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Ⅰ　オランダ・ドイツ訪問の目的と日程
原　ひとみ

１．海外調査の目的
　経済不況、非正規雇用の増大、子どもの貧困等、日本の状況は深刻化し解決の糸口をつ
かもうとしている中、3. 11東日本大震災が起こった。地震・津波、そして原発事故という
未曾有の大災害に直面し、甚大な犠牲を払う中でこれまでの国のあり方や政策を問い直す
気運が高まった。以降、個人レベルでもこれまでの生活が見直されたり、人とのつながり・
自然との共生がより一層語られるようになった。
　そこで教育総研では、ワークシェアリング、脱原発、教育制度改革を大きなテーマとし、
以下の目的でオランダ・ドイツを視察、意見交換等を行った。

〈目的〉
・ワーク・ライフ・バランス、ディーセントワークの実現にむけて、オランダの教職

員のワークシェアリングについて調査する。
・PISA2009で成績下位層の割合が少なく、安定した結果を出しているオランダの教

育について、学力保障や学力調査のあり方、シチズンシップ教育等を調査・交流を
行う。

・脱原発を考える上で、先進的なとりくみを行っているドイツの状況を調査し、意見
交換を行う。

・インクルーシブ教育を推進するため、ドイツの障害児学校等を訪問し、学校と社会
の接続について意見交換する。

〈期間〉　2012年２月29日（水）〜　３月８日（木）

〈訪問先〉
オランダ
ユトレヒト…義務制学校と高校見学、教員組合との意見交換 

（ワークシェアリング、学力保障等について）
ドイツ
フライブルク…エネルギー供給会社労働者協議会との交流（脱原発のとりくみ） 

障害児学校等見学・意見交換（インクルーシブ教育のとりくみ）
シュツットガルト…教員組合と意見交換 

小中一貫校見学（学力保障につながる教育実践、インクルーシブ教育）

〈参加者〉
嶺井　正也（教育総研所長）
石井小夜子（教育総研研究会議員）
市川　昭午（教育総研研究会議員）
桜井智恵子（教育総研研究会議員）
岡島真砂樹（日教組教育文化局長、３月４日まで）
原　ひとみ（教育総研事務局長）
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２．訪問先の概要
１）　学校訪問
①　オランダ・ユトレヒト市（３月１日）
・Tandem小学校およびTorenui小学校（どちらも公立だが、運営は同じ財団法人が
行っており行政からは独立している。Tandemはダルトン教育法を取り入れている。）

〈タンデム小学校長の話より〉
　これが私どもの学校のイメージです。この２人乗りの自転車で、このように子どもたちを
育てていきたいというイメージです。つまり、いろんな人種の人がいて、世界というか地球
がかかわっていますよね。楽しく、でも、仕事もするという。

〈Torenui小学校にて〉

・Trajectum中等職業学校（職業の準備のための学校（VMBO：VoorbreidendMidd
elbaarBeroepsonderwijs）で、入学希望者は基本的に全員受け入れている。オランダ
以外の国の子どもが多数在籍。）



- 4 -

〈同校でのヒアリングより〉
　ここは中等教育の学校でありまして、８年間の基礎教育の後、つまり、幼稚園と小学校の
後に来るわけです。これは職業のための準備の学校です。職業学校というか、職業教育の準
備の段階にありまして、最初の２年間は、いろんな理論とか、つまり机上のお勉強、そして、
３年生、４年生で、いろんな実地のことをやるわけです。この４年を終えた後、レストラン
のことについてもっと専門に学ぶ学校に行ったり、サービス業、あるいは商業関係の学校に
進むわけです。ここをごらんいただくと、すぐお気づきになると思いますが、生徒はほぼす
べて非典型的なオランダ人です。
　ヌオボという財団立の学校になります。この財団には10校余りの学校が属しています。こ
こは公立です。公立というのは、要するに、中立で宗教的なカラーがない、ということです。
　また、所属の学校はさまざまなタイプがあり、小学校は入っていませんが、VMBOは一
番低いレベルの職業教育系の教育です。あとはHAVOとかVWOという進学コース系のもの
もあります。また、この財団に属する学校の中には、例えば、スポーツが強いところとかレ
ストランのほうが強いところとかがあるので、生徒の希望に応じて振り分けることもできま
す。

②　ドイツ・フライブルク市（３月５日）
・Anne-Frank基礎学校（インクルーシブクラスを設置。20人程度のクラスに障害の
ある子が３人いる。モンテッソーリ教育法を取り入れている。）



- 5 -

・School Gunterstal（６歳〜21歳の障害のある子を受け入れている特別支援学校。
外国籍の子どもが25%在籍している。外部との連携を積極的に行っている。）

③　ドイツ・シュツットガルト市（３月６日）
・Grund-und Werkrealschule Ostheim（インクルーシブクラスを設置した小中一貫
校。自然体験・個別指導等を取り入れている。）

２）　ワークライフバランスについてのききとり（３月３日：・Dirk Wismanさん、
Adriana（Ria） Wismanさん夫妻から自身の働き方・子育てを中心に、オランダでのワ
ークライフバランスについて話を聞いた。
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３）　組合訪問・意見交換
①　オランダの教員組合（３月２日：ユトレヒト市内にあるAOb本部にて事務局長に

よるプレゼンテーションと質疑応答、本部事務所の見学後、AObスタッフとランチ
ミーティング。日本の教育制度等について説明し、意見交換を行った。）

②　ドイツのエネルギー供給会社・労働者協議会（３月５日：・フライブルク市内にあ
るDGBを訪問。バーグンオーバ・ズッパバーグ・EMBWの３ヶ所の会社の労働者代
表からそれぞれ脱原発へのとりくみを聞いた後、質疑と意見交換を行った。ドイツで
は原子力発電所は2020年に全廃される予定で、風力・太陽光・水力・流水発電等に転
換が図られている。）
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③　ドイツの教育組合（３月６日：GEWシュツットガルト支部を訪問。バーデン＝ヴ
ェルテンベルク州のGEWに関する歴史や政策について説明を受け、質疑応答、事務
所の見学等を行った。）

Die Inklusion behinderter Kinder in deutschen Schulen und der Ausstieg aus der Atomenergie 
standen im Mittelpunkt des Besuchs einer Delegation des Forschungsinstituts der Japan 
Teachers’ Union （JTU） vom 4. – 7. März 2012 in Baden-Württemberg.

（GEWの新聞に掲載されました）
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シュツットガルト
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Ⅱ　オランダ・ドイツの教育はどうなっているか
市川昭午

１．オランダの初中教育制度
１）　教育の基本原理

⑴　教育の自由
　オランダの教育の特色は何よりも徹底した「教育の自由」にあるといわれるが、これ
はオランダ国民の寛容の気風が生み出したものであり、自由は教育に限らず、大麻や売
春、未成年者の性的行為にまで及んでいる。こうした広範な自由の根底にあるのは徹底
した合理主義である。例えば売春にしても合法化した方が保険衛生、税収、労働者保護
などの面でプラスになる面が大きいと考えられるからである。
　この合理主義は経済面でも遺憾なく発揮される。例えばオランダが西欧諸国の中で唯
一江戸時代の我が国と通商することができたのは、宣教活動をしなかったからである。
植民地であるインドネシアでも住民にキリスト教を押し付けるようなことはしなかっ
た。宗教よりは経済優先なのである。
　戦後もオランダ領東インドを手放そうとせず、アメリカ等の圧力で漸く諦めたが、長
年の植民地支配に対するインドネシア側からの賠償請求には一切応じないどころか、50
億ドルの補償金まで要求した。その一方で我が国に対しては放棄したはずの賠償を未だ
に蒸し返し請求している。
　そうしたことはさておき、1848年の憲法第23条に謳われた「教育の自由」の原則によ
り、一定の要件を満たし、国の監督に服する限り国民は自由に学校を創設できることに
なった。教育の自由とは、教育の理念及び原理の自由、教育内容・方法及び教職員人事
の自由、学校設立の自由を意味する。
　さらに1917年の憲法改正により「財政平等の原則」が追加され、私立学校にも公立学
校とほぼ同様に公費が支出されるようになった。同時に近くの学校に行けるのが人権だ
という考え方もあり、1920年の小学校令により人口規模に応じて決められた児童数を確
保出来れば誰でも公費で学校を創設できるようになった。その結果、国民は公立・私立
を問わず、自由に学校を選択することができる。
　しかし実際にはイスラム教徒やヒンズー教徒はキリスト教徒とは別の学校に行くこと
になるから、質的に劣る教育を受けるだけでなく、社会的な分離が一層促進される結果
を招いている。公的な費用で運営されているという点でオランダの私立学校は公立学校
と変りがないことは我が国でもしばしば称賛される。しかし公費で維持される学校が宗
教的な理由で入学を拒否することは、国際人権規約Ａ規約（経済的、社会的及び文化的
権利に関する國際規約、1966年12月16日国連総会採択、76年１月３日発効）違反である。
　オランダ教育最大の特色とされる「教育の自由」と「学校選択の自由」が、今や「白
い学校」と「黒い学校」を出現させることとなっている。

