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ノルウェーの高等学校

－－ 1999 年、 2000 年 視察を踏まえて－－

Den Videregående Skolet i Norge

北川邦一

はじめに

本稿 は、 1 999年 及び 2 000年の現 地研究旅行 によ る見聞 及び収集 資料を 踏まえて 、ノル

ウェーの高等学校について解説す る (注 1)。

(一 )後期中等教育・高 等学校制度

(1)後期中等教育・高等学校 の課程及び学科

「基礎学校及び後期中等教育に 関する法律 (教育法 )」 (1998年法律第 17号 ) Lov om grunnskolen og

den vidaregåande opplaringa （ opplæringslova） av 17. juli 1998 nr.61 は、次のよう に定めている (注 2)。

「基 礎学校 又は これと 同等の 教育を 修了 した者 は、申 請に基 づいて 3年間 の全日 制の後

期中等教育 vidaregåande opplaæring を 受ける権利を有する。 15歳に 達した少年は、後期中等教育

の受け入れ 先を自分 で探す。生 徒 elevar と職 業実習生 lærlingar はこの 法律とこの 法律による

規則に 応ず る教育 を受け る権利 を有 する」（ § 3- 1第 1項）。「後 期中等 教育は 、学 業資格

studiekompetanse、 職業 資格 yrkeskompetanse ま た は部 分的 資格 delkompetanse へ と導 くも のでな けれ

ばならない。 /学校の教育は、基礎 課程 grunnkurs と複数段 階の上級課程 vidaregåande kurs を含む。

各課程 kurs の期間は、通常 1学年間とする。 /職業教育 fagopplæringa は 、通常、 2年間の学校に

おける 教育 opplæringa 及び 1年間の 企業 におけ る教育 を含む 。企 業にお ける教 育が企 業にお

ける生 産労働 と結 びつい ている 場合に は、 企業に おける 教育は 2年以 上に延 長する ことが

できる。 /県 fylkeskommune が 希望す る生徒に 対して企 業におけ る生産的 労働の教育 を設定す

ることができないときは、その教 育も学校で行なわれなければならな い」 (§ 3-3第 1-4項 )。

1 0年制 の基礎 学校を 修了 した進 学希望 者は、 これら の規定 によっ て高等 学校 videregåande

skole に 設けられてい る 1年間の基 礎課程 (GK ｡2000年 度で 15種類 ）の第 3志望ま でを申請しそ

のうちの いずれ かに入学 し、引 き続き その上級 課程 (VK)で学習す る権利 を有する 。上級第

1課程 (VKⅠ )への進級に際して は約 90種類の 小学科へ、さらに それに続く第 2課程 (VKⅡ )への

進級で は約 2 00の職 種と結 びついた 学習コ ースへ 分属して ゆく。 表 Ⅰで、 普通科 系学科の 3

つの G Kの上 級 の VK Ⅱを修 了 す れば 、 総 合大 学 及 び専 門 大 学へ の 入 学要 件 で ある 学 業 資格

(注 3)を取得す る。職業教育系 の 12の GKの上 級の VKⅡの修了 に際しては職業 資格試験が行わ

れ、これに合格すれば各種の職業 資格を取得する。

上記 の後期 中等 教育を 受ける 権利に は企 業内に おける職 業教育 VKⅡも含ま れてい る。教

育法によって 、この企業内 職業教育には、 国の労働生活にお ける職業教育評 議会及び県が

任命する職業教育委員会 Yrkesopplæringsnemnder 等 の公の機関が関与する（第 12 章）。職業教育

委員会は、 職業教育 を行う教育 企業 lærebedrift の承認（ §4-3）、職業 教育（実習） 生と企業と

の教 育契 約（ 職業 実 習契 約） lærekontrakt の 承認 （ § 4 -5）、並 び に、 企業 にお ける 教育 の監

督、職業資格 の試験委員会の 任命及び職業免 許状の発行（§ 1 2-4）等を行う 。以上のよう
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な企業内教育 も含めて「県 はすべての住民 に対して教育法に よる後期中等教 育の権利を充

足しなければならない」（§ 13-1） (注 4)。

2 00 0年現 在、 高等 学校 基礎 課程 の学 科 studieretning(学習 方向 )と その上 級課 程の 在籍 生徒

数は表 1の (Ａ )欄、企業内職業教育 （実

習）生数は同じく (Ｂ）欄のとおり である。

表１ 挿 入

また、図１ はそのうちＧ Ｋの普通科、経 済及び管理学科の 進路概略図、図 ２はＧＫの機

械科の進路概略図の約三分の一部 分である。

図１及び図２挿入

(2)高等学校の科目

高等学校及び後期中等教育の授 業時数・実習期間、教育課程、生徒 ・職業実習生の評価、

試験・職業試験等に関する規則は 、教育研究省 (UFD)Utdannings- og forskningsdepartementet が定める

(教育法 § 3-2､§ 3-4､§ 14-1)。主な G K及び VKⅠの各学科の共通一般科目 felles allmenne fag と学科

専門科目 stdieretningsfag の 履修単位数は表２

～表７のとおりに定められている (注 5)。

表２～表７を挿入

(3)高等学校の学校管理委員 会

教育法 §11-5 で次のように定められている。

「各 高等学 校に 職員及 び県の 代表並 びに 生徒評 議会に よって 選出さ れた 2名の代 表で構

成され る学校 委員会 Skoleutvalg を 置く。 校長は 、県の 代表で なければ ならな い。 /委 員会は

当該学 校に関 する あらゆ る事項 につい て意 見を表 明する 権限を 有する 。 /県 は学校 委員会

を地方自治法第 11節の定める学校 の理事会 (styre for skolen)と定 めることができる。県が委員

会以外 の学校 理事 会を定 める場 合は、 2名以 上の 生徒評 議会代 表が理 事会に 席を有 しなけ

ればならない 。生徒評議会 代表の集団、職 員代表の集団のい ずれも単独で理 事会議席の多

数を有するこ とがあってはな らない。 /校長 は出席し話し提 言する権限を有す る」 (注 6)。

(4)高等学校に関する地方教 育行政

［ウスト フォル県 ］当県では 、県議会の 下に委員会 Komiteer の一 つとして 9人 で構成され

る 教育 委 員 会 utdanningskomiteenが お か れ て い る 。 高校 の 学 校 委 員 会 は 、 当 県 で は 、 ①校 長

rektor (県 の代 表 )、② 各 学 校に 3～ 6名 配 置さ れ てい る inspektør(視学 、 副校 長 、教 頭 乃 至主

任 )の中の 3名、③教職員組 合の代表 2名、④ 生徒会代表 2名 で構成すること とされている。

県の規定 は未確 認である が、こ の委員 会は学校 現場では 'samarbeidsutvalget'協同委員 会と呼ば

れてお り、事 実上 学校の 意思決 定機関 と見 なされ ている ようだ った。 票決権 は校長 が 2票

であり inspektør も含め ると 管理職 が過 半数と なる が、 事項に よっ て教職 員組合 は管 理職と

交渉を行なう (見解の対立が ある場合の詳細 は未確認。 )。当 県では高校の教 員は、校長は

県執 行 委 員 会 fylkesutvalget が 採用 し 、 inspektør は 当 県 の 常設 委 員 会の 一 つ で ある 行 政 委 員会

administratjon utvalget(3人の政治家を含む )が採用し、一般 教員は学校委員会が選ぶ (注 7)。

[オ スロ市 ]当コム ーネで も 13の基礎 課程 G Kへの 入学者 は成績 順で選 ぶ。高 校 1年次 GKの

願書 (基礎課程 )はす べて学校部 skoleetaten に出す。 2年、 3年の職業課程 は毎学年毎に市に願

書を出 す。体 育科 、普通 科、経 済科は 、入 学した 基礎課 程の学 校で 3年過ご す。オ スロ市
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では生 徒は、 まず 学科を 決め、 その学 科の ある学 校を 3つ選ぶ ことと 定めて いる。 この点

