑸　各教科等の指導に当
たっては，児童が学習
課題や活動を選択した
り，自らの将来につい
て考えたりする機会を
設けるなど工夫するこ
と。

⑹　各教科等の指導に当
たっては，児童が学習
内容を確実に身に付け
る こ と が で き る よ う，
学校や児童の実態に応
じ，個別指導やグルー
プ別指導，繰り返し指
導，学習内容の習熟の
程度に応じた指導，児
童の興味・関心等に応
じた課題学習，補充的
な学習や発展的な学習
などの学習活動を取り
入れた指導，教師間の
協力的な指導など指導
方法や指導体制を工夫
改善し，個に応じた指
導の充実を図ること。

⑺　障害のある児童など
については，特別支援
学校等の助言又は援助
を活用しつつ，例えば
指導についての計画又
は家庭や医療，福祉等
の業務を行う関係機関
と連携した支援のため
の計画を個別に作成す
ることなどにより，個々
の児童の障害の状態等
に応じた指導内容や指
導方法の工夫を計画的，
組織的に行うこと。特
に，特別支援学級又は
通級による指導につい
ては，教師間の連携に
努め，効果的な指導を
行うこと。

⑻　海外から帰国した児
童などについては，学
校生活への適応を図る
とともに，外国におけ
る生活経験を生かすな
どの適切な指導を行う

でならなければならない。
そ の 目 標 は， 開 放 的 で，
励みになり，急がず，ポ
ジティブな雰囲気（教師
と児童が責任を共有する
ことの維持のための）で
ある。

学習支援のための配慮事項
・家庭と学校の協力
・教育課程
・教育・職業指導におけ

る対策
・補習
・児童福祉
・クラブ活動

留　

意　

事　

項

指 導 計 画 の 作 成 等 に 当
たって配慮すべき事項
１　 各 学 校 に お い て は，

次の事項に配慮しなが
ら，学校の創意工夫を
生 か し， 全 体 と し て，
調和のとれた具体的な
指導計画を作成するも
のとする。

⑴　各教科等及び各学年
相 互 間 の 関 連 を 図 り，
系統的，発展的な指導
ができるようにするこ
と。

⑵　学年の目標及び内容
を2学年まとめて示した
教科及び外国語活動に
ついては，当該学年間
を見通して，地域や学
校及び児童の実態に応
じ，児童の発達の段階
を考慮しつつ，効果的，
段階的に指導するよう
にすること。

⑶　各教科の各学年の指
導内容については，そ
のまとめ方や重点の置
き方に適切な工夫を加
え，効果的な指導がで
きるようにすること。

⑷　児童の実態等を考慮
し，指導の効果を高め
るため，合科的・関連
的な指導を進めること。

２　以上のほか，次の事
項に配慮するものとす
る。

⑴　各教科等の指導に当
たっては，児童の思考
力，判断力，表現力等
を は ぐ く む 観 点 か ら，
基礎的・基本的な知識
及び技能の活用を図る
学習活動を重視すると
ともに，言語に対する
関心や理解を深め，言
語に関する能力の育成
を図る上で必要な言語
環境を整え，児童の言
語活動を充実すること。

⑵　各教科等の指導に当
たっては，体験的な学
習や基礎的・基本的な
知識及び技能を活用し
た問題解決的な学習を
重視するとともに，児
童の興味・関心を生か
し，自主的，自発的な
学習が促されるよう工
夫すること。