⑵　私立学校と新教育
　オランダの教育の重要な特徴は公立と私立の地位が法律上平等なことである。営利事
業という意味で本当の私立学校は高等教育段階で５%程度存在するが、非営利の私立学
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校には公立学校と変わらない公費支出がなされる。その代り、宗教教育の扱いを除き、
基準の適用や視学官による監督といった規制も公立並みに行われる。
　オランダでもドイツと同様1970年代からオータナティブ・スクールがブームになり、
新教育を奉じる学校が一層発展することになった。そのなかでもヘレン・パーカースト

（Helen Parkhurst1887〜1973年）を創始者とし、学校を地域社会に開放し、自由と協同
を教育原理とするダルトン・プラン教育（Dalton Plan Laboratory, 1919年〜）と、「精
神遅滞児」の研究から教具の開発に特色のあるマリア・モンテッソリー（Maria 
Montessori, 1870〜1952年）の教育法に依拠するモンテッソリー教育（1907年〜）が、
児童生徒数で覇を競っている。学校数ではペーター・ペーターゼン（Peter Petersen, 
1884〜1952）とするイエナ・プラン（Jena Plan）に基づく学校（1924年〜）が最も多い。
　この他に新教育の代表的存在として、独特の人間観に基き、音楽や絵画、演劇や身体
表現運動などを重視するルドルフ・シュタイナー（Rudolf Steiner, 1861〜1925年）の教
育学に依拠する自由ヴァルドルフ学校（1919年〜）、新聞づくりなど子どもの自主的な
学習素材を開発したセレスタン・フレイネ（Celestin Freinet, 1896〜1966年）のフレイネ・
スクール（1935年〜）などがある。
　こうしたオータナティブ・スクールも前述したように国の監督に服しており、完全に
自由というわけではない。従来は公費補助を受けず、フリー・スクール徹していたシュ
タイナー・スクールも2000年から国民教育制度の中に編入されるに至った。
　他方、特定の教育思想に基づく教育は私立だけでなく、公立でもできる。シュタイナ
ー教育を除くと、新教育思想を奉じる公立のオータナティブ・スクールも珍しくない。
その点では公立と私立のとの違いはないが、私学は特定の宗教若しくはイデオロギーに
基づく教育を行うため、それに帰依しない親の子どもの入学を拒否できる。公立はそう
した理由で入学を拒否することはできないという違いはある。そうしたこともあってか
現在では私立学校の数はほぼ７：３の割合で公立学校を上回っている。

⑶　国民の統合と教育水準の向上
　多様性と自由を特色とするオランダの教育ではあるが、全く自由というわけではない。
前述したように憲法第23条には学校設立の自由、学校組織の自由、教育内容及び方法の
自由など教育の自由を明記されているが、同時にその条件については「法律で定める」
という文言が付されており、行政当局による監督の権限が保留されている。
　実際にも法令に基づいて文部省が教育の質的水準、授業科目、達成目標、国家試験の
内容、教員の養成と資格、学校の教育計画、年間授業時数、学校運営への保護者と生徒
の参画権などについて規制している。
　しかも後述するように近年、授業時数の規定、教育計画及び学校案内の作成義務化、
全国的な達成テストの実施、視学官による学校視察の実施などが導入されるようになっ
た。こうした国の規制が急速に強化される傾向が目立つが、その背景にはグローバル化
の進展に伴う国際競争の激化と移入民の増加に伴う社会統合の危機がある。
　産業界から労働力の質的水準の改善が求められるようになっただけでなく、社会的に
もPISAなど国際学力テストに実施に伴って子どもたちの学力水準が危惧されるように
なった。特に移入民の学力水準の低さと社会的分離が大きくクローズアップされている。
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　オランダは昔からカソリック、プロテスタント、その他という宗派が棲み分ける「柱
状社会」であることを特徴としてきたが、それはあくまでもキリスト教の枠内にとどま
ったからこそ可能であった。キリスト教以外の宗教を奉ずる移入民の増加に伴ってこの
柱状社会が崩壊し始めたことが、社会統合の問題を政策課題とするに至ったのである。

⑷　義務教育
　1801年に義務教育法が成立したが、公立学校と私立学校は別々の財源で運営されてき
ており、小学校の公私平等が実現したのは1917年からである。従来義務教育は６〜12歳
の６年制だったが、1969年の義務教育法で６〜16歳に延長された。さらに就学前教育と
の接続を円滑にするという目的で、1985年には幼稚園と小学校が統合され、５〜16歳の
12年間の基礎学校となった。ほとんどの子どもは４歳（３歳10月）から就学するが、最
初の２ケ月は学校に慣れさせるための月５日間の通学である。
　また義務教育修了証がないと就労することができない。1971年には満18歳になるまで
週１日の定時制教育が義務制となった。基礎自治体は23歳以下の義務教育未修了者を定
時制教育であってもよいが、学校に行かせる義務がある。企業と協力して義務教育相当
の教育を履修しながら職業訓練を受けるコースを置いている自治体もあり、出席督促の
専門職員が各自治体に最低一人は置かれている。就学義務を怠った親は3,350ユーロの
罰金を科せられるほか、悪質な場合には投獄される。12歳以上の生徒も３〜3.350ユー
ロの罰金となる。

⑸　特別支援教育と補償教育
　従来は普通教育と特別支援教育は学校が全く別であったが、1996年に「一緒に学校へ
行こう」（Going to School Together）というWSNS政策が打ち出され、これに基づいて
1998年から初等教育法、中等教育法が適用されるようになり、法令上通常教育と特別支
援教育は一本化された。今日でも学習あるいは行動に困難がある者のために特別支援学
校が存在するが、なるべく通常学校に通学させるように努力しており、特別支援学校在
籍者は５パーセント程度になっている。特別のケアを必要とする子どもの教育に通常学
校と特別支援学校の協力が図られている。特別支援を要する児童も達成目標は同じであ
るが、達成には余計時間を要するため必要あれば通常学校に14歳まで在学できる。また
初等特別支援学校には20歳まで在籍することが認められている。
　オランダでもトルコ、モロッコなどをはじめ世界各地からの移民が戦後急増し、人口
の17%を占めるに至っており、彼等を対象に市民化講習が盛んに行われている。貧困層、
外国人及び移入民の子どもなど教育的にハンディのある児童生徒に対しては、早期教育、
中途退学の防止、オランダ語の教授などの補償教育が行われる。早期教育は２〜５歳を
対象とする言語教育が中心である。補償教育を促進するために国から地方自治体に補助
金が出されている。
　基礎学校児童の約２割が教育的にハンディを背負った子どもたちであり、それをカバ
ーする補償教育が必要とされる。そのため親の学歴水準が低い子どもについては予算の
割増が行われている。また分離教育を防止し、統合教育を推進するため、学校によって
そうした児童生徒の割合が偏らないように努めている。
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２）　学校の制度1

⑴　保育（childcare）施設
　産業革命による女性の職場進出に伴い1850年から教会及び有志による貧民対策として
始まった事業が、第二次大戦後に保育所となった。1956〜1985年の期間は４〜５歳児対
象の幼稚園が発展したが、1985年に小学校に吸収されて基礎学校の一部となった。保育
事業は従来厚生労働省の所管だったが、世話から教育への傾向に対応して2007年から文
部省の所管となる。保育は親、政府、雇用主の共同責任と考えられている。保育事業は
基本的に民間ベースで行われており、政府及び自治体は財政補助と質的水準の確保に当
たることになっている。保育は現在以下のように多様な施設で行われている。
①　保育所（day nurseries）は生後６週間から４歳になるまでが対象で、通年制であ