他の県 では学 校を 選ぶ。 理論的 にはコ ースも 3つ選 ぶこと ができる ので、 3× 3 =9つ 選ぶこ

とができるこ とになる。 実際には殆ど 選んだ学科に 入れる。中 学校の教育相 談教員 rådgiver

も入学できる 現実性のある コースを志願す るよう指導する。 成績順に取るの で学校差がで

きる。街の中心にある学校が人気 がある。職業課程は規模が小さい方 が人気がある (注 8)。

［ ス ル ・ト ロ ン デラ グ 県 ]当 県 の議 会 の 常設 委 員 会で あ る 教育 委 員会 hoved utvaltung for

utdanning は 11人の 議員 と 2人の 生徒 代表 で構 成して いる 。生 徒代 表は 発言 権は あるが 決定

権と選挙権は ない。教育問 題で県議会や教 育委員会が取り 上げるのは大き な問題だけで、

後は行政組織である教育部 divisjon utdanning に任されている。当 県は県組織では例外的に職業

教育部 avdeling for yrkesopplæring を 教育部から独立に設置している 。教育部長を含め行政機関の

各部の長は県執 行委員会 (当県 は 13議員 )が選 ぶ。教育部の職 員は教育部長が 選ぶ。 28の県

立高校の校長は応募者の中から教 育部長が選び、学校の職員は校長が 選ぶ。

教育行政の 内容に関して は、低学力生徒 の問題が発生して いる。今の高校 は教会教育研

究省（ Ki rke-, utdan nings - og f orskn ingsde partm entet。 以後 KUFと略記。 なお 2002年 1

月以後は、省庁 再編によって Ut dannings- og forsknin gsdepartemente t教育研究省、略称

UDF）の方針によって「みんなのた めの学校 inkluderende skole」 (KUF)という考え方をとってい

る。法律では 生徒のニーズ に応じて教育を しなければならず 、みんなを受け 入れる学校の

教授法ができ なければなら ないが、教員養 成課程でそのよう な教育を受けて こなかったの

で困 っ て いる 教 員 がい る。「 保 護者 の よ うな 役 割 を果 た すた め の 教育 は 受 けて こ な かっ

た」「 高校 は高 校ら しい 教育 を果 たす べき だ」 と いう 意見 があ り、 県で は KU Fの 方針 を実

施するためプロジェクトをつくっ て議論している。又、人材事務所 Ressurs kontor が公立 20校

の施設を用い て産業界の講 習を行なってい る。この事務所は 独立採算制で運 営され、その

講習は成人教 育法に基づく ものではないが 、学校が収入を得 られ地域と結び つくことがで

きるの で行な ってい る。 20 04年 以降 1 6-1 9歳人口 の急増 が見込 まれ県 では 20 04年ま での教

育計画を作成した。予算の全体枠 では地方債がやや大きすぎた、とい う (注 9)。

また 、前出 のオ ーラ・ モー氏 による と、 当県の 高校で は第一 希望に 93%が入っ ており、

約 7%の 200人が第一希望に入れない 。造形と体育学科が難しい。生徒は 県に願書を提出し、

その入 学調整 が県 教育部 の仕事 であり 職員 26人の うち 4人が係 りをし ている 。中学 校の内

申書によって 決める。生徒 は学科を選ぶと いうこの県独特の 方式を県の教育 委員会が決め

ており、これ は北ノルウェー に 1県か 2県あ るだけで、他の県 では学校を選ぶ 。高校の学習

上の問 題とし ては 、県の 高校生 の約 2 0%が 勉強に ついて 行けな い、つ まり職 業資格 又は学

業資格の取得 に至らない。 そのため、履修 内容の部分的修 得にも証明書を 発行している。

後にこれに上 乗せして勉強 が出来、資格取 得に至る道を開い ている。高校に 行っていない

子に対しては、県が呼び出して面 接して聞く。高校を辞める子につい ては、書類に記入し、

フォローアップしている。本当に 学校に来ないのは 4～ 5%である、とい う (注 10)。

(二 )各高等学校の状況

(1)ハルデン高等学校

この学校 は、 1997年、 4つの学 校を統合して 出来た。現在 それぞれが 、次の avdeling(部、

分校 )になっている。
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○ポシュネス Porsnes 分校 床面積約 9000㎡ ○リースム Risu m分校 6000㎡ ○クリムセン

分校 5000㎡ ○ Tosterodberget分 校（特殊教育分校） 1000㎡。

生徒数は例年 400～ 450人。今年は少な い。教員、管理人や食 堂用員も含めて教職員 は 70

人。職 業科は 1学級 の生 徒 15人、普通 科は 3 0人で ある。 殆どの 生徒は ハルデ ンから 来てい

る。全てのタイプ、階層、社会的 背景の違う生徒を受け入れている。

入学は、① 生徒は願書を 県の教育部に出 す。②その際、中 学校の成績証明 書を伴う。過

年度卒 業生は 、労 働証明 がポイ ントに プラ スにな る。今年 の入学 では 9 0%が 第一志 望で入

った。造形は 第一志望で入れ ない子が多かっ た。在籍者の 5 %弱は外国人。多 くは元ユーゴ

スラビア、パ キスタン、ベト ナム。 70年代 にはパキスタンか ら労働力が入っ てきた。この

学校に は体育 科と建 築関連 技術科 の二つ の学科 がない 。前者 は 15～ 17人 が 6k m離れ たサプ

スブル グの学 校へ、 後者は 4、 5人 が他地 域へ行 ってい る (注 11)。当校 の生徒 の 95%は家か

ら通っている。薬局技術科と機械 プロセス科は県下ではハルデン高校 だけにある。

学校は、○ すべての分野 における教育の 質の向上、○い じめ、麻薬、ア ルコール対策、

○生徒参加、 を年度の主要 課題にしている 。生徒たちは、学 校及び教員につ いてアンケー

トを企 画して いる。 100 0人に 10人く らいの 割合で 留年が ある。 機械科 の場合 、 1年 間で学

ぶべき事に 2年間を当てる生徒 が現在 30人の うち 5人いる。学 科の学習課題の 全部を修了し

なくて も、一部 (例え ば溶接 )を身に つけたら それに ついて 証明書を 出して いる。 2 0～ 30 %

が学科 の学習 内容 全部の 修得は 出来な かっ た。職 業科を 選んだ 生徒も 1年追 加の勉 強をす

れば大学進学 の勉強が出来 る。そのための 選択科目の提供も している。職業 コースでも理

論だけで終わるコースもある。成 人向きの席を 25%設けている。 1番年 長は 50歳である。

生活指導で は、いじめ問題 に取り組んでい る。生徒規則 (校則 )問題では、 麻薬とアルコ

ール問題を重 視している。 その対策のため 各市及び県の専門 家が職域を超え て学校と一緒

にプログラム を作った。違 反者を見つけて 罰するのでなく修 学できるように するのが目的

である 。いじ めに 対する プロジ ェクト もあ る。学 級に 1人づつ いじめ 問題を 担当す る生徒

がいる。なお、 9月 12日の地方選挙 を控えて学校では生徒による模擬選 挙投票をした。

機械プロセ ス科の教員に よれば、就職の 心配は要らない 、むしろ人手が 不足しており、

学業さえしっ かりすれば仕 事には充分就け る。生徒の学習で は、数学とノル ウェー語をも

っと充実させ たい。ノルウ ェー語はレポー トを書くにも資格 試験への準備と しても重要で

ある、試験は全部、記述式である 、という。

電気 科 1年 生 15人の受 講生 全員男 子の授 業中の 学級で 質問し た。第 一次志 望で電 気科に

入った者ばか りで学科の勉 強に満足してい るという。学級の 生徒会代表は決 まっていたが

新学期早々で まだ何もして いなかった。パ レスティナやユー ゴ問題の質問に はこれという

意見は 出なか った が関心 はもっ ている と応 えた。 ＥＵ加 盟問題 につ いては 2人の 生徒が、

「ノ ルウ ェーと は規 準の 異な る質 の悪 い商 品が 流通 する のは 自分は 嫌だ」、「 加盟に よっ

て経済発展の 遅れた国と市 場を共有すれば むしろ良くないこ との方が多いの で反対」のな

どと答えた。

VKⅠの薬 局技術科は薬剤師 の資格又は薬剤 事務の資格を修 得する。後者の VKⅡの「職業

と社会 」とい う内 容の授 業は女 子だけ だっ た。化 学は学 習せず 処方箋 の扱い 、薬局 (全て

公立 )での 3週間の実習、英 語しかしゃべれ ない人への対応な ど職務に応じた 英語等を学習

するという 。勉強は、「 3年生はす ごく大変」、「 2人 の子ども を寝かしつ けてから 1～ 1.5時
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間、予習 復習を する」、「予 習復習を するとき は 2時間 ぐらいす る」など と答えた 。学級代

表は、麻薬を やっている生 徒はこの学校に もいると思う、生 徒会はいじめ、 麻薬・アルコ

ールの、発展途上国の開発援助の ための募金活動にも取り組んでいる 、と答えた。

ホテル・食料 科の基礎課程 GKの調理実習を見 学した。 GKは 1 2人の学級が 2つ 、 VKⅠは 14人

のホテル・レストラン 科が 1つあり専門教員 は 3人。 8時 -3時半の 実習 (理論も含む )が週 に 2

回。 3， 4年次は企業内で学習する という。

造形科は歴史が古く、日本の裁 縫学校のようなものから発達した記 念の展示をしていた。

その学舎でホ テル・食料科 の学生が作った 昼食サンドイッチ をご馳走になっ た。造形科の

説明の途中で 校長が窓の外 を指した。見る と、建築科の生徒 が実習授業で自 然利用科の農

機具等の収納庫の屋根を修理して いた。

特殊教育 分校は県で唯一の 特殊学校で生徒 は 27人である。 校長によれば、 普通の学校で

は学べ ない生 徒を 対象に してい る。現 在、女 子 8、 男子 19の計 2 7人が 在籍。 中学生 の段階

で乱暴をする 生徒、社会生 活に問題のある 生徒、情緒生活 に問題のある生 徒たちである。

大きな機能障 害は無い。全 県から来ている 。この近くの子た ちは殆どいない 。全寮制にし

ている 。多く の子 供たち は愛情 不足で 両親 と一緒 に住め ない。 学校に は 1年 単位で 願書を

出す ( 5年間 まで教 育を 受ける 権利が ある。 )。最高 4年居 た生徒 がいる が平均 3年。 長く居

すぎるのは良くないと考えている という (注 12)。

(2)グレメン高等学校

生徒 数 100 0人、 3万㎡ の敷地 (サッ カーコ ート 10個分 )、職員 2 40人 、内 17 0人が教 員であ

る。校長によ れば、学校の 5つの基本精神は 、快適、安全、 安心、協力、積極 性 (ポジティ

ブ )で あ る 。「 教 員 、 生 徒 一 人 ひ と り の 精 神 を良 く す る し か な い 。 上 か ら の 監 督で は だ

め」。 県が 行な った アン ケー ト調 査で は当 校の 生 徒の 95 %の 生徒 が授 業に 満足 して おり、

学校生活が楽 しい、教員の レベルが高いと 思っている。しか し、学校に居場 所を求めて来

る約 5 %の生 徒生へ の対 応も重 視して いる。 普通科 は 1学級 生徒数 30人 。職業 科の専 門科目

は最高 15人、 1 2-15人の授業 が普通である。 1つの学校の中に いくつもの高校 があるような

状態になりかねない。それを防い でみんなで一体感を作ることが学校 の重要課題だという。

当校の造形科 Formgivingsfag の 上級 VKⅠには描画・造形・色彩 Tegning/form/forge 科が有り第 3年次

の VKⅡは広告 、写真、印刷等に 細分科していた 。説明によると 、 VKⅠはやり直 しがきく、経

費は学校の負 担で授業料の個 人負担はない。 生徒は、 (学校 での教育 3年又は 学校での教育

2年と企業内 教育 2年 )＋ (1年間のや り直し )の学習 の権利を有して いる。広告 Reklame の V KⅡ

には 13名が在 学しており、様 々な高校の描画 ・造形・色彩の V KⅠから進級して きて第 3年次

で修了し専門大学 høyskole に進学するという。

この学校は グアテマラと の文化交流セン ターになっており 、たまたまグア テマラ大学の

教授がそのた めに来校して いた。御一緒し た昼食会は、ホテ ル・食料科のコ ック科の生徒

が調理した料 理をホテル・ レストラン科の 生徒が給仕する という実習授業 を兼ねていた。

(3)フレデリク高等学校

自然科学系の inspektørの Bjørn Andersen 氏によれば、概ね生徒 1200人、教員 100人、他の職員

30-40人の 学校であり、自 然科学と経済学系 の 2つとも普通 科の生徒である 。数学と言語、

経済学の二つの敷地に分かれてお り元々 2つの学校であったが 2年前に 統合したという。
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図書 室は蔵 書約 1万 2 000冊 、コン ピュー タ検索 が可能 になっ ていた 。コン ピュー タ室は