⑶　日ごろから学級経営
の充実を図り，教師と

の項では，学習に関連す
る身体的な環境，精神的
な要因と社会的関係の全
部に言及する。この環境
で，学習と修得は行なわ
れる。
　特に，身体的な学習環
境は，学校の建物と施設，
教育ツールと学習材料か
らなる。それも，より広
く造られた環境と周囲の
自然環境を含む。学習の
道具と施設は，多用な学
習方法とワーキングアプ
ローチのために組織，設
計されなければならない。
児童が活発で独立した研
究ができるように，学習
の道具，材料と図書館サー
ビスが利用できなければ
ならない。学習環境は今
日の情報社会の一員とし
ての児童の発達を支える
た め に 備 え ら れ， コ ン
ピューターや他のメディ
アテクノロジーを使用す
る機会，ネットワークを
始めさせる機会を与えら
れなければならない。
　児童の認識と感情的な
要因，相互作用と人間関
係の要因は子どもの身体
的，社会的な学習環境の
形成に影響を及ぼす。
　学習環境は，児童の成
長と修得を尊重しなけれ
ばならない。それは身体
的に，精神的に，そして，
社会的に安全でなければ
ならなく，児童の健康を
保 た な け れ ば な ら な い。
その目標としては，学び，
興味深い挑戦と問題を提
供することによって，児
童の積極性，自己教育力
と創造力を進める児童の
好奇心と学びの動機づけ
を増加させるものである。
学習環境は，児童自身の
目標を設定し，彼ら自身
の行動を評価しなければ
ならない。児童は，学習
環境の開発と創造に参加
する機会を与えられるべ
きである。
　学習環境は，児童相互，
教師と児童の相互作用を
サポートするものとなら
なければならない。学習
環境は対話を促進し，グ
ループの一員として学ぶ
中での児童を助けるもの
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以上の比較からフィンランドの教育基準計画には，
教育の根本となる理念が明記されていることが分か
る。子どもの学びとはいかにあるべきなのか，基礎教
育の基本的な価値や使命とは何かということを明らか
にし，それを元に実際の子どもの「学び」を実現して
いこうとしている。中でも私が特に象徴的なものと受
け止めたのは，子どもの「学び」について明記した箇
所である。「学びは…教師や仲間集団との目的的学習
によって生じる」「学びは相互にかかわり合う協同の
学びが個の学びを助けることによって成立する」「学
びは個や協同の課題解決のための行動やそれに向かう
過程で形作られる」という三つの文は，社会構成主義

に基づくフィンランドの教育の理念を端的に表してい
る。このように子どもの「学び」はどのような場に成
立し，どのようなものでなければならないのかを明ら
かにすることが教師の教育理念を明確にし，教育実践
を方向付けると私は考える。

それに対して，日本では，教育基本法により教育の
目的を「人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及
び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに
健康な国民の育成」とし，学習指導要領では，「児童
に生きる力をはぐくむこと」「基礎的・基本的な内容
を確実に習得させ，これらを活用して問題を解決する
ために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力を
はぐくむ」「主体的に学習に取り組む態度」「個性を生
かす教育」という言葉で，教育の目的は明らかになる
が，子どもの学びについての表記はない。日本では教
育の目的とともに学習指導要領の留意事項を見ていく
ことで一人一人の教師が子どもの学びをどのようにと
らえ，どのように実現させていくかということは，そ
れぞれの学校・教師に任されているということが分か
る。しかし，後にくわしく述べるが，日本の教師教育
においては，教育の理念となることを育てられる場が
ほとんどない。さらにほぼ�0年に一度の学習指導要領
の改訂のたびに日本の教育は振り子のように揺れ動い
ているという現実もある。今回の学習指導要領の改訂
では，学力の重要な要素として「①　基礎的・基本的
な知識・技能の習得，②　知識・技能を活用して課題
を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等，
③　学習意欲iii」が定義された。これは，「生きる力」
の育成が重視されるという基本的方針は変わらない
が，それを支えるために「確かな学力」を育てていく
ことが必要不可欠であるということを明らかにしたも
のと言える。では，「生きる力」について現場の教師が，
その定義をどれだけ共通のものとして持っているだろ
うか。現実には共通に理解されているのは「確かな学
力」であるのではないだろうか。今回の改訂によって，
あまり明確でなかった「生きる力」の定義がやっと明
らかにされつつあるというのが現状であるだろう。

また，「配慮事項」では，どちらも子どもが学ぶべ
き物的環境と人的環境を明らかにしている。フィンラ
ンドでは，「基本的な価値」や「使命」を実現するた
めの環境というとらえ方であるが，日本の場合は配慮
事項として「体験的な学習」「問題解決的な学習」の
重視，「教師と児童の信頼関係」「児童相互の望ましい
人間関係を育てる」といった学習指導に関する基本的
な考えの一部がここに書かれている。前述したように
日本は「目指す子どもの学び」を明確にしてはいない
が，これらの言葉から日本の小学校教育の目指してい
る姿を読み取ることができる。日本の教師は，ここに
書かれた求められる配慮・方法をもとに自分の教育理
念を作っていくことが要求されていると言える。