るが、クリスマスや夏休みの時期には休園となる場合もある。保育士１人当たり幼児
数制限は１年未満が４人、１〜２歳が５人、２〜３歳６人、３〜４歳が８人である。

1　以下は、主に、東京のオランダ大使館のHP
http://japan-jp.nlembassy.org/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%81%A8%E3%81%84%E3
%81%86%E5%9B%BD/%E6%95%99%E8%82%B2.htmlを参考にした。学校の名称の日本語訳も様々あるが、基本的
にオランダ大使館のHPにならった。図は国際交流基金発刊「ヨーロッパにおける日本語教育事情とCommon 
European Framework of Reference for Languages」（2005年１月）http://www.jpf.go.jp/j/publish/japanese/euro/
pdf/02-6.pdfより引用した。この図に書かれていないが、特別支援学校（PRO）が別にある。
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全日制（通常は８時〜18時）と半日制（午前か午後だけ、保育園側は歓迎せず）があ
り、延長保育（早朝叉は夜間）、随意保育（保育の日を毎週毎に都度予約）も可能で
ある。

②　学童保育（out of school care）は小学校在学中の４歳から12歳までが対象となる。
③　遊戯グループ（play groups）は２歳から４歳を対象に12〜15人のグループで、通

常は週に二回、２〜３時間行われる。
④　預かり保育（registered childminders）は自宅で子どもを預かり面倒をみる。自分

の子どもを除き４人まで認められている。生後６週間から12歳までが対象であり、預
かり保育の紹介所が親との仲介をする。

⑤　協同保育（communal cerches）は地域の親たちが交代制で子どもの世話をする。

⑵　基礎学校
　従来小学校は６〜12歳児を対象としていたが1985年度の基礎学校法によりそれまでの
幼稚園（４〜６歳児）を包摂し、５歳から12歳に至る８年制の基礎学校となった。学校
は８時30分に始まり15時15分に終わる。水曜日と金曜日は12時までの半日制である。放
課後は学校の近くに設置されている学童保育施設が世話をしてくれるが、一時間７ユー
ロの有料制でとなっている。1998年の初等教育法によれば基礎学校の授業時数は前半の
４年間が3,520時間、後半の４年間が4,000時間以上となっている。
　成績評価は年間を通じて行われ、各教科の成績が10点評価で６点以上であれば合格と
される。基礎学校の段階では飛び級がかなり頻繁に行われる反面、原級留め置きとなる
者も珍しくない。これは個々の児童の能力・適性に合わせて教育するのが望ましいとい
う考え方に基づく。
　基礎学校の最終学年の２月に在籍する学校を会場として後述するCITOテストが３日
にわたって行われる。その結果を参考に進学する中等学校の種類を決めることになって
いるが、どの類型の学校に進学するかを決める最終的権限は保護者にあり、学校は入学
希望者を拒否できない。

〈Tandem 小学校〉

⑶　中等学校
　中等学校は従来極めて多岐に分かれていたが、1968年の中等教育法により職業準備中
等学校（VMBO４年制）、普通中等学校（HAVO５年制）、大学進学中等学校（VWO６
年制）という年限が異なる三類型に分岐するシステムとなった。
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　前述したように進学先を自分で選べることもあって中等学校では留年が多い。自分の
能力に合った学校を選んでいるはずだから、その学校の基準についていけない生徒は留
年するか、他の類型の学校に転校させられることになる。逆に成績が良い場合には
VMBOからHAVOに、HAVOからVWOに移ることも可能である。

Trajectum中等学校（VMBO）

　そのための便宜も考慮して、どの学校も下級課程（VMBOは２年間、HAVO及び
VWOは３年間）と上級課程（それ以降）に分けられ、下級課程は比較的共通した教育
を行い、成績に応じて他の類型の学校に転校できる仕組みになっている。
　下級課程では知識及び技能に関する習得目標の達成が重視されるが、HAVO及び
VWOの上級課程では1998年以降自主学習が強調されるようになった。またVMBOでは
1999年から学習支援と実地訓練を採り入れると共に、特別支援教育との連携を深めるよ
うになった。オランダは国際貿易で生きている国であることから語学には力を入れてお
り、すべての中等学校で英語を必修にしている他、HAVO及びVWOでは更に二ヶ国語
を必修としている。
　中等学校を修了して卒業資格を得るためには類型ごとに全国統一試験及び文部省の規
定に従った学校ごとの校内試験の双方に合格しなければならない。いずれも十段階評価
で六以上の成績が必要とされる。全国統一試験は卒業年次の春に実施されるが、校内試
験は、上級課程の場合、上級課程の在学期間を通じた評価である。

⑷　職業教育・専門教育及び高等教育
　高等教育機関としては大学及び高等専門学校（HBO）があるが、修学年数からいっ
て高等専門学校が日本の学士課程、大学は修士課程に相当する。その他に職業学校

（VMBO４年間）があり、VMBOを16歳で卒業すると、通常はこの職業学校に進学するが、
成績が良ければHAVOに移ることもできる。
　HAVOの卒業者は17歳で高等専門学校に入学する建前であるが、VWOの上級に転校
する者もいる。VWOの卒業者は大学に進学するのが建前であるが、HBOに入学する者
もいる。またHBOを卒業した後に大学に進学する、あるいはMBOを卒業した後にHBO
に進学することも可能である。なおVMBOの修了資格を取得できない生徒は職業訓練
を行う特別支援学校（PRO）で職業資格を身に付ける必要がある。

⑸　当面の課題
　初等中等教育に自由と選択の余地、成人教育及び職業には革新をもたらすこと、学校



- 15 -

間の移動を容易にすることと学校や教員に創意工夫の余地を与えること、通常教育と特
別支援教育との統合を進めることである。もっとも1970年代以降は多様化が急速に進ん
だことからそれに伴うリスクを抑え、最低限の水準確保を図ることも大きな課題となっ
てきた。そのため全国共通の統一的な教育基準が法制化され、この基準が視学官による
学校監督で使われるようになった。保護者による学校選択及び学校経営への参加も教育
の質的保障についてその一端を担うものである。

３）　学校の管理運営
⑴　学校理事会
　学校の管理運営に当たるのは財団（fund）又は社団（association）である。法人の形
態をとるのは学校教育と政府との間にある程度距離を置くためである。私立学校は設置
者である財団又は社団が経営に当たる。公立学校に関しては基礎自治体当局が自ら学校
の管理運営に当たることも可能であるが、公法人、財団、市町村合同の学校組合などに
委任することもできる。

Torenui小学校兼全体の校長（理事）
↓

　エッド・フォーマスと申しまして、ロバイン財団が管轄する学校クラスターのヘッドをし
ております。Tandem小学校を含む13の学校が財団に属していまして、４名の理事でこの財
団を運営しています。そのうちの１人が私です。
　ロバイン財団では１カ月に一度、各校の校長が集まって、それぞれの学校の声を伝えます。
また、特に１つの学校で成功した取り組みがあれば、それをみんなで共有することになりま
す。さらに、２年に一度は全教員が集まって意見の交換をします。各校でも、大体１週間に
一度必ず何らかの教職員のミーティングがあります。それは、一定のテーマに基づくもので
あったり、ケアに関してであったり、一般的な打ち合わせ会であったりします。そういった
形で教職員同士でお互いに学ぶことも多いわけです。この財団全体の理念は、教職員も独立
して機能できること、そして協調して働けること、この両方です。これは学校として大切な
２つの要素であるだけではなく、社会人としても必要であって、独立心を持ちながらも皆と
協調して働けるということです。

　公立・私立学校共に財団の方が多いが、宗教系の私立学校は社団が多い。建前として
財団は一般的利益を優先し、社団は会員の利益を優先するという違いがあるが、実際に
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はそれほどの違いはなく、その実態はむしろ定款の内容によって決まってくる。
　理事会は予算、人事、教育課程、生徒の入学など学校の管理運営に当たる。権限の一
部を校長に委任することはあるが、法的責任は理事会にある。理事の人数は学校によっ
て違うし、複数の学校を管理することもできる。理事は通常、親、地域の代表を含むが、
時には教会関係者が選ばれることもある。