大小 7部屋、生徒用のコンピュータ を 150台備えており、情報処理が 1年 生で必修だという。

天文学専攻の Anderse n教諭によれば、物理学 は 2年生で選択する。週 5時限の授業 である。

物理学 履修生 は自然 科学系 生徒 3 00人 のうち の 78人 。 94年教育 改革の あと物 理学選 択学生

が半減した、 数学と物理学 は良い点数が取 り難く、そのため 大学入学に不利 になるからだ

という 。それ で物理 学履修で 入学点 に加点す るよう にして いるとい う。彼 は翌日 ( 99年 1 0

月 11日 )5 0歳に なるが ウスト フォル 県の物 理学修 士の学 位をも つ高校 教員で は最年 少であ

るという。も っと授業時数 があれば多くの 生徒が物理学が分 かるように、ま た物理好きに

してやれるのに、と授業時数の少 ないこと、後続の物理学教員が少な いことを嘆いていた。

(4)ソグン高等学校

在校 生徒数 約 160 0人、 企業実 習に行 ってい る生徒 約 40 0人を 合わせる と計 2 000人 で、ノ

ルウェーで一番大きい職業高校で ある。また移民生徒が約 30%を占める 学校でもある。

当時 13種の基礎課程では、普通 ・経済・管理科、音楽・演劇・舞踏 科、体育科がない外、

職業学 科では 化学 ・加工 科、木 工科が 設置 されて いない だけで 、残り の 8学 科が設 置され

ていた (その 後、追加された 2学科の中、メ ディア・コミュニ ケーション科が 設置され、販

売・サービス科は 2002年 11月現在 未設置。 )。

GKで 6学級 あるホテル・食料 科は、 VKⅠで は、 2学級がパン ・菓子職人、 3学級がコック、

1学級がホテルの給仕科に分科する 。

機械科の GKの上級の VKⅠに自動車 科生徒 72人がおり、そのうち自動車 機械科 bil mekanikk は

4学級 48人、 専門科目の直接 担当教員は 6人 である。主任によ れば、施設設備 は生徒の学習

用自動 車とし て使 えるも のが 8台乃至 9台有 り、 実習作 業場が 5つあ る等ほ ぼ足り ている。

学級当 たり 4台、合 計 1 6台あ ればよ り望ま しい。 トヨタ の車を 寄贈し てもら って使 ってい

る。トヨタは 評判が良くノ ルウェーではよ く流通している。 この学校では自 家用車のみ扱

っている。材料費だけを取って一 般の自家用車の修理も行なっている 、という。

建築の GKは 3学級、建築関連技術 科 tekniske byggfag の GKは 4学 級あった。後者は、屋根・煙

突工事、壁塗 装、配管工事 などを学習する 。比較的簡単に建 て直しの効く小 部屋がいくつ

も用意されていて壁 塗装の実習などが行な われていた。ペンキ塗 りなどの壁塗装の VK 1は 3

0人用 の実習 設備が ある が、こ の年度 は生徒 は 1 0人し かいな かった 。学科 主任に よると、

業界は人手を 求めているが 、生徒の多くは 職人になるよりも 高い教養をつけ ることを求め

ており希望者 が少ない、こ の仕事は実社会 では厳しいので出 欠管理等は実業 界と同じシス

テムを取っていると言うことであ った (注 13)。

(5)ストーヴナ高等学校

案内役の女 性主任教員は 、始めに前々日 実施された地方選 挙結果について 触れ、私立学

校の問 題が出 てき た、オ スロで は私立 学校賛 成派の 保守党 Høyre が伸 びた。 競争を 利用し

て学校全体の質 を上げるという 考えだ。遠距離 通学の問題が生ず る。自由党 Venstre や左翼

社会党 Sosialistisk Venstreparti は 反対しているという。また当校は オスロ市の北東部にある、普

通科は近くか ら来ている生 徒が多い、職業 科はソグンとス トブネルの地域 が当校に来る、

生徒の 35～ 40%が外国語が母語だ、 という。

当校で印象的だった のは、 VKⅠ、 VKⅡのスキンケア hudpleie(肌の手入れ )科、俗に言えばエ
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ステ科である 。当校の基礎 課程には普通科 、保健福祉科、建 築科、建築関連 技術科、機械

科、造形科が ある。エステ科 は保健福祉 GKの上級で、オスロ 市では当校だけ にあり、市全

ての保 健福祉 GKか ら進 級希望 があり 、当校 に 3学 級ある 同 GKからの 進級者 は数名 である。

同科の VKⅠ、 VKⅡは 連続の課程で専門教科 の教員は 6名、生徒は、 定員各学年 15名の学 級が 2

つ合計 60名 、全員 女子 だった 。この 科は実 習も総 て学校で 済ませ VKを 2年間 でフッ ドプラ

イア hudpleier の資格を取得 する。同科の生徒負担 は、 VKⅠで 4000～ 5 000クローネ (NOK。 1 NOK

は約 16円 )、 VKⅡで 約 200 0NOKである (注 14 )。 hudpleier は、マ ッサージ もする が医学的 ではな

くて精 神的な もの であり 、理学 療養士 の資 格とは 別物で ある。 後者は 高校普 通科 3年のの

ち専門 大学 høyskole で 取得 する 。当 校のエ ステ 科は 20年 前に既 にあ った、 この 科は希 望者

が多くて入学が難しく就職も良い という。

エステ科及びその GK保健福祉科 の専門科目は次のように定められて いる (注 15)。

Hudpleier VK1 2. år(高等学校の第 2学 年 )

専門科目 2 5時限 /週。 内訳①皮膚病 学皮膚科学 Dermatologi8②スキン ケア科目 Hudpleiefag 8③応

接と道徳 Service og etikk4④装置・製品 学習 Apparat- og produktlær 5

Hudpleier VK2 3. år(高等学校の第 3学年 )

入学資 格 VK 1 hudpleier。専 門科目 29時 限 /週 (Sovnner 校 3年は週 30時間 。内 1 3時間は 実習 )。

内訳①環境学習 Miliølære 2②皮膚病及び病理学 Dermatologi og sykdomslære4③企業学習 Bedriftslære3④

メーキャップ及び色彩学習 Make-up og fargelære5⑤スキンケア科 目 Hudpleie fag1 5。

Hudp le i er科の選択科目 4 時限 /週

保健福祉科 GK(高校第 1学 年 )の専門科目は 22時限 /週。内 訳は①保健科目 11②社会福祉

及び心理学 6③人間生物学 5。

当校 には美 容師 Frisør の VK Ⅰ、 V KⅡが あるが 、その GKの 造形科 は当校 に無く 、全員 他校か

ら進級 してく る。 見学時 は VK Ⅰの 12人が鬘 を使っ て実習 してい た。次 には校 内でモ デルを

使って 実習、 VKⅡでは実 費で 客を取 って実 習する という 。偶々 教育大 生が見 学実習 してい

た。

ホテル・食料 科 GKの上級の V KⅠパン職人菓子 職人科の実習を 見学した。 VKⅡではパンと菓

子に分かれ 2年間学校外企業で実習 する、もし適切な企業が無い時は学 校で 1年間実習する、

両方の資格を取る生徒もいる、と いう。

当校 は海外 交流 プロジ ェクト （普通 科が 4学級 ）を実 施して いる。 ロンド ンの学 校とエ

ステ科の交流 から始めた。 スコットランド では同科は断られ た。生徒が入学 に際してこの

学校を選び易 くするためで あり、経済的に 平均よりやや下の この地域の階層 の子どものた

めに学校が機会を開くものだ、と いう (注 16)。

担当 教員の 説明 を受け た後、 VK2の生徒 で職業 教育修 了後、 高等教 育に進 学志望 の生徒

に対す る数学 の授業 を見学 した。 普通課程 の数学 は 5単位 、職業 課程の数 学は 3単位の差 2

単位分を埋め る補習授業で授 業内容は、 3ｘ－ 4≦ 5ｘ＋ 8 を解く。 これを

ｙ＝ 3ｘ－ 4 及び ｙ＝ 5ｘ＋ 8

座標グラフと 合わせて考え るもので、教員 はゆっくりと説明 し、生徒は分か らないところ

を伸びやかに 質問するとい う授業風景であ った。他校の授業 と同様、生徒各 自が関数電子

計算機を使っているのが印象的だ った (注 17)。
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(6)オスロ商業ギムナジウム