こと。
⑼　各教科等の指導に当

たっては，児童がコン
ピ ュ ー タ や 情 報 通 信
ネットワークなどの情
報 手 段 に 慣 れ 親 し み，
コンピュータで文字を
入力するなどの基本的
な操作や情報モラルを
身に付け，適切に活用
できるようにするため
の学習活動を充実する
とともに，これらの情
報手段に加え視聴覚教
材や教育機器などの教
材・教具の適切な活用
を図ること。

⑽　学校図書館を計画的
に利用しその機能の活
用を図り，児童の主体
的，意欲的な学習活動
や読書活動を充実する
こと。

⑾　児童のよい点や進歩
の状況などを積極的に
評価するとともに，指
導の過程や成果を評価
し，指導の改善を行い
学習意欲の向上に生か
すようにすること。

⑿　学校がその目的を達
成するため，地域や学
校の実態等に応じ，家
庭や地域の人々の協力
を得るなど家庭や地域
社会との連携を深める
こと。また，小学校間，
幼稚園や保育所，中学
校，特別支援学校など
との間の連携や交流を
図るとともに，障害の
ある幼児児童生徒との
交流及び共同学習や高
齢者などとの交流の機
会を設けること。

留　

意　

事　

項
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もう一つ，「教育基準計画」と「学習指導要領」の
位置づけについても日本とフィンランドの大きな違い
がある。日本では学習指導要領は，「教育課程の基準」
であり法的拘束力がある。しかし，フィンランドでは

「独自のカリキュラムを発展させ」「よりよいものがあ
れば修正してもよい」とある。フィンランドの位置づ
けには，前述したその教育の根本に位置づく一人ひと
りの教師の教育実践に対する「信頼」，学校への「信
頼」，地方の教育行政への「信頼」が見える。日本で
は学習指導要領の「目標・内容」は指導しなければな
らないものとして示されるが，フィンランドではさら
に発展させ，実態に合わせて修正していくことが可能
なものなのである。フィンランドでは，国が地方の教
育行政を信頼し，地方の行政が学校と教師を信頼して
いるからこそ，これは実現しているのだろう。そし
て，その信頼は裏づけのない信頼ではなく，信頼でき
る教師を国がしっかりと育てているという自信に基づ
く「信頼」なのである。ここには日本が学ばなければ
ならないことがある。それは，それぞれにある「信頼」
と「信頼」できるものを育てる国の努力である。「信頼」
が大切だと言うのは簡単だが，フィンランドには信頼
できる教師を育てる事前の努力がある。それが次に述
べる教師教育のあり方である。

Ⅲ．信頼できる教師を育てるために
〜大学での「学び」の違い〜

ここで，なぜ大学での教員養成について考えるか，
その理由は，二つある。一つは，毎日，子どもたちと
直接かかわり授業をしているのは他でもない一人ひと
りの教師だということである。授業で一人ひとりの教
師が何を考え，何を大事にし，何を指導し学ばせてい
るかは小さなことであるようだが，それは毎日，全国
のありとあらゆる学校で行われている。そしてそれが
日本の教育の実際を決定づけている。そして，二つめ
はそういった教師一人ひとりの根本にある教育に対す
る考えが授業のすべてを変えてしまうという事実であ
る。日々授業をするのは，国でもなく，市町村でもな
い。一人ひとりの教師である。その教師がどのような
子ども観，発達観，授業観，指導観などの教育理念を
持つかが一つ一つの授業の最も根幹にある。私も授業
を実施したり，参観したりする際には，その細部にい
たるまで授業者の考えが授業を決定づけていると常に
感じている。だからこそ，授業は非常に難しいと痛感
している。このように，国の教育の大きな責任を担う
教師を，日本ではどのように育てようとしているのだ
ろうか。さらに，教師の授業実践を支え，一人ひとり
の根本にある考え，理念をどのように育てようとして
いるのだろうか。それを明らかにするために，ここで
は，日本とフィンランドの教員養成における履修内容
を比較したり，教育実習のあり方を比較したりして検