⑵　校長
　日常的な学校運営は校長が行う。学校には通常１〜２人の副校長が置かれる。校長は
授業、学校組織、学校内部の諸問題、予算、人事等について理事会に助力する。複数の
学校を管理する理事会は主に全校共通の問題を扱い、各校独自の問題は校長に任せる。
学校種別により校長の名称が違い、英語で言うと小学校ではhead teacher、VMBOは
rector、それ以外の中等学校はdirectorと称する。校長も授業をするのが一般的である。
　小学校の教員は四分の三が女性で、校長・副校長を除くと八割にもなるが、校長は女
性が四分の一しかいない。中等学校になると女性の割合は一般教員で四割、管理職は二
割にとどまる。
　総合制中等学校や大規模校では管理チームで運営することもあるが、その場合には委
員長が置かれる。学校には校長及び教員以外に、事務職員、用務員、教育助手、学級助
手、技術助手、売店係などがいるが、学校医や看護師はいない。特別支援学校には言語
矯正師、理学療法師、カウンセラーなどがいる。

（Trajectum中等職業学校長）

⑶　学校協議会（participation council）
　学校協議会は各学校に置かれ、学校理事会が政策や財政について報告し、意見を求め
る機関であり、メンバーの数は学校規模によって異なるが、教職員と保護者（中等学校
では生徒も加わる）が半々の割合で構成される。理事会が学校の教育目的、教育計画、
教育課程、学校規則、苦情手続、学校の移転又は統合などを決定する場合には、事前に
協議会の同意を得る必要がある。なお雇用条件などに関する決定は教職員側代表の、ま
た寄付金の額などに関しては保護者側代表の意見を聞いてから行う。
　理事会と協議会が合意できない場合には調停委員会が調停に当たる。委員会はまず調
停案を提案して同意を求めるが、合意が得られない場合には拘束力のある決定をするこ
とができる。
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〈タンデム小学校にて（2012年３月１日）〉
　毎年、生徒に対しまして満足度調査を行っています。これは大体２つの側面からでして、
学校に対してどのようなフィーリングを持っているか、そして、学校から何を学びたいと思
っているか、この２つを中心にした調査です。そのような結果は、生徒のうちでも高学年の
生徒から構成される生徒会で話し合います。そして、カリキュラムと言ったらいいんでしょ
うか、何を勉強するかの一部分、そして、その他の学校の活動の一部分は生徒自身で決める
ことができます。そして、１週間に一度、クラスで先生と話し合って、「今週はどうだったか」
とか、そして、「どうやって進行しているか」「どういったような方向に行くべきか」とか、
話し合います。

〈Trajectum中等職業学校（2012年３月１日）〉
　保護者の意見はどのように反映されているかという質問がありましたが、これは、年に１
回アンケートをやって、それをもとにしまして改善策を取り入れています。
　学校協議会はありますが、残念ながら、この学校の場合、保護者のほうがなかなか学校の
ほうにかかわってくれません。学校協議会は、学年の始まりは２名いたんですけれども、今
は１名しかいません。なかなか参加したがりません。
　私どもは、生徒、学校、保護者の三角関係がきちっと保たれることが非常に大切だと思っ
ています。そうでなくては子どもに対して適切な教育を与えることができないと考えています。
　成績表は親が受け取りに来なくてはいけないわけです。成績表は５回出しますが、５回目
は夏休み直前で、それは来なくてもいいのですが、４回はここに成績表を受け取りに来なく
てはいけません。ですが年に４回は必ず取りに来なくてはいけません。もし来なければ、ト
ルコ語ができたりスロバキア語ができる人が連絡をして、来てもらいます。

⑷　教育計画・教材・達成テスト
　教育計画は学校協議会の同意を得て四年毎に策定され、教育監督局の視察や学校協議
会の会議における説明に使われる。同一の理事会が管理する学校は共通の教育計画でも
よい。学校案内は学校協議会の親メンバーの承認を得て毎年発行される。学校理事会は
苦情手続を定めことが義務付けられており、各学校に苦情処理委員会が置かれる。
　教材の使用は自由であり、市販されている。しかし近年は以下のような施策が進行す
るのに伴って実質的にナショナル・カリキュラムが形成される傾向にある。まず各学校
の選択を助けるために、文部省は教科別の市販教材の比較をし、ガイドブックを出して
いる。国立教育課程開発研究所（SLO）に国立教材情報センター（NICL）が付設され
ている。SLOは教育課程や中間目標などに関する指導書を出しているし、そこに達成度
評価には国立教育評価研究所（CITO）が開発したテストが使われている。
　達成テストは小学校卒業時における児童の基礎的な教育達成度を測定するもので、小
学校の最終学年で全児童が受ける。言語（オランダ語と英語）・算数、学習技能、環境
学習の四科目からなっているが、学校は環境学習を除外することができる。テストの種
類は学校が選択できるが、80%以上の学校は国立教育評価研究所が問題を作成している
CITOテストを使っている。テストの結果は子供の中等学校進学に関する親の選択権行
使に対し、教員が助言する場合、学校がカリキュラム等の自己評価をする場合、視学官
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が査察対象の学校を評価する場合に、その手段として使われる。

⑸　コミュニティ・スクール
　コミュニティ・スクールは地域の学校とそれをとりまく健康・福祉・警察などといっ
たサービス機能との連携・協力を強めることにより、子どもの健全な発達を図ると共に、
ハンディキャップのある子ども、ドロップアウト、学習・行動困難児を減少させようと
する企画である。これらの機能を同一の建物の中に置くこともできる。コミュニティ・
スクールは地方のイニシアティブに基づいて始まったもので、国の規則はないが、政府
の援助を受けて急速に増えており、半数近くの自治体が置いている。

〈Amersfoortにて〉

４）　教育行財政
⑴　中央政府
　オランダ（Nederland）は「低地」を意味し、憲法上の首都はアムステルダムであるが、
政府機能はデン・ハーグに置かれている。オランダは女王を元首とする立憲君主国であ
り、立法府は二院制で普通選挙による衆議院（150人）と各州議会の選出による参議院（75
人）からなる。
　2010年10月14日からは自由民主国民党（31議席）とキリスト教民主アピール（21議席）
の少数派内閣であり、これに右翼政党である自由党（24議席）が閣外協力する形で辛う
じて政権が維持されている。我が国と同じく両院の見解が一致するとは限らず、しばし
ば問題となる。行政府は国王及び内閣（16人の閣僚、他に副大臣を置くことができる）2。
　オランダの教育行政では教育政策の策定は中央政府が、学校の管理は基礎自治体が行
っており、中間にある州が殆ど関与していない点が、我が国と比べた場合の特徴である。
　権限を基礎自治体及び学校に移す分権化と達成目標を減らす規制緩和などによって学
校の自律性を増大させる動きが見られるが、これは教育水準の向上及び教育の革新も政
府が音頭を取るのでなく、学校自体が進めることなどを期待するからである。
　文部省は文部大臣（高等教育、研究、文化とメディア、平等権の問題、教員の労働条
件等）、中等及び専門教育担当副大臣（職業教育教員養成を含む）、初等教育担当副大臣

（就学前教育、保育、特別支援教育を含む）。農業教育は農水省の所管の属する。
　国は、学校の種類及び種類ごとの修学年限、教科及び年間授業日数、学級編成基準、
教員の資格・給料及び法的地位、生徒の試験及び中等学校並びに特別支援学校への入学

2　2012年４月23日　マルク・ルッテ（Mark Rutte）内閣は総辞職。秋に前倒しの総選挙が予定されている。
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基準、教職員・親・生徒の學校運営への参加機会、学校の創設及び閉鎖の基準、などを
決定する権限を有している。教育について文部大臣に勧告する教育審議会が存在するの
は我が国と同じであるが、我が国と異なるオランダの教育行政組織の特徴は教育監督局
による学校査察が実施されていることである。

⑵　教育監督局と教育番号制度
　教育監督局は文部省の組織であり、文部大臣の下部機関で専門的・独立的に行動し、
学校の質的水準の向上に当たる。文部大臣は視学官の仕事に責任を負い、指示も出すが、
視察報告に手を加えることはない。視察はすべての学校が対象となるが、問題があると
みなされた学校は頻繁に行われる。法令違反と認められる場合には支出金が減額となる。
　教育監督局の局長は文部大臣が指名、政府が任命、初等教育、中等教育、成人及び職
業教育、高等教育の各分野を担当する四人の主任視学官は局長が指名、文部大臣が任命、
視学官は主任が指名、局長が任命する。
　教育監督局の職員数は500人（フルタイム換算450人）程度であるが、そのうち約三分
の二は七つの地方支局に駐在している。地方駐在職員の約半数が視学官である。視学官
は男性の方が若干多いが、その他の職員は殆どが女性である。
　学校監督は「比例性の原則」に基づく。それは査察の頻度と厳しさが、各学校がどの
程度の質的問題を抱えているかに応じたものとなるという意味である。視学官による査
察には次の五種類がある。
　第一は毎年行われる年次査察で殆どすべての学校を対象とするが、一日で終わる簡単
なものである。第二は四年毎に行われる定期査察で問題点を中心により入念に行われる。
第三は定期査察の結果、質的に大きな疑問が生じた学校に対する継続査察で、引き続き
監視する必要の有無が判定される。第四は質的改善査察で、継続的監視の結果質的改善
に成功していないと判断される学校が対象となる。
　オランダには個人識別番号の制度があり、18歳以上の国民は「租税及社会保障番号」