当校は第二次大戦中ナチスが占 領した時、司令部を置いた立派な建 物の学校で 4階建て、

吹き抜けの大 広間の壁面に は豪奢な浮き彫 りがある。校長は 日本に来たこと がある年輩者

2000年の創立 125年周年記念カップ をくれた。

2年生と 3年生には、高校 ではベルゲンと 当校だけという日 本語の授業があ り両方の授業

を見 学し た。 3年生 の 7人の 授業 は、「 本が 何冊 あり ます か」「何 処に あり ます か」な ど初

歩であ った。 うち 2人は 日本の 学校と の生徒 交換 で訪日 の予定 だと言 ってた が、そ の後実

際に来たと聞 いた。なぜ日 本語かという質 問には、親が日本 にいた、祖父が 日本人、西欧

とは異なる日本文化に興味を持つ 、日本は経済的に活発で魅力がある などの答えがあった。

見学した化 学実験の授業は 、粉末を過熱・ 化合させて生じる 微量物質（実は 0.91ｍｇ）

を計る、又、途中でガスが発生す る時の温度

も 測 る も の で 概 ね 次 の よ う な 化 学 変 化 だ っ

た。 図３を挿入

実験室は、 安全のため各 実験台の上に有 毒ガス排気のため の集排気装置が 設置されてい

た。実験途中 で一人の生徒 の器具が熱で割 れたが、教員は落 ち着いて指導し ていた。担当

教員の 持ちコ マは前 期 18コマ、 後期 1 0コマ 。 3年生 10人 の授業 で普通 科とし ては化 学は必

修科目ではな い。この学校に 化学の教員は 3人いる。 2年の授 業では実験が 1 5時間くらい、

3年生 の授業 では教 員に もよる が 30～ 40時 間くら い、こ の国で は物理 、化学 などの 自然科

学では 総時間 の 25 %を実 験に 充ててい る。以 前は知 識の学 習が多 かった が 94年改革 後、生

徒が自主的に する学習が増 えた。新教育課 程は実験重視で良 いが、自分は多 くの知識も必

要だと思い葛 藤している。 教えたいことを 教える授業時間が 足りない、とい う説明だった

(注 18)。

見学した GKの数学授業は教員が 「新学期で中学校の復習だ」と言っ ていたが、幾何では、

対向角、同位角 、 (三角形の面積 )＝ 1/2(底辺 )× (高さ )、正 方形□ ABCDの 外側に点 Eをとっ

て正三角形△ C DEを作り、二等 辺三角形△ CBEの底角∠ CBEを 求める。代数は 、 1次方程式

3－Ｘ＝ 2(18－Ｘ ) を解くと いう具合であっ た。 3年生の数 学は、ｘｙ 2次元 グラフ上で

log｛ (ｘ－ 2)/ｘ }＞ 0 の領域図示 を求めることを含むものであった (注 19)。

(7)ハイムダル高等学校

Inger J. Kristiansen 校 長によれば当校は 1977年創 立、例年生徒数 650～ 700人、うち普 通科約 3

00、音楽舞踊演 劇 75、体育科 175、電気科 G K2学級、 VKⅠ電 気 1学級、 VKⅠ電子科 1学級、機械

科 GK 4学級、 VKⅠ機械科 1学級 、保健 福祉科 GK2学 級、 V K介護 1学級で ある。 失語症の リハビ

リ施設及び精神病患者の特殊教育 施設を付設している。教員は全日勤 務換算で 98名、校長、

副校長 (非教 員職員 管理 )1名 、外国 語・社 会科学 、理科 ・数学 ・経済 、音楽 ・体育 、職業

科目、付属施設、手話通訳教員の 管理主任 avdeling leder ６名計 8名の管理職を含め従 業員は 1

40名、予算は概ね年 5000～ 5500万 NOKである。

体育科のス キーと複合は 特別で施設費、 経常費とも国が負 担している。外 に種目として

はクロスカン トリー、スケ ート、フィギュ ア・スケート、ア イス・ホッケー 、バイアスロ

ン、ハンドボール、水泳も教えて 居る。表 8

は当校体育科の教育課程である 表 8挿入
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電気科で はノルウェー船 を作っていた石 川島播磨重工に電 気機器を納める ノルウェー企

業に勤めていた Henrik Henrikse n(VKⅠ電気 )、鉄道の電 気信号配線をしていた Kåre Sundsfjord( VKⅠ

電子 )両教諭 から説 明を 受けた 。電気 、電子 どち らも人 気があ って生 徒の学 力水準 は高い

が、生 徒の学 力に は差が ある。 障害生 も受 け入れ なけれ ばなら ない。 体育科 でも本 来 2年

間の過程を 4， 5年かけて特 別の選手養成を しているが電気電 子に読み書きの 良くできない

人が 2、 3人 おり、彼らは数 年かけて卒業す る。低学力者のた めに特別の教育 をしなければ

ならな い。聾 唖の 生徒が 電気の VK1に 1人お り手話 通訳が ついて いる。 電気は 学校で 2年学

習し企業で 2年半実習して卒 業するか、又は 学校で 3年間学習 して卒業する。 電気実習は大

型の機器を要 するので企業 で実習、学校で は機器をあまり用 いない理論学習 という傾向に

なってきたが 、学校で実際 の企業での作業 に触れないこと に生徒の不満が ある。その点、

電子工 学の方 は実 習、実 践学習 はやり 易い が反面 VKⅡで 実習企 業の席 がない 。殆ど の人は

学校で 3年間 学習する。運が 良ければ 2年の 学習の後、実習の 席を確保できる が、今の所そ

れがあ るのは 電話 機の組 み立て だけで ある 。学校 の 3年 の勉強 で卒業 資格を 得るが 、その

資格は仮資格 のようなもので 、あと 1年半実 習が残って居る 。就職すれば 1年 半後、正規の

資格を得るが 、その実習をし なければ無資格 に終わってしま う。 GKは電気、 電子あわせて

2学級 で 12× 2＝ 2 4人で ある。 この中 で申し 込んだ うちの うち半 分は VK Ⅰに残 る。電 気、電

子の V KⅠとも VK1学級上 限 15人一杯 いる。 VKⅠに 行けな かった 人も電 気・電 子を学ぶ 権利を

持っており、 県の教育部の 責任で長い時間 を掛けて、完全な 資格には達しな くても勉強す

るようにし、例えば店のレジ係等 、部分的資格証明書を取得するよう 指導している (注 20)。

社会科 samfungslære 授業について、普通科 GK の 毎週 2単コマ (＝ 45分× 2を 1年間 )の 担当の Henry

Notaker 教諭は次のよう に述べた (注 21)。

①教科書は第 1章で、国、コミュ ーネ、県の各段階におけるノルウェ ーの政治の仕組み、

議会制民主主 義、政党政治 を扱っている。 ②今は政治意識が 変化しつつある 。どちらかと

いえば右傾化 である。③地方 裁、最高裁、国 際政治のこと (戦争と平和、国連 、人権 )、家

族、家庭、男 女、人権、道 徳、子どもの権 利、労働市場、 労働と経済につ いても教える。

④失業防止が ノルウェー政 治の大きな課題 。⑤生徒は労働に 関する個人の権 利、義務を学

ぶ (労 働紛争 、労働 組合 、雇用 者組織 、職場 にお ける民 主主義 、職場 の社会 環境・ 自然環

境など )。⑥ 生徒は 起業 家にな ること を学ぶ 。企 業の作 り方。 ⑦他文 化、他 宗教と の出会

いも取り上げ る。⑧社会問 題を取り上げる と生徒は関心を持 つ。⑨生徒は政 治にあまり興

味がない。⑩ 多くの生徒は木 、土にアルバイ トをしている。 ⑪ 20年前は政治 問題に関心を

もち、関連 する新聞 記事を読んで いた。今は、 マテリアリ ズム materialisme 物質主 義だ。⑫私

の子供 時代は 10～ 15人 に 1つ のサッ カーボ ールで 嫌でも 集団で 遊んだ が、今 はみん なもっ

ており必ずしも集団性は自然には 育たない。

［教 育内容 につ いて政 治的に 非難・ 攻撃 を受け ること はない かとの 質問に ]①社 会科に

ついては客観 的な事実の教 育とその上で教 師が自分の意見を 言うこととの二 重の教育が必

要だと考えて いる。この基 準は大多数が受 け入れるものと思 う。②教科書の 承認は大きな

問題で はない 。将 来は、 生徒が 自分で 選べ る状態 にする (事実 、あと で見学 した介 護科で

は生徒 に選ば せてい た。 ) (注 2 2)。③ 30年 間社会 を教え ている が、教 育内容 につい て一度

も非難を受け たことがない 。色んな立場の 人を学校に呼んで 話をしてもらっ ている。④ノ

ルウェーでは 政治家が教師 を非難すること は非常に稀である 。ナチスに近い 教育をして裁
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判になった事 例が数少ない 事例である。ノ ルウェーの教師は 、異なる見解の 政治家等を学

校に招いて話 をしてもらう 慣行がある。政 治家は学校のあり 方を納得してい る。また、政

治家に教師出身者が多い。⑤高校 で親の意見を聞く機関がない事は問 題かもしれない。

普通 科 の必 修 科目 Religion/Etikk「 宗教 /倫理 」に つ いて も Henry Notaker 教 諭に 話を 聞 いた 。

［①道徳や秩 序を教えるこ とと宗教教育と の関係、②自然科 学、科学的認識 と宗教との矛

盾はどうする か、③宗教間 の争いについて はどう教えるか、 についての質問 に対して］①

道徳と宗教は 区別して教え ている。道徳と 宗教は伝統的に結 びついている。 宗教心が落ち

ると道徳も落 ちるというこ とにならないよ うに留意している 。宗教に共通の 道徳や人間の

あり方がある ということが宗 教の時間の内容 になっている。又 、 1800年代の キリスト教と

社会主義の問 題を取り上げ て共通点が多い ことを示してい る。②科学と宗 教については、

自然科学的な 世界観も取り 上げているが、 他方で、自然科 学とは違う側面 も取り上げる。

③宗教間の争 いに関しては 、宗教に対する 寛容を教えている 。他方、例えば 結婚相手を親

が決めるなど、宗教による人権に 違反する行動があれば、是認すべき でないと教えている。

当校の VKⅠ介護科 Omsorgsfag を 見学した。学科主任によれば、 保健福祉の GKから進級し修了

後は企業実 習 2年を経 て介護士 omsorgsarbeider の資格を 取得する。 12人の学 級で 3人 づつの班に

分けて学習す る。見学時は 2班 6人が一緒、う ち 2人が聾唖者 で各人に 1人の手 話通訳がつい

て学科 の勉強 をし ていた (注 2 3)。あ と 2班 は生徒 が相互 に介護 者と被 介護者 の役を し洗髪

の実習をしてい た。１週間のう ち 3.5日は専門 科目、 1.5日は 一般科目を学習 する。専門学

習は系統的と いうよりは様 々な介護場面を 想定して問題解決 的に行ない、教 員はその質問

や課題 に応え て教 える場 合が多 い。理 論と 実習を 教える 専門科 目担当 教員が 4名、 別に手

話の教 員が 2名いる 。中 学校迄 に基礎 として 重要 なのは 第１に 人に接 する態 度、次 にノル

ウェー語、生 物学である。 生徒は介護の学 習は難しくない と思っているが 、実際は保健、

衛生、栄養学 等多くの知識 が必要になる。 当県では５校に介 護科があるが労 働力の需要に

養成が追いついていない、という (注 24)。

(8)アドルフ・オイエンス学 校

Kjell Jensen 校長及び Per Mehus 副校長 Vice President の説明によると、 この学校は従来普通科高校だ

ったが、ノルウェーは政治目標と して複合学校 kombinert skoleを 目指しており、 4年前から職業

学科 V KⅠが 加えら れた。 VKⅠは７学級 、うち 普通科 4、販 売・サ ービス 科、情 報通信 事業科

Informasjons- og kommunikasjonsteknologidriftsfag（ IKT）、旅行・ホテル受付科が 各１学級である。 GKは普通・