討したい。そこからさらに日本の教員養成が抱える課
題も明らかにしていきたい。

○　免許取得のための履修
まず，日本とフィンランドにおける教師教育の最も

大きな違いは，フィンランドでは教師になるために最
低限「修士」であることが要求されることである。こ
れはフィンランドの大学のシステム自体が数年前まで
すべて修士課程までであったことによるが，「学士」
というシステムが確立した現在も教員養成は「修士」
までであることを継続しているのは，フィンランドが
国として教師の役割の重要性に気づき，それに大きな
期待を寄せていることに他ならない。だからこそ修士
修了を教師の基礎資格としているのである。このよう
なフィンランドの大学における教師教育改革の基本的
モデルは，�960年代末の委員会・審議会の報告からも
明らかである。詳しく見ていくと，�973年「教師教育
審議会」における教師教育のデザインからもそれはよ
く分かる。この中で，私が特に注目したいのは
「教育学の学習を改めて重視する

①　教師の教育学的な専門性を高める。教師は授業者
であるだけでなく，生徒の社会的・感情的で心理的・
運動的な発達の導き手であり，広い意味での教育者
であるべきである。教授学は教師の教育学的な専門
性の不可欠な要素であるが，学習に関する教育社会
学や教育心理学はより本質的でさえある。

②　理論的学習と実践的学習の統合を図る。教師は研
究者として彼らの仕事に接近すべきであり，未来の
教師たちが，理論的方法を使って自主的に彼らの仕
事における問題を見定め，解決することを助けるこ
とが重要である。

③　教育学的学習と教科的学習とのよりよい統合を図
る。学校における学習に関わる諸問題に取り組むた
めには，教師たちは教育学的な学習と教科が基づい
ている諸学問についての理解をともに必要とする。iv」

（下線部筆者，以下同じ）
という箇所である。ここからは，教師が「人間として」
子どもの導き手であることと「研究者として」あるこ
とが求められている。また，「教育学的な学習」と「教
科が基づいている諸学問についての理解をともに必要
とする」とは，教師が子どもの「学び」を子どもの側
から見ることとともに教科の「本質的な学び」を認識
していることが求められていることも分かる。また，
ここには
「教師教育は継続的に行なわなければならない。将

来，さらなる教師教育の質的・量的必要が増大する。
したがってすべての教師に，5 〜 7年ごとに教育のた
めの研究休暇を与えることが必要である。」とあり，
現職教育においても，フィンランドでは，見通しを持っ
て教師教育に取り組んできたことがよく分かる。また，
�983年には「教育実習に関するワーキンググループ」
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がその原則をも示している。
「理論的学習のためにも，実習はできるだけ早く開

始されるべきである。理論的学習の意味は，実践的な
場面で発生している諸問題の理解を支えることによっ
て，学生に実感されるものだからである。理論的学習
と実習との相互浸透は継続的に追究されるべきであ
り，そのためには多様な実習が教師教育の過程に適切
に配置されるべきである。教師になるプロセスは長い
成熟の過程であり，単一の長期間の実習で促進される
ものではない。大学訓練校（附属校）と公立学校での
実習は，両者の場に違いがあるので，交代に行われる
べきである。v」

ここからは，理論が実践に支えられるもの，そして
実習によって継続的に理論を確かめていく必要がある
と現在のフィンランドの教育実習にも引き継がれる
しっかりとした考えがある。そして次の�990年代の教
員養成のあり方からもフィンランドの教員養成への考
えは明らかである。
「�990年代末には，教師教育開発プランが各大学で

とりくまれ，教師の専門性の高度化がはかられている。
その方向性は，教師の仕事は子どもの発達を全体的に
援助するための科学的知見と技術に支えられなければ
ならず，その意味での学問的専門性と異文化，情報，
環境等の地球規模の課題を見渡すことのできる幅広い
視野の養成をめざすものであった。vi」

修士課程までを求めるフィンランドの教員養成課程
と学士課程までの日本の教員養成を単純に比較するこ
とはできないが，その内容は全く異なる。

フィンランドは日本に比べ，圧倒的に履修する数も
内容も豊富である。フィンランドでは，クラス担任教
師（初等教育−日本で言う小学校）であってもそれぞ
れの教科における専門性を求めている。上述の下線部
にあるように，この国では，「子どもの発達を全体的
に支援」するための「幅広い視野」を養成することを
目指している。それが学士の段階からの子どもの発達
やそのあり方，教師のあり方などを学んでいることの
根本にある考えである。教育研究（基礎），教育研究