（SoFi）を持たされるが、それを持たない３歳６ヶ月以上18歳未満の子どもたちには、
通称「教育番号」（PGN）と呼ばれる個人番号が付けられている。18歳以上の学生・生
徒はSoFiと同じであり、いずれの番号も他の情報と一緒に国の情報管理庁が所管してい
る。教育番号は政策の策定、補助金の算定、教育監督局が子どもの学校経歴、出席状況、
早期退学などを把握することにも使われるし、親が子どもを学校に登録するときにもこ
の番号が必要となる。

⑶　州政府と基礎自治体
　オランダは中央政府と基礎自治体の中間に12州があり、この他にカリブ海に海外領土

（旧植民地）を有している。州政府は州議会及び執行部からなり、州議会の議員は四年
毎に住民選挙で選ばれる。州議会は同僚の中から州の執行部となる州参事会員を指名す
る他、国の参議院議員も選出する。州参事会は３〜９名からなり、州行政を執行する。
　教育行政に関して州は主に学校に対する法的な監督や司法的な業務を担っており、適
切な数の公立初等中等学校の確保や基礎自治体の決定に対する私学の不服申し立てに応
ずることなどをしている。学校の運営や教育課程などには関与していない。
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　基礎自治体は443あり、そのうち25が人口10万人以上の都市である。基礎自治体は四
年毎に住民の選挙で選出される議員からなる地方議会、首長及び参事会員からなる執行
部によって構成される。参事会員は議会によって指名されるが、その数は人口規模によ
って異なる。基礎自治体の教育事務は、初等中等学校に関する経費の計画と支出、新設
学校の計画案の決定、教育不利益者のための補償、特定グループのための社会教育費補
助、児童生徒の通学に関する基準と条件の立案、義務教育法順守の監視と早期退学者の
記録、などである。

（太陽光発電の町Amersfoort）

⑷　通学区と学校選択
　初等中等教育に関して親は公立・私立を問わず、子どもの学校を選ぶことができるし、
そのための態勢も整っている。すべての学校は教育の目的や成果が分かる学校案内を出
すことが義務付けられているし、進学相談の夕べや授業参観などを開催する学校もある。
文部省は学校選択に役立つガイドブックを出しており、ウエッブ・サイトでも見られる。
教育監督局は各学校の質に関する報告書を公表している。
　公立学校には通学区が設けられているが、例外も認められる。半径６キロメートル以
内に適当な学校がない場合には通学費を請求できる。また10キロメートル以内に公立学
校が存在しない場合は新設が検討される。しかし財政的な理由もあって近年は学校統合
が進められており、複数の学校が同じ施設を使い、共同で教育を行うケースも増えてき
ている。

⑸　教育財政
　2006年度から小学校にはそれまでの運営費に加えて人件費も含まれる包括補助金制が
導入された（これに伴い、労働条件の交渉が分権化され、文部省の仲介なしに経営者側
と組合側が労働協約を締結することになった）。
　補助金は基礎自治体に交付される施設費を除き、人件費及び運営費が包括補助金とし
て各学校に直接交付される。その算定基礎とされるのは基本的に児童生徒数である。
　人件費は教職員数に単価を乗じた額（教員の年齢構成を考慮する）、運営費は主に10
月１日の生徒数で算定される。施設費は基礎自治体の責任で支出される。予算は学校単
位で算出されるが、交付先は学校理事会であり、理事会が各学校に分配する。
　2006年から親の教育費負担軽減及び児童生徒の忘れ物防止の目的で教科書が無償貸与
制となった。
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　学校の収入としては中央政府からの補助金の他に、特別プロジェクトのための自治体
からの補助金、親の寄付金、企業や個人との契約活動やスポンサーからの収入、預金利
子などがある。小学校は無償であるが、文化活動、祝賀行事、旅行などの費用に充てる
ための寄付金を求める学校もある。寄付はあくまで任意であり、寄付しないからと言っ
てそれらの活動に参加できないということはない。

５）　教員
⑴　養成と資格
　教員養成は高等専門學校及び大学で行われている。幼稚園と小学校の統合に伴って幼
稚園教員と小学校教員の養成も統合され、高等専門学校で行われるようになった。30以
上の教員養成機関が毎年８〜９千人程度養成している。教員養成課程は４年制で240単
位の履修が必要であるが、教職経験者は一部免除となる。一単位は講義及び自主学習28
時間分に相当する。フルタイム学生の場合教職専門が一年、その他の学習が三年となる。
約四分の一の時間に相当する60単位が小学校及び特別支援学校での教育実習に充てられ
る。2000年から教員養成機関の最終学年在学中の学生にフルタイム換算で５ヶ月以内の
期間、見習教員として雇用する制度が始まった。これは学生から教員への移行を円滑に
するのが目的であり、見習教員は有資格教員の指導を受けながら保護者との面談などを
含め正規の教員と全く同じ仕事を経験する。

〈Torenui小学校〉

　なお必須ではないが、殆どの特別支援学校教員が特別支援教育に関するマスターの学
位を有している。また教員養成の高等専門学校は校長、副校長及び校長候補者のための
学校管理者コースを開設している。
　中等学校教員は９つの大学及び９の高等専門学校で養成される。高等専門学校の教員
養成課程は普通教科の他に芸術・農業・技術といった教科のコースもある。基礎学校教
員免許状所有者が基礎学校及び特別支援学校の全学年の全教科（三年生以上の体育を除
く）を教えることができるのに対し、中等学校教員の免許は初級と上級に分けられ、初
級教員が教えることができるのは職業準備中等学校及び中等職業学校の全学年と普通中
等学校及び大学進学中等学校の下級三学年だけに限られる。中等学校の初級教員の場合
は四年制240単位でそのうち60単位が教職専門という点は基礎学校教員の場合と同じで
ある。
　上級教員はすべての中等学校のすべての学年を教えることができる。上級教員になる
には240単位に加えてさらに90単位を履修する必要があるので、大学卒業者とほぼ同じ
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五年半の修学を要することになる。なお中等職業学校の教員には教職課程以外の高等専
門学校の卒業生もなることができる。
　大学ではこれまでも特定科目を履修すれば中等教員資格を取得することができたが、
1987年からは中等学校教員の養成課程が設けられるようになった。大学では在学中ある
いは卒業後にフルタイムで一年分、パートタイムで二年分に相当する60単位の教職科目
を履修することによって中等学校教員の資格が得られる。このうち半分は教育実習に充
てられ（教育実習は840時間）、残りの半分は教育方法等の理論となっている。
　初等中等学校の教員は学校の種類及び教科に応じた免許状、高等教育機関の教員は学
士号と教育免許状、成人教育及び職業教育の教員は教育免許状を必要とする。免許資格
を持たない教員は臨時任用となる。
　高等教育終了者あるいは同等の知識経験を有する者は免許状がなくても二年間臨時契
約で教員になることができる。二年間に必要とされる教育を受け試験に合格すれば終身
契約に基づく正教員になることができる。政府は教育部門雇用委員会との協定に基づき、
教育助手、少数民族教員、支援職員などへの中途採用政策及び管理職昇任予定者の教育
を推進している。