経済及び管理科 AØA Allmenne, økonomiske og administrative fag が 4学級、うち 3つは普通科 Allmene fagVKⅠ、 1つ

は販売 ・サー ビス VKⅠに 進む 。後者 は自然 科学と 数学の 授業が 少ない 。職業 科と販 売・サ

ービスの VKⅠは 、どれもその後 2年の企業実習 を経て職業資格を 取得する。 IK Tの VKⅠへはど

の GKからも 進級す るこ とがで きる。 また、 職業科 VKⅠには他 の学校 からも 進級し てくる。

トロンハイムでは一般教育を重 点にする当校、 Gerhard Schønings skole、トロンハイム大聖堂学

校の 3校が協 力機構 を作 って普 通科目 の交換 授業 をして いる。 当校は スペイ ン語、 隣接の

カテドラル校 はラテン語、 イタリア語、 GS校はフランス語 、ドイツ語を専 門にしている。

現在当校の 100人が大聖堂校の授業 、大聖堂校の生徒 100人が当校の授 業を受けている。

当校 の普通 科 GKへは 平均定 員の 2倍くら いが応 募する 。それ で今年 は減っ たが収 容入力

を 20～ 30人超過 してい る。当 校に来 る生徒 は優秀 なので殆 どの生 徒はこ の学校 の VK Ⅰに上
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がれる。大学 ・カレッジへ の進学の能力は 充分持っている（ 数学、情報を教 えている教員

の言）。数 人の 生徒 は他 の学 校に 変わ る。 VK Ⅰ進 級へ の 申請 は、 各校で 数人 が入 れ替 わる

ほかは、殆どは 自分の学校の V KⅠに進む。この 学校では約 10人が、 外国との 交換留学や違

う学科、違う 内容へと変わる 。当校では 6、 7割が物理を選ぶ が、物理を選ん でいる女生徒

は約 3割であ る。自 然科 学 (数 学、物 理，化 学 )の 国際オ リンピ ックが ある。 当年は 韓国で

行われ当校代表が参加したという (注 25)。

宗教・倫理の授業に関して、年 輩の女性教諭 Anne Randi Kvanは 、次のように述べた。①人間

の認識の中に 宗教的問題が ある。人間の実 存的なことを取り 上げる学問が必 要である。高

校の宗教の時 間には世界の 宗教の勉強をす る。ノルウェー社 会は益々、多様 な宗教になっ

ている。互い の宗教を知る 必要がある。② ノルウェーでは昔 の倫理的基準に 問いを投げか

ける人がいて 、非難する人が いて、それを討 論する状況が出 ている。 10代の 生徒は自分の

未定の事柄、 倫理における 問いに関して基 準を探している。 それを学級で討 論して助ける

のが倫理の時間の仕事である。倫 理を勉強してより確かな意見に達す るのである。

また、社会 科教育について 、社会科授業担 当もしている Per Mehus 副校長は 、次のように

述べた。①事 業家的態度、 起業家・企業の 作り方など、プロ ジェクトの学習 で地域、地元

の経済、政治を学習すること、② 及び、民主主義。 18歳の青年の投票 率は低いので、選挙、

民主主義につ いて考えるこ とを重点にして いる。③諸国の社 会科教育を比較 研究する参考

文献として、 ドイツの機関が ヨーロッパの歴 史及び社会科の 教育内容と 15歳 の若者の歴史

意識等を研究をした本： 'Youth and History', Körber stiftung, 1997が ある (CD-Rom もある )。④ノルウェー

の学校は国が 管理していて 中央政府的であ るが、民主主義を 社会生活の中で 具体化する時

には多様な見解があり、国の教育 理念とそれに対する批判とが矛盾し うる。

(9)トロンハイム大聖堂学校

当校は ニダロス 大聖堂 Nidarosdomen に隣接し ており、 1 987年に 創設 200周年を祝っ た。普通

・経済 及び管 理科 、造形 科、音 楽・舞 踊・演 劇科が あるほ か、国 際バカ ロレア 科 International

Baccalaureate (IB) fagが ある。

IBは、 19 62年に設立され た制度で、スイ スのジュネーブに ある国際バカロ レア事務所が

管理し 、その 定め る課程 を学習 すれば 、英 国の Aレ ベル ､フラン スのバ カロレ ア ､ド イツの

アビトゥーア をはじめ、こ れと同等な協定 国・大学等の高等 教育機関入学資 格として認定

される。親の 事情等で諸国 を移動する生徒 及び国際的な生徒 を育てることを 目的としてお

り、ユ ネスコ も認 めてい る。当 校の課 程で は次の ６科目 群の学 習をす る。① 【母語 (言語

A)】 ノルウェ ー人生 徒はノ ルウェ ー語、英 語を話 す生徒は 英語。 ②【外国 語 (言 語 B）】ノ

ルウェー人生 徒には英語、 ノルウェー語が 母語でない生徒に はノルウェー語 。代わりにフ

ランス語又は ドイツ語も選 択可能。③【社 会科】歴史。④【 自然科学】物理 学、化学。⑤

【数学】数学 ､数学的方法 ､数学的 学習。⑥【次の科目から１つ】上記 ②又は④の特別科目。

その IB科の VKⅠの選択科目 の化学の実験授 業を見学した。 生徒はノルウェー 3人、ロシア

2人、 ニュー ジーラ ンド 、オラ ンダ各 1人の 7名。 下記の ような 化学変 化によ ってフ ラスコ

内の与えられた未知の液体の濃度 (解答は 0.105mol/dｍ ３ )を測定する実 験であった。

ＨＡ ＋ ＮａＯＨ → Ｈ ２Ｏ ＋ Ｎ a＋Ａ －

acｉ d base water salt
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known concentration unknown concentration

当 校では 、もう 一つ、 普通科 の VK Ⅰの選択 科目の 物理の 実験授 業を見 学した 。 IB科では

ないが、この 授業は説明も 応答も配布プリ ンも全て英語で行 なわれていた。 机上に設置し

た器具を用い て、下記の式 で表されるテー プの先端のおもり 物体の落下距離 、落下速度の

変化 (変化率 )を測定するという実 験だった。

落下距離 s＝ 1/2gｔ ２
（ g:重 力常数 ､t:落下 時間）

落下速度 v＝ gt

微少 変化時 間ｔ nにお ける物 体の位 置 h nを テープ に針穴 で記録 する実 験装置 (２、 ３人当

たり１台 )がうまく考案されていた (注 26)。

おわりに

以上を通じ て、調査訪問 時点でのノルウ ェーの高等学校に ついて、概ね次 のように述べ

ることができると思われる。

①学 校で G Kと VK Ⅰ合わ せての 2年間 に加え て学校 で 1年 間又は 企業で 2年間の VKⅡの 公教育

を無償で受ける権利が希望する全 ての生徒に制度として保障されてい る。

②それだけ でなく、手話 で教育を受ける 権利の保障、後期 中等教育から外 れた者のフォ

ローアップや 部分的資格取 得の工夫、ハル デン高校「特殊教 育」分校の社会 的不適応生徒

の教育、補充 教育によって 大学進学への進 路希望変更に応 える普通教育科 目の設定など、

教育を受ける権利保障に対する強 い志向性が見られる。

③生徒の希 望と学年（学 習段階）進行に 合わせて学校を超 えて県段階ぐる みで柔軟かつ

ダイナミックに学科ないし教育課 程編成を行なっている。

④原 則企業 内 2年 の公 的職業 教育や 25％ を実験 に当て ている 自然科 科目学 授業な どに見

られるように学校教育は極めて実 践的な傾向を有している。

⑤学級活動 や生徒会活動 、並びに、学校 の管理運営や県の 教育政策決定機 関への生徒代

表参加などを通じて生徒を権利主 体として育成している。

⑥本稿では 説明していな いが 94年後期中 等改革の理念は 共通一般教育を 重視している。

しかし、理数 科目で管見す る限り、そのた めの授業時数・そ の教育内容は、 そんなに多く

なく高度でも ない。大学入 学後に理数科目 の補充教育がされ ているようであ るが、科学技

術の発展に応 えるため、ま してグローバル 競争に耐える人材 育成に応じるた めには問題や

課題も顕在化 してくること もあるかと思わ れる。みんなのた めの平等な教育 を受ける権利

の保障と高度 な科学・技術 、文化発展に応 じる教育の必要と がどのように調 整されている

のか、又、調整されてゆくのかを 見届けることは、私のノルウェー教 育研究の課題である。

⑦上記と関 わって、中学 校、高等学校に おける教員の複数 教科担当制や理 数科教員の一

般技術職に比 しての低賃金 など、ノルウェ ーにおける教員の あり方は、問題 ないし課題を

残していると見られる。

⑧グレメン 高校のグアテ マラとの文化交 流、ストヴナ高校 のロンドンの私 立学校との交

流、オスロ商 業ギムナジウ ムの生徒の日本 留学、トロンハイ ム大聖堂学校の 国際バカロレ

ア課程導入など、ノルウェーの高 等学校は国際交流を積極的に進めて いる。

⑨青少年の 価値意識・規 範意識の変化は 、ノルウェー社会 の伝統的価値意 識・規範との
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乖離ないしは 葛藤を生じて いると考えられ るが、好調な経済 発展のせいか、 顕在化してい