（発展）とその時間が多くとられており，「幅広い視野」
が自分で研究することによって培われていくと考えて
いることもよく分かる。そしてさらに，フィンランド
の教員養成では，以下のような教師教育の構成原理が
ある。
「フィンランドの大学における教師養成教育では，

講義や「ゼミ」，それに教育実習などからなる�60単位
を取得し，卒業論文を書くことによって修士号が与え
られ，同時に教師の資格を得ることになっている。

フィンランドにおける教師養成教育の原則について
の共通理解は，教師が生徒の成長を可能な限り広い視
野で支え導くことができる力を養うことである。そし
て日々生起する実践上の課題を解決できる力を養うこ

とである。したがって，教育内容や教授学も重要では
あるが，それらの研究は，絶えず教育学研究と結びつ
けられ，実践と理論とを往復するカリキュラムが構想
されている。

この両者を具体的につなぐ役割を果たしているのが
調査研究的思考=志向と教育実習である。【調査研

究的思考（=志向）】
教師にとって，その専門性を生涯にわたって更新し

ていくのはきわめて重要なことであるが，その基礎は
大学における教師教育プログラムを通して獲得される
必要がある。vii」（下線筆者）

ここから，教師は専門家として実践し，研究・研修
をし続けること，学び続けることが重要であるという
ことを強く意識しながら教員養成をしていることがよ
く分かる。教師にとって日々の教育活動にどんな意味
があり，そこで教師は，何をすべきなのかということ
が意識化されることで，教師の役割は明らかになる。
ただ漫然と教育することで明らかになることではな
い。フィンランドでは一人ひとりの教師の根本的なあ
り方を「実践しながら研究していくこと」ととらえ，
それを助けることが国のやるべきことだと考えている
のである。日本においても研究は一人ひとりの教師に
課せられている。しかし，フィンランドの大学のよう
に教員養成の段階から実践に結びつく研究をくり返し
行い，教師になった時には自立し，実践と研究を相互
に生かすことができる教師を育てるという考えが日本
には，まだまだ根づいていない。日本では現場で身に
つけるものは現場で，という意識が強い。しかし，現
職教育がそれを担うだけの位置づけがされているかと
言うとかなり難しいという現実がある。

また，日本における免許取得についてくわしく見て
いくと，フィンランドに比べ，その内容の貧弱さに
は驚かされる。日本の大学の授業では，学生が免許
を取得するために，選択する内容がほとんどで，半
期二単位という少ない時間で選択したことのみを学
んでいる。子どもとは本質的にいかなる存在である
か，子どもが「学ぶ」とはどのようなことか，どう
あるべきなのかといったことを学び，考える科目や時
間はほとんどなく，教員免許法においてもそれは明確
にされていない。また，「研究」についてはその言葉
すらほとんど見当たらず，科目としてあってもその単
位は非常に少ない。これだけ社会が変動している現代
において，教師は実践者であり，研究者でなければな
らないと私は考える。それは，日々変わっていく子ど
もとその社会背景を漠然と見ているだけでは進むべき
方向を見失ってしまうからだ。様々な学校に入り，ア
クションリサーチを続けている秋田喜代美もDarling-
Hammount ＆Bransfordらの言葉をかりて「教師は自
らが生徒として子ども時代や学生時代に学んできた知
識や理解，教師になってから習得した専門的な教科知
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識や教授技能をそのまま繰り返し使用していくだけで
はなく，多様な文化や社会背景をもった子どもたちの
実態に応じ，急速に進展する学問知識の変化に対処し
つつ，行動で複合的な教科内容の知識と授業のための
実践的知識を変容させ，生涯学び探究する専門家でつ
ねにあることが求められてきている」viiiと述べている。
ここからは教師は実践しながら研究もしていかなけれ
ばならないこと，それこそが日々変化する社会を背景
とする子どもとともに歩んでいける唯一の手段である
という秋田の主張が読み取れる。教師が「研究」する
とはどういうことなのかを教師自身が「研究」する体
験を通して学ぶべき場が大学にもなければならないと
いうことは言うまでもない。