⑵　労働条件
　労働条件は中央の全体及び部門別、地方、学校の四段階のレベルで使用者側と組合側
による交渉によって決められる。近年は包括補助金と規制緩和のため労働条件の決定が
中央より地方、さらに学校レベルに移行する傾向にある。教育関係教職員の労働条件は
初等及び特別支援教育、中等教育、成人及び職業教育、高等職業教育、大学・研究及び
科学の五部門によって異なる。
　公立学校教職員は公務員法の適用を受けるのに対し、私立学校の教職員は私法の適用
となるが、これは形式上の違いに過ぎず、実質的に差はない。
　教職員は病欠の場合、18月まで給与の全額が保障されるが、24月又は30月で免職とな
る。産休は16週間、育児休暇は子供が８歳になるまでの間、合計12月分の全休または部
分休を取ることができる。原則として無給であるが、労働時間の四分の一は有給となる。
教員が病気等により休職した場合、外部から代替教員を雇用、あるいは同僚教員に割増
給与を払って対応しているが、同僚教員はこれを引き受けなければならないという義務
はない。
　雇用契約は個別の学校ではなく学校理事会との間で行われる。同一理事会が経営する
学校間の移動は再契約を必要としない。契約書には契約の年月日、常勤か臨時か、ポス
トと適用給与表、給与、労働時間、勤務の場所などが記載される。研修は様々な機関で
行われるが、教員養成機関による場合が多い。
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〈Tandem小学校にて〉
　新しい教員を採用するときは、採用委員会というものを設けまして、採用委員会でどうい
った人を採用するかのプロフィールを決め、採用人事を行います。必ず校長が入っています。
低学年と高学年に分かれていて、低学年の人を雇う場合は低学年のほかの教員が入る。また

「ともに話し合うグループ」と言われている保護者会の代表も参加します。その後、形式的
になりますが、財団に一応報告しますが、ほぼ、いつもOKです。ですから、実質的にはこ
こで決めます。

　オランダでは従来すべての人が65歳で定年退職、老齢年金を受けることができたが、
最近67歳からに変更された。教職員は公・私立共に公務員・教職員年金を上乗せされる。
従来は最終給料が算定基礎とされたが、これも2004年から平均給料に基づくようになる
など、老後の見通しは次第に悪くなってきている。
　標準の年間労働時間はすべての学校を通じて1,659時間である。その１割166時間を能
力開発に充てることができる。標準時間よりも多く働く場合はそれを貯蓄し、有給休暇
に追加することができる。授業や指導時間は労働時間の半分の823時間である。高齢者
の就労を促進するために52歳からは労働時間が若干少なくなる。結婚あるいは親戚の死
亡に関して無給あるいは有給の休暇がとれる。

〈Kroller-Muller美術館〉

〈Torenui小学校にて〉
　当校には500名の生徒がいまして、13の学校の中で一番大きな規模です。40名がここに勤
めています。パーソナリティーとありますが、これは教員プラス用務員とかそういった人た
ちですね。そして、34名が教壇に立つ教員です。そのうちの17名がフルタイム、17名がパー
トで働いています。パートというかワークシェアリングですね。４名、サポート役がいます。
さらに３名の管理アシスタントがいます。その内訳の内容がよくわかりませんが、ここの学
校の特徴ですが、必ずしも１クラス１人の教員という決まった教員が担当しているわけでは
ありません。
　この学校の場合ですと、例えば、グループ３という３年生は、３クラス、３Ａ、３Ｂ、３
Ｃとあるわけです。これをクラスター３と呼んでいます。毎朝、一応、３Ａ、３Ｂ、３Ｃそ
れぞれで同じ顔触れで顔を合わせまが、その後はみんな散り散りになって、１人の担任がそ
のクラスを一日じゅう見るというわけではありません。ある教員が例えば数学が得意であれ
ば、３Ａ、３Ｂ、３Ｃのすべてに教える。ですから、みんながばらばらになっちゃうわけで
す。一日の最初にホームクラスで顔を合わせて、その後はばらばらになります。
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　オランダの労働時間は産業分野によって違うし、企業によっても異なる。最大週40時
間であるが、一般的には38時間が多い。一日10時間以上の労働は禁止されている。
　フルタイマーの小学校教員は週20時間の授業を担当するが、授業時間の65%が準備時
間として算定されるため33時間ということになる。これに打ち合わせや会議など含める
と、ほぼ標準の労働時間となる。

　オランダの教職員は、校長とかを含めて、教職を負担が大きな仕事だと思っている、ただ
し、それが悪い状況だとは思っていない。資格、経験、ストレスなどを考えますと、サラリ
ーは低い。ある調査によりますと、どの職業よりも最も燃え尽き症の兆候が出る。当校はた
またま燃え尽き症の割合が非常に低いですが、教員全体を見てみますと、どの職業よりも高
いと言われています。
　オランダでは、教員というものは、異なることを同時にいろいろとしなくてはいけない、
幅広い知識を持ち合わせていなくてはいけないし、また、クラス規模がどんどん大きくなる
傾向にある。先ほど言いましたように、サラリーも少ないし、負担も大きい。でも、逆に言
うと、この職についている人たちは、本当にこの職につきたいからついているわけで、ペイ
がいいからとかそういったわけではないということが言えます。
　もう一つ言えることは、学校、物理的な校舎の維持費が十分についていない。そして、教
材費にも十分な予算が与えられていない。これは、近くの他国と比べるとずっと低いです。
 〈Tandem小学校にて〉

⑶　学級規模と年間授業時数
　学級規模に関する最大・最小の規定はないが、通常22〜26人、特別支援学級で６〜８
人が普通である。2005年度の平均値は上級（５〜８年生）が23.4人、下級（Ⅰ〜４年生）
が21人であった。学級編成の仕方も自由であり、年齢別編成もあれば、能力と発達に応
じた編成も可能である。
　基礎学校では原則として全教科を担当するが、宗教、体育、音楽、美術工作などは専
科教員がいることもある。1997年度から教育助手を置くことができるようになった。
　基礎学校の教員は８割が女性だということもあって、その多くがパートタイマーであ
る。そのため学級担任が二人というのは珍しくなく、中には三人という場合もある。週
末に繋がる月曜日と金曜日は敬遠されがちなため、担任の間の打ち合わせは火曜日にす
ることが多い。

〈Trajectum中等学校にて〉
　教員の65%がパートで働いています。これはオランダでも率として高いほうです。フルタ
イムベースでいきますと、授業する時間は１週間で20時間です。ですから、パートでも、例
えば、50%をパートで働けば、10時間教えなければなりません。大体一日に５〜６時間にな
りまして、特に火曜日は会議が中心になります。
　私は、チームリーダーとしてさまざまな任務を持っているので、教壇に立つ時間は４時間
で、経済を教えています。
　火曜日は会議日として、その会議には全員が出席しなければいけないことになっていま
す。なぜ火曜日かといいますと、オランダでは、パートの働き方としては、週末を長くした
いので、月曜日と金曜日を休みにし、さらに水曜日の午後は小学校がないので、月水金は必
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ずパートタイムは休みたがるんです。ですから、火曜日はほぼ全員来くることになります。
　先ほど、フルタイムとして20時間教壇に立つと言いましたが、さらに１時間教えると、そ
の65%の時間が準備として認められているわけです。ですから、１時間に対して39分は準備
の時間となるので、１時間39分も給料の対象になるわけです。
　さらに、教えること以外のプラスアルファの任務に対しても勤務時間としてみなされま
す。そういったもろもろの時間を足して１週間40時間でフルタイムになります。

　年間の授業日数と夏休みについては文部省が規定するが、秋・クリスマス・春及び五
月の休校日は学校理事会が決める。文部省は７〜８週間の授業をした後１週間休みにす
ることを勧めている。学年は８月１日から７月31日まで、夏休みは三週間であるが、北
部・中部・南部で時期が異なる。
　基礎学校は８年間で授業時数総計が7,520時間と定められているが、その上級・下級
学年への配分は弾力的である。始業と就業時間及び時間割は学校理事会が決めるが、学
校協議会の教員メンバーの助言と親メンバーの同意が必要とされる。約三割の児童が昼
食時に帰宅せず学校で給食を受けるが、その費用は親が負担する。

〈ハーグの国際司法裁判所〉

⑷　教員団体
　一般教育組合（Aob）は組合員８万６千人を擁する最大の教員団体であり、初等、中
等、職業、高等の四部門からなっている。この組合員数はフルタイム換算で約24万人と
されている教職員数の三分の一に相当する。Aobの目的は教職員の利益擁護と教育の質
的向上にあるが、最近は後者に力点を移してきている。教職員全体の利益擁護の他に組
合員個人の相談にも応じている。
　19の単産組合で構成されるオランダ労働組合連合（FNB）の傘下にあり、教育イン
タナショナル（EI）にも加盟している。年二回開催される100名の代表による総会が最
高決議機関であり、中央委員会を選出する。日常業務を指揮するのは５名の専従からな
る執行委員会である。事務局員は160人おり、そのうちユトレヒトの本部に100人、四つ
の地域支部に60人が配置されている。
　オランダでも我が国と同様、労働組合員が減少する傾向にあるが、そうした中にあっ
てAobは例外的に1990年代以降組合員が増加傾向にあるだけでなく、特に若い新任教職
員の組合加入が増えている。若手組合員の吸引に成功している理由は、教育系学生を組
合員にするなど積極的な募集活動を行っていること、実利に敏感で政治離れ・イデオロ
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ギー離れが目立つ現代の若者に対応する活動を展開していることにある。