ないようである。

⑩オスロの 高等学校学科 志望制度・入学 状況やハルデン高 校、フレデリク 高校が近年の

複数校統合を 経ていること などには、経済 の民営化や効率化 、さらにはグロ ーバル経済の

影響かと思わ れる節がある 。近年の労働党 支持率の漸減傾向 や規制緩和を主 張している右

派政党： Frems krit tspar tiet（ノルウ ェー大使 館訳：「 進歩 党」 Pro gress Party）の躍進

と考 え合 わせて ゆく 必要 があ る。（ 20 01年選 挙に よる国 会議 席 1 65の配 分は 、労 働 43、保

守党 H38、進歩党 Frp26、左派社会 党 23、キリスト教民主党 KrF22、中央 党 Sp10、自由党 V2、

沿岸党 1。現在 の政権は Kr、 F、 H、の中道右 派 3党連立内閣 。これに Frpが 事項によって閣

外協力。）

以上は、直 接的見聞と若 干の資料に基づ く本稿叙述の一応 のまとめである 。ノルウェー

の高等学校の より本質的で 総括的な評価に は、少なくとも教 育内容及び生徒 の学習実態並

びにノルウェ ーの政治社会 経済の研究に基 づく論及を要す る。それには他 日を期したい。

注

(注 1)本稿は、平成 11 年度 -平成 13 年 度科学研究費補助金助成研究『ノ ルウェーの 94 年

・ 97 年初 等中 等教育 改革 の概括 的調 査研 究』（課 題番号 11610298。 基盤 C(２ ) 研究 成果報

告書 2002 年 3 月）における「ノルウェーの高等学 校（中間まとめ）」（ 2001 年、日本比較教

育学会研究大会発表）を再構成・ 補充するものである。

1999年、 2000年の研究旅行によ る訪問先は、下記のとおりである。

【 1999 年 9 月】 ① 6 日 (月 )10 時 -3 時、 サプルスブルグ saprsborg 市所 在のウストフォル Øststofold

県教育部 (教育次長他 ) ② 7 日 (火 )9 時 -10 時半 Harden 市教 育部 (教育部長他 ) ③ 11 時 -14 時同市

Sturupe 中学校見学 ④ ８日 (水 )8 時 -15 時、ハルデン高校 Harden videregående skole(以下高等学校を

「高校」と略記 ) ⑤ 9 日 (木 )8 時 -11 時、 Folkvang 小学校 ⑥ 11 時 -14 時 Risum 中学校 ⑦ 10 日 (金

)10 時 -13 時 Frederikstad 市在のグ レメン Glemmen 高校 ⑧ 13 時 半 -15 時半、フレデ リク Frederik 高校

⑨ 14 日 (火 )8 時半 -12 時、ソグン Sogn 高校 ⑩ 13 時半 -15 時 オスロ Oslo 市教育庁（高校教育

部長） ⑪ 15 日 (水 )8 時 半 -13 時ス トヴナ Stovner 高校 ⑫ 16 日 (木 )8 時半 -14 時半、オスロ商業

ギムナジウム Oslo Hnandelsgymnasium(高等学校 )。

【 2000 年 9 月】 5 日 (火 )①教会教 育研究省 KUF ソル・トロンデ ラグ Sør-Troendelag 県教育局 (Ola

Moe 局長 ) ② 6 日 (水 )クラブ町 Klæbukommune 庁 (青少年課学校担当次長 Asbjoern Stjern) ③午後同町

Sør-Borgen 小学校 (校長、 教員、生徒 ) ② ' Ivar skei クラブ町長 ④ 7 日 (木 )トロンハイム Trondheim

市 Huseby 中学校 (Per Egil Toldnes 校長、生徒 ) ⑤ 8 日 (金 )Sør-Trondelag 県 教育部長 Ragnhild Engeness 他

⑤ '午後、職 業実習担当部次長 ⑥教授学 -心 理学相談所 (所長他 ) ⑦ 11 日 (月 )スル・トロンデ

ラグ県立ハイムダル Heimdal 高校（ Ingrid Kristiansen 校長他 ) ⑧ 12 日 (火 )午前中同県立アドルフ・

オイエンス学校 Adolf Øiens skole（高等学校） (Kjell Jensen 校長他） ⑨午後、同県立トロンハイム

大聖堂学校 Trondheim katedral（高等 学校）。

(注 2)「 /」は原文の改行 、すなわち「項 」の変更を示す。 なお、公用ノル ウェー語には

ブックモル bokmål とニー ノルスク nynorsk の二つがあ る。本稿は 原則として使 用頻度の大き

い前者を用い るが教育法は 後者で書かれて いる。そのため法 規名など固有名 詞の場合、本

稿で同じ日本語の原語の綴りが異 なる場合がある。
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(注 3)Lov om universiteter og høgskoler, Lov nr.22 av 22. mai 1995, §37

(注 4 )こ のよ う な 企 業内 に お け る 公教 育 に つ いて 、 教 会 教 育研 究 省 Kirke-, utdannings- og

forskningsdepartmentet（ KUF） の Sør-Trondelag 県地方事務 所教育局長オー ラ・モー Ola Moe 氏は、

要旨次のように説明した。

「 94年後 期中等教育の大 きな目標は、で きるだけ多くが高 等学校ないし後 期中等教育を

卒業す ること であ った。 職業教 育につ いて 、原則 として 学校で 2年の 学習の 後、企 業で実

践及び 理論学 習 2年 とし ている のは、 世界的 にも ノルウ ェー独 特の制 度と考 えてい る。従

来は、ノルウェーもドイツのよう な dual system だったが、 VK 1、 VKⅡに進むことが困難だっ

た。 94年の 改革で企業内教 育と高等学校教 育を組み合わせた 。県の義務、生 徒の権利を定

めてこれを克 服した。企業 での実習と、企 業にゆけないため に学校で行う実 習とでは、実

数は前 者の方 が多 い。ス ル・ト ロンデ ラー グ県で は、 93年の 2倍以上 の見習 い実習 ができ

るようになった 。 94年改革前 は、年長者が職 業教育に入ってい たが、 94年改 革は、 16歳の

青年に教育を 受ける権利を 与えた。今度は 逆に成人の職業教 育の機会が不足 したのでそれ

を解決 する ために 、今 年 (2000 年 )6月 1日教 育法 を改正 し、 197 8年以 前に 生まれ た人 の後期

中等教育を受ける権利を定めた。

この ように 企業 実習を 重視す る理由 ない し背景 の第 1には学 校と経 済界の 協力の 必要性

があるという 考え方がある 。人間性の育成 を重視すると協力 が難しくなる怖 れがある。義

務教育と企業 との連携をも 進めようとした が、これはやや 行き過ぎという 問題を生じた。

第 2に、生徒には活動を通しての学 習の方が楽しいし、その方が効率だ ということがある。

第 3に 、企業 では最 新の 機器を 使うが 、学校 で最 新の機 器を整 えるに は費用 がかか る。経

費を節 減する ためと いうこ とがあ る。」 (2000 年訪 問①。 以下、 科研費 研費旅 行は (注１ )記

述 の 年 度 及 び ○ 番 号 で 示 す 。 な お KUF は 2002 年 1 月 か ら 省 庁 再 編 で Utdannings- og

forskningsdepartementet 教育研究省（略称 UDF）になった。

(注 5)KUF, 'Videregående opplæring' 1993, Gyndal Norsk Forlag . なお、 KUF は、 94年教育改革に際して各

学 科 の 「 教 育 計 画 」 に 共 通 す る べ き 一 般 共 通 教 育 理 念 を 重 視 し た 'Læreplan for grunnskole,

videregående opplæring og voksenopplæring generell del’, Januar 1994（『基礎学 校、後期中等教育及び成人教

育のための教育計画 一般篇』）を示している。

なお、高等学 校の教育課程 plan は、一旦 職業学科に進んだ 生徒も、進学に 必要な普通科

修得科目を補 充履修するこ とによって高等 教育への進学資格 取得が可能なよ うに編成され

ている。

これに関す る数学教育の 場合について、 蔵原清人氏は、次 のように説明し ている（蔵原

清人 「ノ ルウェ ー上 級中 学校 の数 学カ リキ ュラ ム」・『 工学 院大 学共 通課 程研 究論叢 』第

39-2 号 133 頁、 2002 年）。

高等 学校の 「共 通一般 （普通 )教科 として の数学 」には 「 3時 間コー スと 5時間コ ースが

あり、後者は さらに基礎と 理論に分かれる 。しかしこれが日 本のようにべつ の科目として

用意されてい るのではなく 、モジュールの 組み合わせで区別 している点に特 徴がある。い

わゆる 共通教 材と しては モジュ ール 1である が、 取扱は コース によ る違い が認め られる。

組み合 わせと しては 、モジ ュール 1だけ 、モジ ュール 1と 2 A、モジ ュール 1と 2Ｂの 3通りが

ある。 これは 進路 による 対応で ある。 …特 にこの カリキ ュラム で大切 なこと はこの 3時間

コースを進学 上の袋小路に はしていないで 、すべての生徒が 学習すべき内容 としているこ
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とだ。」（実例後述ストブ ナ校数学授業）

(注 6)引 用中 の「 /」は 改行 すなわ ち「 項」の 更新 を示す 。な お、「コ ムー ネ法」（ 199 2

年法律第 107 号。翌 年 1 月 1 日施行。 Lov av 25 september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner ） 第

11 節第 1 項は「コムーネ 議会及び県議会は、自らコムーネ又 は県の企業、施設等の固有の

理事会 eget styrets を 設立することができる。これらの 理事会は少なくとも 3 人の構成員を有

しなければならない。」と定めている。

さら に、高 等学 校制度 に関し て次の 諸点 を補足 しておく 。①教 育法「 第 11章 学 校にお

ける利用者参加組織 Organ for brukarmedverknad i skolen」中に、高等 学校に関して他に「 §11-6 生徒

協議会及び生徒総会 Elevråd og allmøte ved vidaregå!ande skolar」「 §11-8 県 の委員会における生徒代表

Elevrepresentantar i fylkeskommunale nemnder」 の規定がある。②県は、 総ての住民の後期中等教育を

受ける権利を 充足する義務 を負う外、権利 を有しない志願者 にも教育の機会 を与えなけれ

ばならない。また、刑務所におけ る後期中等教育に責任を負い、国の 目的、志願者の要求、

社会の必要並 びに刑務所、 福祉・医療施設 における教育に対 する責任及び特 殊教育の必要

を 考 慮 し て 後 期 中 等 教 育 の 提 供 を 計 画 し 施 設 を 立 て な け れ ば な ら ず 、 公 的 な 高 等 学 校

offentlege vidaregåande skolar は、原則と して、県のものである (教育法§ 13- 3第 1、 2、 3、 5、 6項 )。

③ UF Dは県 の後期 中等教 育行政 に関し て教育 法§ 1 4-1に 基づく 監督と 統制を 行なう 外、後

期中等 教育に 関する 若干の 規則を 定め、 訓令を 発し (§ 13 -3第 3項 )、 特別の 場合、 国又は

コムー ネは高 等学 校を運 営する ことが でき る (同条 第 6項 )。オ スロ・ コムー ネは教 育法に

おいて県のもの と定められてい る権限を有し義 務を負う (同法§ 13-8)。④私 立基礎学校及

び後期中等教育 を行なう私立学 校への補助金に 関する 1985年 6月 14日の法律第 73 号によっ

て私立学校の設置が認 められ補助金が支出 されており 2001年 10月 1日現在、高校生 16 2,920

人 の 5 . 4 % 8 , 8 3 2 人 が 私 立 校 に 在 籍 し て い る （ 2 0 0 2 S ta t i s t i c s No r wa y

http://www.ssb.no/english/subjects/04/02/utelstud_en/tab-2002-10-04-07-en.html． 2002.11.17）。