○　教育実習
また，前頁でも述べたが，教育実習についても大き

な違いがある。フィンランドは4 ヶ月（�5単位）とい
う長い時間をかけて教育実習を行う。そして，実習生
は�時間を45分授業とすれば，30時間分の授業を行な
わなければならない。それに加えて他学生の授業を参
観もするため，トータルでは60時間分が授業とかか
わる実習となる。初めての実習は参観することだけか
ら始まり，徐々に独り立ちできるよう長い時間をか
けて育てられていく。タンペレ大学の教育学部教授
EeroRepo氏によると，「現在は実習先のサークルもあ
り，さまざまな校種での実習ができるようになってき
た」という新しい動きも見られる。実習生にとっては
それが子どもの発達のより深い理解や子どもの背景を
理解することにつながっていくということであった。
このようにフィンランドでは，自分が将来向き合うで
あろう世代だけで実習するのでなく，さまざまな世代
とかかわることで人間としてのニーズの把握につなげ
るというねらいを持った実習も進めている。これは，
実習生は自分に合う学校種や年齢層がどこであるかを
考えるためにも役立つだろう。これらすべてが，一人
ひとりが「自立した教師」になるために準備されてい
るものである。フィンランドの教室で見た一人ひとり
の教師のゆったりと構えた姿，堂々とした姿を思い出
すたびに「自立した教師」の重要性とそれが育てられ
る場があるフィンランドの懐の深さとゆとりを私は強
く感じるのである。

それに比べ日本の教育実習はどうであるのだろう
か。日本では，教育実習は4年間で�回，4週間（2週間
もあり）と短く，参観することから自分で授業をする
というところまでがとても短い期間で要求される。こ
のような状態では自信を持って授業に取り組むところ
までいかないのは当然であり，教師に採用されてから
初任者研修などを支えにし（校内研修など時間的に余
裕がなく，学校間でもかなりの差があるという状況の
中で）結局自分で，授業，子ども，教材，教師のあり
方など何とか学んでいかなければならないというのが

実情である。私自身のことをふり返っても，（出身大
学で決められた3週間ずつ2回の附属小学校と公立小学
校での実習ではあったが）授業について真剣に考え始
めたのは教師として採用されてからであった。まして
子どもの「学び」というところに行き着くまでは，何
年もの年月を費やした。大学では，実際の授業にいき
るものを学んだというよりは，知識として得ておくべ
きことだけをやっと学んでいたということがほとんど
であったように思う。しかし，そのような短い期間で
あっても教育実習で学ぶことは本当に多かった。私に
とって教育実習は，教師は子どもをどう捉え，どう向
き合っているのか，子どもは学校や授業でどのように
生活し，学び，生きているのか，自分は子どもとどう
向き合えるのかといった教師としての自分の生き方を
決めるスタート地点であったように思う。複数回の授
業実習や学校の中の多くの先生との出会いが一つの型
では到底収まりきれない教師の姿を見せてくれ，子ど
もとの向き合い方も教師一人ひとり違っていることに
も気づくことにもつながった。そして，自分がどんな
教師になりたいかという強い憧れを抱いたのも教育実
習の場であった。このように考えるとその意味の大き
さに改めて気づかされる。だからこそ，教育実習が今
以上に重視され，教師を目指す学生が実践的に学び育
つことができる場でなければならないところという思
いをより強くするのである。