（オランダ教員組合Aob）

〈Torenui小学校〉
　オランダでは、各自がストをする権利やストをしない権利を持っていますので、来週火曜
日は、一応、学校としてはストなんですけれども、実際にストをする人たちはデモに行くし、
ほかの人たちは、サラリーをもらいたければ学校に行かなくてはいけません。オランダでは、
一応、学校としては閉鎖する。つまり、授業は行わない。ただし、学校には受け入れ義務が
あるわけです。だから、家庭には「授業はありません」と言いますけれども、家庭で面倒が
見られなければ、子どもは学校に行く。それを受け入れるのがストをしていない先生たちで
す。このストについては組合のほうで説明を聞いてください。

〈Aob本部のあるユトレヒトの旧市街〉
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２．ドイツの初中教育制度
１）　学校制度

⑴　就学前教育
　ドイツにおいて「学校」とは法制上学校教育法に規定される初等中等教育機関を意味
する。したがって大学などの高等教育機関は学術研究機関として学校とは区別され、保
育園）及び幼稚園などの就学前教育機関は児童福祉施設であって学校ではないとされて
いる。
　幼稚園（Kindergarten）は満３歳から５歳の幼児を受け入れ、３歳児以下は保育園

（kinderkrippe）が引き受ける。いずれも児童・少年援助法に基づく児童保護施設であ
り少年局の所管に属する。ドイツの学校はオランダと異なり公立学校が圧倒的であるが、
幼稚園だけは教会や福祉団体などによる私立が約７割を占めており、園児数もはるかに
多い。
　幾つかの州では基礎学校に予備学年（Vorklassen）が付設されているが、これは５歳
児が遊び中心の学習形態をとりながら基礎學校の準備をするものである。私立のモンテ
ッソリー学校はもともと幼稚園と学校を一緒にしている。
　また多くの州では修学年齢に達してはいるものの、修学するには未熟な子どもの面倒
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をみる学校幼稚園（Schulkinndergarten）が存在する。州によって準備学年あるいは予
備学年と呼ばれることもある。

⑵　義務教育と初等教育
　普通教育の義務就学は９年制であるが、一部の州では10年制をとっている。
　初等教育は６歳から９歳までの４年間、基礎学校（Grundschule）で行われ、その後
の中等教育は能力と適性に応じて分岐する。中等学校への進学に際してどの学校種を選
ぶかについては学校側が決めることが多かったが、最近では親の意向が尊重される傾向
が強まり、半数の州が親の意思を優先させている。しかし入学後１〜２年の観察課程に
おいてギムナジウムでの学習が無理であると認定された者は他の中等学校へ転校させら
れる。
　普通教育の義務を終了後直ちに就職する者には職業学校（Berufsschule）に就学する
義務が課せられる。これが有名なデュアル・システム（duales System）であり、見習
いとして職業訓練を受けながら週に１〜２日、あるいはある期間まとめて（ブロック授
業）職業学校に通学する制度である。職業学校は通常３年間で、１年目は職業基礎教育、
２〜３年目は商業、営業、技術、家政・福祉、農業など職業関連の専門教育を受ける。
職業学校終了後は専門学校への進学が可能となる。こうした普通教育以外に職業教育を
義務制にする制度は1939年に始まり、スイスやオーストリーなどドイツ語圏諸国に共通
する。

⑶　中等教育
　普通教育の学校としては基幹学校（Hauptschule）、実科学校（Realschule）、ギムナ
ジウム（gymnasium）が基本である。このうち基幹学校は５年制で卒業後は就職し、
職業学校で定時制教育を受ける。実科学校は６年制で卒業後は職業教育の学校に進む。
ギムナジウムは８〜９年制で主に大学進学希望者が進む。最近では国際化の影響を受け
てギムナジウムを８年制にする方向にある。
　この他に諸類型を統一した総合制学校（Gesamtschule）がある。この制度の導入に
関しては積極的な社会民主党と消極的なキリスト教民主同盟が争い、政治問題化したこ
とがあった。総合制学校には協力型と統合型があり、前者は三分岐型を内部に取り込ん
だものである。州よる違いはあるものの、この制度は結局あまり普及しなかった。
　三分岐制は進学先が保護者の学歴や所得、家庭の言語や宗教などによって大きく左右



- 29 -

される点で教育機会の平等原則に反しているし、民主的な学校制度とは言えない。その
ため1973年９月27日に出された国際教育会議の勧告第68号「中等教育の目的・構造・内
容に特に関連する教育、訓練及び雇用の維持に関する勧告」は分岐型から統合型に改め
ていくことを勧告している。
　2006年にはドイツにおける教育人権に関する調査を行った国連人権理事会から、早期
の選抜と三分岐型の学校制度は教育機会の均等化を妨げる不平等な制度であり、改革の
必要があるという指摘を受けた。さらに2006年には欧州委員会がドイツ・オランダ・オ
ーストリーにおける早期選抜制度を批判し、その再検討を促した。
　それに加えて、近年は基幹学校への進学者が減少する一方でギムナジウムに進学する
者が急速に増えているが、ギムナジウムの大衆化はその質的低下を招くだけでなく、基
幹学校に移民の子どもたちが集中するようになり、基幹学校離れを一層促進するという
結果を招くことになった。その結果、基幹学校では校内暴力の発生や中退者の増大など
による教育困難校が続出している。
　そのため最近では三分岐型を見直す機運が生まれ、既に６州が基幹學校を廃止するに
至っており、純粋に三分岐型を維持しているのは２州に過ぎない。比較的進歩的といわ
れる州では基幹学校、実科学校、総合制学校などを統合して中等学校（Sekundarschule）、
中間学校（Mittelschule）、通例学校（Regelschule）などとしているが、なおギムナジ
ウムは存続させる二分岐型にとどまっている。
　最近では前期中等教育段階を「共同社会学校」（Gemeinschaftsschule）に統合するこ
とを試みる州も増えてきている。従来の総合制学校との違いは、総合制学校が三類型の
校内協力型であったのに対し、共同社会学は校内部分岐をなくし個人単位で履修が行わ
れる統合型であると説明されることもある。しかし総合制学校にも統合型は存在したか
ら、両者の差異は必ずしも明確ではなく、評判が良くなかった総合制学校のイメージを
変えたに過ぎない面もある。
　それに加えて「共同社会学校」が以前から使われてきた用語であることに注意する必
要がある。それは本来児童や教員が宗派や世界観によって分離されることなく、すべて
の人々に共通の学校を意味し、初等教育ではこれが通常の形態である。したがって新し
いのは用語ではなく、それが中等教育段階に関して使われるようになった点である。
　なお共同社会学校は宗派や世界観によって分離されないといわれるものの、それが非
宗教学校（bekenntnisfreieSchule）であることは稀で、特定の宗派に捉われないとはい
えキリスト的基盤に立脚しているのが普通である。それだけにイスラム教徒の増加にど
う対処するかという課題に直面している。

⑷　職業教育
　職業教育の学校には後期中等教育の段階に職業學校、職業専門学校、上級専門学校、
専門ギムナジウム、職業上構学校など多くの種類がある。ドイツにおける職業教育の特
徴は職業教育学校における理論的学習と企業における実践的な職業訓練を並行して行う
デュアルシステム（duales System）にあるが、経済不況のために企業が職業訓練を引
き受けることが難しくなり、訓練ポストが不足する事態が生じており、連邦政府が補助
金を出してその確保に努めている。
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　最近は職に就けない若者が増えてきていることから職業教育や実地の職業訓練の充実
を図るとともに、学校から職場への移行を円滑にするための施策が強化されてきており、
2010年からこの目的で主幹学校に連邦労働省の予算に基づく職業アクセス指導員