(注 7)前記 (注 1)記述 99 年訪問①聞き取り。な お県の政治行政制度に関してコム ーネ法 §6、

§8 -§10 は、要点次 のように定めている。

県議会 fylkestinget は、 県の最高機関で あり、法規又は 権限委任決定によ る他の定めのない

限り、県に代 わって決定を 行なう。特別に 「議会執行制」を 導入した県以外 では、県議会

は、 5 名以 上の県執行委 員会 fylkesutvalg を 選ぶ。県執行 委員会の委 員は、県議会 の委員の中

から任期 4 年で選ば れ、その選挙は一人以 上の議員が望めば比例 代表選挙で、さもなけれ

ば多数決で行 なわれる。県 執行委員会は、 経済計画、年間財 政及び税決定の 提案を処理す

る。その他に ついて県議会 は県執行委員会 の活動分野を定め る。県執行委員 会は、法によ

る別の定めの ないすべての 事項について決 定権限を与えら れることができ る。県議会は，

県執行委員の 中から県議会 議長及び副議長 を選ぶ。県議会議 長は、県議会及 び県執行委員

会を主宰し、 県を代表する 。県議会は、自 ら県の目的のため 又は県の活動の 部分のために

県の常設委員会 faste utvalg を設置することができる。 この常設委員会の委員は 3 名未満であ

ってはならな い。県議会は 業務の予備的討 論のため又は特別 の機能の負担軽 減のため委員

会 Komiteer を 任命する ことができ る。この ような委員 会はその委 員会が直接に 関与する個

々の事項に関 して決定権限 を与えられうる 。各県及びコムー ネは行政の最高 責任者として

行政長 administrasjonssjef を雇 用しな けれ ばな らない （コ ムーネ 法 §22）。行政 長は 実際に は県

では fylkesrådmann、コ ムー ネで は rådmann（ これ らを 「助 役」 とす る訳 例も ある。）と称 して
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いる。

(注 8 )99 年訪問 ⑩の際の 聞き取り 。繰り返 すが、 Oslo kommune(オ スロ市と表 す。）は教育

について、県 と同じ権限と 責任を有する。 さらに、次のよう に説明してくれ た。高校制度

は市 政で 変わ る。 労 働党 市政 の時 (～ 1 99 5？ )は 地域 性を 重視 して いた 。今 はＦ ＋保 守党

Høyre (｢右 ｣伝統 的保 守 )と進 歩党 Fremskrittspartie (最 右 派。 規制 緩和 を主 張 )の保 守的 施政 であ

り、学 区は全 市 1区 であ る。基 礎学校 につい ては 一番近 い学校 に行く という 原則で やって

いる (地域性 )。境界の場合 は兄弟がどちら に行っているかが 考慮される。基 本精神は、地

域で子どもを 育てるという ことである。希 望者が特定の学科 ・学校に集中す る時の調整に

関して。高校 基礎課程入学に ついては、 2回 に分けて希望を 取っている。 1回 目の希望提出

は 7月 10日 、 2回 目は 8月 5日 。しかし 外国に 行く、 私立学 校に行 くなど 1回目 の希望 から抜

けてゆく人が いる。希望の 多いところから 成績順に決めてゆ く。ホテル・サ ービス学科は

希望が多くて入学定員を増やした 。こうして調整して 99年 8月、 7793人 に入学許可したが、

新学期 が始ま った 時にそ の課程 に出て こな い人が 400人 いた。 海外に 引っ越 した、 両親は

オスロだが他 県の高校に行っ た、 GKをもう 一回やり直すつも りだったけれど もやっぱり止

めた、 等。既 に入 学コー スが決 まって いる 者は、 変えるこ とが出 来ない 。 40 0人の 欠員部

分には それま での 2回の 決定で 入れな かった 者が入 学でき る。オ スロに 24高 校があ る。年

取った 人のた めの 入学の 別枠が ある。 夜間 学校も ある。高 校生活 調査に よれば 90%の教師

も 94年改革 に満足している 。学校間格差に 関してはオスロ市 の西の方が学力 が高い傾向が

ある。概して 子どもは親の 職業に応じた職 業に向かうコース を選んでいる。 ノルウェーは

機会均等であ るが実際は親 の社会階層に応 じている。自然利 用科や化学過程 科はオスロの

環境ではその 方面の就業可 能性が小さいの で希望が少ない。 生徒の希望と市 が提供できる

学科との調整が難しい。

(注 9)以上、 2000 年訪問⑤の際 の教育部長からの聴き取りによる。

さらに、次のような説明を受け た。県の主たる機能は、①病院の管 理運営、②道路整備、

③高等学校の設置運営 、④産業開発である。県の従業 員は 9321 人であり平均的な規模の県

で平均的な雇 用者数である 。これには高校 教員、医者・看護 婦、管理公務員 が含まれ、う

ち 1500 人 が 高 校 教 員 ､ 500 人 が そ の 他 の高 校 職 員 で ある 。 高 校生 及 び 見 習い 実 習 生 が約

10,000 人いる 。県議会（議 員 53 名）の下に 4 つの常設委員会 が設置されてい る。その各委

員長は議員選挙後の議会で決め、 各委員会の委員は議会の構成に応じ て各委員長が決める。

保健 福祉 委員会 (11 名 )及 び産 業通信 文化 委員 会 (11 名 )の 委員 は議 員で ある が、 行政委 員会

は 6 名の議員と 3 名の県職員 代表で構成している。 当県の行政長 fylkesrådmann は公募して応

募者の中から 議会が選任す る、職は身分保 障があり、任期は 無い。その下に 行政部局の一

つとして教育部 divisjon utdanning が 設置されている。予算につい ては県議会の承認が必要であ

り、地方債等の 予算については国 の県事務所長官 fylkesmann が関与し、予 算を認めないこと

がある。

(注 10)さ らに氏によると 、県は県の収入 と国の補助金を財 源とする教育費 を学校に配分

する。 学校の 主な 支出は 、教職 員の給 料 (約 90%)、教材 及び設 備であ る。学 校は予 算を申

請する。その 総額は県予算の 総枠で定められ る。また高校進 学時の中学校の 内申書は 11科

目について 0～ 6の 7段階評定するも ので、方式は法規で定めている。

(注 11)建築関連技術科 tekniske byggfag は、塗装、配管工事、 屋根工事など建築に伴う技術
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科。なお小中 で 4km 以上、高 校で 6km 以上 離れているとコム ーネ、県に国か ら補助金がで

るという。

(注 1 2)さらに 説明を付 加する。 学習内 容は、 3 週 間を単位 とし、出 席と社会性 を重視す

る。クリアし た子は、その 出身の町で実習 することを目指し ている。実生活 を重視してお

り、生 徒は① 24 時間 の監督付 き、② 夜の監督 、③普 通の生活 の 3 段階に 分かれる 。農場

が周囲にあ る。次の 教育課程が ある。①コ ース 1。自然 を使ったコ ース。農場 はあるが酪

農はしない。 ②コース 2。木工 4 人。家を 建てるのでなく家 具など小さな物 を作る。③コ

ース 3。機械 6 人。④コース 4。保健福 祉科 6 人。 1 週間に 2 日、近くの幼稚園児と保母が

この学校に来 る。また、 1 週間に 1 回、老 人センターにゆ く。週間に 1 日は 、学校で売店

を作って売り、食事の 世話をする。⑤ AØA コース。経営・コン ピュータ・市場開拓人を目

指す。コンピュータが 1 台あり、学校のニ ュースレターを作る。 どの課程も基礎課程に戻

れるよう数学 、ノルウェー 語、社会、英語 をやっている。 食事を一緒に作 ったりもする。

半強制的に課 すこともある 。この学校のア ドバイザーと出身 コムーネの担当 者が連携して

卒業後の仕事と住居と 友人関係連絡網を保障する よう努めている。殆ど 100%の生徒がこの

保障を 受け た。追 跡調 査によ ると 、 4 ､ 5 年 たって も仕 事と住 居は 続い ていた が、 友人関

係は追跡調査 が不可能であ る。人間関係が 淋しい。卒業生は 「学校の寮が良 かった」と言

う。この特殊 教育分校の スタッフは 44 人で、うち教 員は校長、副校 長 2 と主 任を含む 11

人。職員 31 人にはインタネット係り 、調理員、清掃員、夜間管理人を含 む。教員は全て 1

年で取得できる特殊教育教員資格 を有しており、 2 年間の学習をした人もいるという 。

(注 13)な お、例によって コック科の生徒 が作ってくれた昼 食をご馳走にな ったが、案内

の女性 主任 inspektørによる と、 コック 科の 生徒は 料理 実習で フラ ンスに 行くと いう 。また

当校教員は 約 300 人だ がフルタイ ム換算で 何人になる かは宙では わからない。 高校の教員

には養成課程が 7 年で修士相当の学位がある lektor と養成課程は教職課 程を含めて 4 年～ 5

年の adjunkt の別が あるが、当校 は職業課程だ けなので adjunkt が 多くて 70 ～ 80%、他の職員

が 50 人、 校長と 18 人 の inspektør で指導部を構成している。一 般企業の方が給料がよい。例

えば職業科の 教員は大工よ り給料が安く、 教員のなり手不足 だ、ちなみに基 礎学校教員の

大半は 全教科 を担任す る lærer で国 立 høyskole の教員 養成課 程で養成 されて いる。こ の国で

は公務 員、私 企業 従業員 を含め て定年 が 67 歳であ る。生 活指 導面で は、放 置すれ ば生徒

間の暴力事件 も起こりかね ず、校内パトロ ール職員が常駐し ている。一度、 移民の男生徒

同士が恋人を 巡って争い携 帯電話で仲間を 呼び合って集団同 士の大騒擾にな り警官を呼ん

だこともある という。ノル ウェーでは公共 建築の際、一定比 率を美的経費に 充てなければ

ならないとい う法律があり 、他の学校同様 、この学校も学生 食堂や廊下が絵 画や彫刻、展

示物で美しく飾られていた。

(注 14)ノ ルウェーでは授 業料は無料であ るが教科書・教材 費等は徴収でき ることになっ

ており、例え ば美容師科の 「かつら」など も生徒の負担であ る。なお、マッ サージ産業は

全部私企業で 卒業して hudpleier になると時 給にして約 450-500NOK の収入が得 られるという。

(注 15)Nork Skoleinformasjon, 'Din viederegående opplæring ？ 2000-2001', side 74., 70.。この学科選択手 引は全 1