教育実習にも端的に表されているように，フィンラ
ンドと日本では教員養成における根本的な考え方が異
なっている。教師を，何を大事にしてどのように育て
るかということは，結局はその国の教育をどうしたい
かということにつながっている。教員養成がその国の
教育の教師の存在をどうとらえているかの表れである
と考えるからである。このような視点で日本の教員養
成を見直してみると，これから教師になろうとする学
生に対して，じっくり時間をかけて，子どもとはいか
なる存在か，子どもが「学ぶ」とはどういうことか，
といった本質的なことを学ばせていないことが分か
る。教育実習生には，体験的に学べる唯一の場で非常
に短い期間で多くを学ばせているため，教師として，
血となり肉となる学びまでは至っていない。さらに「研
究」という教師が教師である限り考えていかなければ
ならないことの基礎も学ばせずに，教師を学校現場に
送り出しているのが実際である。もちろんフィンラン
ドでまったく問題がないわけではない。「PISAの調査
では，成績は良好だが，同時に学校に対する子どもた
ちの否定的な評価もめだっている」ことや「フィンラ
ンドの学校に『教師中心主義が多い』『友情を中心と
したインフォーマルな関係のための時間・空間が少な
い』『生徒たちの自治・自立が弱い』といった傾向が
根深く存在する」 ことなど，フィンランドにも「新自
由主義」的な傾向が強くなり，新たな局面を迎えてい
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ることが分かる。しかしそれでも私は，日本がフィン
ランドから学ぶことは多いと考える。フィンランドの
取り組みをそのまま鵜呑みにすべきだと考えているの
ではない。今あるフィンランドのよさの原因は何によ
るのかということ，そしてこれから我が国の学校教育・
教師教育が抱える課題にどのように立ち向かう必要が
あるのかも含めて学んでいかなければならないと考え
るのである。

少なくとも，日本はフィンランド以上に多くの課題
を抱えている。学校での様々な事件や深刻な問題が毎
日のようにニュースとなる今こそ，我が国の学校教育
は原点に立ち返り，考える時にきていると考える。そ
のためには，まず何よりも教師を目指す一人ひとりが
今以上にじっくりと深く学び，大きく伸び伸びと育て
られなければならないのではないだろうか。そして，
その教師の「学び」や育ちは教師を志した時，すなわ
ち大学での授業から始まるべきものであると私は考え
る。そして，そこから学び続ける教師が育っていくの
である。日本が，フィンランドの教師教育の姿から学
ぶこともやはり多い。

Ⅳ．終わりに
「フィンランドに学ぶⅠ・Ⅱ」を書き終え，「フィン

ランドに学ぶⅢ」を構想している時，「教育基本法」
が改正され，それに伴って「学校教育法」「学習指導
要領」が改正された。それは，私にとって，日本が国
としてどんな教育を目指し，それをどんなかたちで実
現しようとしているのかを改めて見るという何よりも
の機会となった。そして，「PISAショック」と言われ
るものに国が動揺し，これからの日本の教育はどうあ
るべきなのかという根本を見つめ直す時期でもあっ
た。「教育基本法」では，新たに書き加えられたこと
がとても多い。それを丁寧に見ていくと国として望む
教育の姿が明文化されてきたと言うことが分かる。し
かし，私には，そこから子どもの「学び」の姿が見え
てはこない。子どもの「学び」とは本来どのようなも
ので，どんな子どもの学びの姿が望ましい姿なのか，
そしてそのために整えるべき人的環境，物的環境は何
であるのか。フィンランドの教育基本計画にある子ど
もの「学び」のあるべき姿は，日本では「教育基本法」
をもとにした，「学校教育法」そして「学習指導要領」
には表われてはいない。このような日本において，私
たち現場の教師は，これまでと同様，改正された法や

「学習指導要領」が具体的にどのようなかたちで子ど
もの目の前で実現していくのかを自分自身で求め続け
なければならない。そうだとするならば，私は，これ
からも子どもの学びに真剣に向き合い，私が求めてや
まない子どもの学びの姿を実現するために，授業実践
に努め，そこで学んだことを現場の教師の声として発
信していきたいと思う。　

フィンランドから学んだこと，それは日本がすぐに
真似できること，そのまま取り入れられることでは決
してない。しかし，子どもの「学び」を正面から見つ
め，それを求め，必要な支援が一人一人にあるべきだ
と考える国であるからこそ，私たちが学ぶべきことは
数え切れないほどある。フィンランドでは，一人一人
にあったサポートをするのは，当たり前のことであり，
それを実現するために教師も子ども同様，時間をかけ，
ていねいに育てられている。私たちは，今こそ，一人
一人の子どもに必要な真の支援とは何かを，教師が最
も大切にしなければならないことは何かを，そして教
師はどう育てられるべきなのかを，フィンランドに実
現される姿から学ばなければならないと私は考える。
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