60頁、高校全学科の履修科目を記 している。

(注 16)EU の学校と の交流を利用して教員 の交流もしている。日本の 17、 18 歳の生徒が教

師と来ていたこともある 。 99 年 3 月からは短期交流のプロジ ェクトに取り組んでいる。生
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徒は 3 万 5000 クローネの経費 を国からもらえる。 2000 年 8 月 からの経費の申請を今だして

いるところで 、学校教員は ＯＫをもらえる と見通している。 オスロ市教育局 はこういう企

画にポジティ ブである。 当校は学校増築 計画をもっている 、 2003 年 8 月の入 学者になると

(オス ロで ？ )2000 人 の 高校 定員 が不 足す る見 込み で、 2000 ㎡の 教室 面積 を増 築す る計 画で

ある。海外交流 のこのプロジェクト をやると 1 年間 に 45 人の生徒（ 20 ～ 30 人が普通科。

15 人が スキ ン ケア 科） が 海外 にで るの で 毎年 その 間の 生徒 数 を増 やせ る。 2006 年 8 月に

5000 人 の 入 学 生 徒 増 が 見 込 ま れ る と い う 。 な お 、 Ｈ Ｐ を 見 る と 、 2002 年 11 月 現 在、

Hammersmith & West London College 当 校普通科 VK Ⅰのが設けら れている。

(注 17)教育研究に日本に来る予定 をしていた Unni Kjus Aahlin さ んが私に会うためにこの学校

で合流してい たので尋ねる と、この国では 生徒数名が練習問 題の解答を黒板 に書いてそれ

を教員が点検 するという方 式の集団教授は 行なわれていない と述べた。なお 、当校は、生

活指導面では、毎月 1 回学級担任と生徒の 会合をする。案内の女 性教員は生活指導担当主

任であり毎週 2 時間 学級担任教員たちと会 合をしている、学級代 表生徒と校長の会合が毎

週 1 回約 1 時間、今は月 曜の 1 時限を定めて行なっている、 一般の生徒はその間、自由で

ある。生徒間 紛争・暴力や 麻薬で問題を起 こす生徒もいるが 、早い目に対応 しており、退

学になる生徒は年に 1 人くらい、 inspektør 等のリーダー教員は 校長を含めて毎日会合してい

るという。

(注 18)な お、大学 の入試は 、全国 共通で選 抜は総合 点による 。学部、 学科で高 校での履

修科目を指定 することがあ る。今は心理学 、メディア、ジャ ーナリズム、国 際関係が難し

い、不合格になると半年待たなけ ればならない、とも述べた。

(注 19)過去 10 年間に Oslo で数 学の lektor(修 士相当学位 )を取得 した人は 10 人だけ、と両授

業を担当した教員は昼食休憩時に 話した。

(注 20)県 教育部がそうい う生徒をフォロ ーする責任を負っ ている。当校で は教育相談教

員の 1人が担 当している。他方 、 1学級のうち 2、 3人が高等教 育を目指す。最 近、一般教育

及び技術科 TOF (Tekniske og Felle s)というのがで きた。学校で 4年間学 習をする。 GKは学

校で週 3日の 学習、 企業 で 2日 の実習 をし、 4年の 途中で 証明書 を取っ てさら に物理 、一般

科目を学習をし技術の資格を取る 課程だという。

(注 21)教 育内容の 詳細は国 の教育 課程基準 及び教科 書内容に まつとし て省略し 、周辺的

状況に関する特徴的な聴取り内容 を記した。

(注 22)ノ ルウェー ではこの時 点では教科 書は国の KUF の 承認を得な ければなら ない制度

があったが、その後、廃止された 。

(注 23)聾唖者に対して 2000 年 8 教 育法改正で後期 中等教育を含む手話 による教育を受け

る権利を保障した。高 校の手話教育は全国 3 つの高校で管理しており 当校はその 1 つでト

ロンハイム 以北の全 地域を担当 している。 全国で 200 人くらいが 手話による教 育を受けて

いる。当校では聾唖の生徒 18人に 手話通訳 11人がついて教育を受けて いるという。

(注 24)なお、 当校校 長は 、社会科 につい て、高 校での 職業科 生徒の 社会の 時間は 2単位

だけで少ない 、生徒はそも そも興味を持っ ていない、もう少 し実習で社会に 関連したこと

を教えた方が 良いと考えて いると述べた。 又、生徒の学力に ついて、トロン ハイムの理工

科大学 NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet の教授たちは、 高卒の生徒の数学の学力が落

ちているとい っているが、 自分はそうは考 えない。優秀な生 徒は昔と変わら ない水準に達
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していると思 う。しかし生 徒は難しい学問 をしなくなったと 言えるかもしれ ない。大事な

ことは、実習を組み合わせて実践 と理論を結合させること、現実的な 問題を学習する態度、

発案する能力 、生涯にわた って学習する態 度を育成するこ とだと考えてい る、と述べた。

(注 25)なお 、当 校の校 舎の 延べ 床面積 は 6 000㎡、う ち 3 900㎡ が教室 面積 、残り 21 00㎡

は事務室、廊下など である。多い時は 65 0人の生徒がいたがその 後青少年の減少で今は 約 3

50名である。 2004年から生徒数増 が見込まれ、ビーヨーセンに新しい 学校を建造中である。

VKⅠ ､VKⅡの普通科目学級生徒数の 上限は 27 人で あるという。

(注 26)な お、ノル ウェーの 数学・ 自然科学 教育につ いて、実 験授業後 の女性自 然科学主

任の Åse Eidem 、物理実験を担当し た中年男性 Knut H. Bodsiberd、 化学授業を担当した若い男性

Åsmund Wættens と意見交流 した。彼らの発言は、概ね次のよう であった。①ノルウェーでは

高校の 自然科 学教 科 (物理 学、化 学、 生物学 )は 75%は理 論学 習、 25 ％ は実験 と決ま ってい

る。 ②［ 授業 時間 以外 に自 宅で の予 習や 復習 を課 すか、 との 問い に］ Eidem は生 徒が 自ら

の責任で自主 的に学習する ことを重視して いる、多くは自宅 学習をしている だろうが中に

はしてい ない者 もいるだ ろうと 答えた。 Knut は 予習を 要求する 教員もい るが自分 は求めな

い、むし ろ討論を 求めると 述べた。 Åsmund は 実験のあ と宿題を 出してい た。③ノ ルウェー

の大学、カレッジは 3 年間数学の学習 をしていることを前提にしてい る。高校で 3 年間数

学を学習して いれば一応充 分のはずである 。しかし、他国 に比べて数学の 学習レベルは、

やや低いかもしれない 。数学の学習を 2 年 でやめている生徒もい る。④大学・学部によっ

ては補足授業 をやっている 。大学に入った 学生たちに数学の 入門授業をして いる。⑤理系

の高等教育機 関は高校では 物理か化学を修 得していることを 前提にしている 。しかし、選

択必修で必修 ではないから 物理や化学の勉 強が大学の勉強に 不足の場合があ る。⑥主任の

Åse は、 一部 には進 学しな い生徒 もい る。そ ういう 生徒の ニー ズにも 応える 必要 もある。

一般的な学習 を広く保障す るのがノルウェ ーの高校の考え方 である。それで 知識・能力が

足りないなら ば大学で補足 教育をすること も仕方がないと思 う、と述べた。 ⑦［科学技術

の発 展の 必 要に ノル ウ ェー の高 校の 科 学・ 数学 教育 は 応え てい るか 、と い う私 の問 いに

]Åse は 'yes’、概 ね問題ないと答えたが 、 Åsmund は 次のように述べた。① 今のままでは大学

での補足コー スをもっと拡 大しないといけ ない。②現状では 若い時に取らな かった人のた

めに大学でも っと多くの自 然科学の授業が 必要である。③小 学校からもっと しっかりした

理科教育が必 要である。④ ノルウェーの教 員養成制度では数 学、自然科学を 大学で学んだ

者が１年間の 教育専門大学 での心理学、教 授学等の履修で教 員免許を得られ るがその免許

では小 学校第 1-4学年は 教え られな い。こ の学年 の授業 は教育 専門大 学で学 んだ全 教科担

当教員が授業 を担当してい るので数学や自 然科学の専門性は 弱い（なお、ノ ルウェーでは

高校でも複数 教科担当が一 般的である。又 、最近の改革で、 今は義務教育教 員養成専門大

学で第 1-10学年の教育免許が得ら れる。－北川）。⑤逆に数学や自然科学ができる人 が小、

中学校教員に 志願しない。 教員の給料が一 般企業に比して良 くない。⑥自分 は化学の修士

号をも ってお り中 学生を 教えた いと思 った が、中 学校教 員にな ると 週 20 時 間の担 当授業

のうち 化学を 教え るのは 1時間 だけで ある。 これ ではあ まりに も自分 の専門 が生か せない

ので高校教員になったが、物理や 生物も担当しなければならない。

2002年 12月１日

（初出 ：『 大手前 大学社会 文化学 部論集』 第 3号 ・ 200 3年 3月 発行）