（Berufseinstiegsbegleiter）が配置されるようになった。

⑸　特別支援教育
　従来は心身に障害があるため特別の教育的配慮を必要とする６歳から14歳の者を対象
とする９年制の促進学校（Forderschule）あるいは特別学校（Sonderschule）が通常学
校とは分離された形で支援教育を行ってきた。しかし国連の「障害者の権利に関する条
約」（2006年12月13日採択）を2009年２月24日に批准したこともあって、全国的にイン
クルーシブ教育の理念に基づく特別支援教育の改革が進められてきており、それと同時
に促進学校と通常学校のいずれで学ばせるかも親に選択させる州が増えてきている。
　しかしこれまで経験がなく自信が持てないことや受け入れ態勢が伴っていないことな
どから通常学校の教員はインクルーシブ教育について積極的ではないし、支援学校教員
の側も通常学校に転校させることに賛成ではない。保護者もスタッフや施設が整備され
ている支援学校から通常学校に移すことに躊躇する傾向が見られる。

⑹　高等教育
　高等教育機関としては、総合大学及び高等専門学校が中心で大部分の学生を収容して
いるが、一部の学生は芸術大学、教育大学、神学大学などの単科大学に在籍している。
修業年限は大学が４年半、高専が４年とされているが、長期にわたって在学する学生が
多く、これをいかに減らすかが政策課題となっている。
　学生数が急増する半面で経済成長が鈍化していることから、卒業生の就職難が深刻に
なっており、そうしたことから学業と職業訓練を並行させるデュアルシステムは近年高
等教育段階でも盛んに行われるようになった。また大学の研究と教育をめぐって国際競
争が激化してきたことから、重点投資が行われるようになった結果、これまで格差がな
いとされてきた大学間にランキングが出現するに至った。

２）　学校教育
⑴　公立学校の自律性と学校選択の自由
　国家による学校独占はなく、私立学校も認められているが、連邦基本法７条４項・５
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項により公立学校が基準ないしは通例とされている。従来公立学校は法人格をもたず、
特別権力関係理論の下で「管理された学校」という性格が強かったが、1960年代頃から
次第に学校の自主性や教員の教育上の自由、児童生徒と保護者の教育権などが尊重され
るようになってきた。
　しかし公立学校は「権利能力のない公の施設」（nichtrechtsfähigeöffentlicheAnstalt）
であって、公法上の法人ではないから、学校の自律性（Schulautonomie）といっても公
法上の概念とは違い、幾つかの制約を受ける。一つは民主主義の原則からいって行政活
動の最終的な決定権は議会に対して責任を負う行政主体に留保されなければならないこ
とである。もう一つは自律性強化によってもたらされる学校教育の多様化が学校間格差
を生じさせるものであってはならないことである。
　ドイツではオランダと異なり私立学校を選ばない限り、原則として学校選択の自由は
ない。就学指定学校（Phlichtschule）の範囲は州によって若干異なるが、通常は義務制
の学校である基礎学校、基幹学校、職業学校が含まれる。特別の理由がある場合には、
例外的に他の学校への就学が許可されるのは、我が国と同じである。
　どの類型の中等学校に進学すべきかについて学校側が保護者に勧告するが、最終的な
決定権は保護者にある。但し進学後の観察期間における学習状況から見て不適当と判定
される場合は他の類型の学校にと公転校させられる。また親の決定権は他の児童生徒の
教育を損なわないという公共の利益を守る教育責務を担う国によって制約を受けること
がある。

⑵　私立学校（Privatschule）と宗教教育
　オランダとは違い、ドイツでは私立学校は少なく、特に義務制の學校は殆どが公立で
あるため、事実上学校選択の自由は制限されている。私立学校が多いのは特別支援学校
と女子の中等学校である。私立学校の自由は学校の設立及び経営の自由並びに教員採用
と生徒選択の自由などである。個人、民法上の財団、公法上の団体、教会など設置者は
さまざまである。
　私立学校には公立学校を代替する代替学校（Ersatzschule）、公立学校を補完する補
完学校（Erganzungsschule）がある。補完学校の多くは義務教育終了後の職業教育を
提供する学校である。代替学校は公立学校なみの条件を整えた上で設置認可を得る必要
があるが、州から補助金が交付される。補完学校は設置を報告するだけで良いが、補助
金はない。
　ドイツには昔から修道院が経営するカソリックの学校や教会が経営するプロテスタン
トの学校が私立学校の大部分を占めてきたが、二十世紀に入る前後から独自の教育理念
に基づく新教育の學校が台頭してきた。
　マリア・モンテッソリーの教育方法に依拠するモンテッソリー学校（1907年〜）、自
然の中で訓育重視の寄宿舎生活を行うヘルマン・リーツ（Herman Lietz 1868〜1919）
の田園教育舎（Landerziehungsheim 1898年〜）などがそれである。ルドルフ・シュタ
イナーの教育学に基づく自由ヴァルドルフ学校（Wardorfschule）が1919年に始めてシ
ュッツットガルトに創設された。さらに1970年代にはハノーバーのグロックゼー学校や
フランクフルトの自由学校のような反権威主義を旗印とするオータナティブ・スクール
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が生まれた。シュタイナー学校やモンテッソリー学校などは自前の教員養成課程を持ち、
それを履修した者を有資格者として採用している。
　ドイツでは道徳教育ではなく宗教教育が必修となっているが、親は子どもの宗教教育
を決定できる。子どもは14歳になると宗教上の成人と認められ、宗教教育への参加につ
いて自分自身で決定出来る。最近は脱キリスト教化の社会傾向もあって殆どの州が宗教
教育に参加しない生徒に対し倫理教育（Ethikunterrichit）を選択必修教科とするよう
になった。
　イスラム教などマイノリティの宗教・宗派に属する子どもたちは宗教教育に出席を強
要されない。彼等の便宜を考慮して宗教の時間は最初か最後の時間に設定されている。
移民の中で最大の割合を占めるトルコ系住民のためにトルコ大使館から要員が派遣され
てくることもある。

⑶　半日制学校
　一部の州を除いて半日制学校（Halbtagsschule）が一般的である。半日制は子どもと
教員にゆとりを与える効果はあるものの、核家族化や有職女性の増加に伴って支障が生
じている。そのため放課後17時まで子どもの世話をするデイケア施設、昼食や宿題の面
倒を見てくれる生徒の家（Schulerhaus）などが置かれるようになった。
　最近では全日制学校（Ganztagsschule）にすることが検討されおり、連邦政府も補助
金を出してその拡大を目指している。全日制化によって学校の影響下にある時間を延長
することで家庭の影響を少なくし、ドイツ語を話さないような家庭環境から生じる学力
格差を減少させる効果が期待されているからである。
　しかし昼食代及び教育プログラム参加費などが所得に応じた家計負担となる。そのた
め全日制を最も必要とする家庭の子どもが通学できないという矛盾が指摘されている。
また、半日制学校の制度はもともと子どもの教育が親の義務であり権利であるとする考
え方から発するものであり、全日制学校にすることは親の教育権の侵害だとして反対す
る見解もある。そのため全日制學校は全体としてはなお少数にとどまっているし、実施
する場合にも義務制ではなく任意制とする学校の方が多い。

〈アウトバーンでフライブルクに向かう〉

⑷　政策課題
　1995年のIEA「第三回数学・理科動向調査」（TIMSS）及び2000年のOECD「生徒の
学修到達度調査」（PISA）において成績不振であったことからショックを受け、学力水
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準の向上と社会層による格差の是正が最大の課題となった。その後、2006年及び2009年
のPISAでは改善が進んできている。
　PISAではブレーメンやハンブルグなど成績に悪い州とザクセンやチュービンゲンな
ど成績の良い州との間の学力格差が大きいことが判明し、この格差是正も課題となった。
こうした学力水準の地域間格差には民族間格差が影響しており、これもまた大きな問題
となっている。
　Deutschの原義は「ゲルマン系一般大衆」を意味することからも察しがつくようにゲ
ルマン系ドイツ民族が圧倒的であったが、戦後移民が多数流入した結果、人口8,180万
人のうち移民系が20%を占めるに至った。移入民はトルコ系が最大で、次いでイタリア
系、ポ－ランド系となっている。最近は少子化により児童生徒の数が減少する中で移民
の子供たちの割合が急増し、義務教育が終了する15歳の時点で15%を占めるに至ってお
り、これが学校教育にもたらす影響への取り組みが大きな問題となっている。

３）　教育行財政
⑴　連邦主義と州の教育主権
　ドイツ（Bundesrepublik Deutschland）は、もともと多数の領邦国家が統合されて出
来上がった連邦制の国家であるため、帝政時代から地方分権の伝統が強く、ナチス支配
下の第三帝国及び共産党支配下の東独の時代を除いて、16の州がそれぞれ文化高権

（Kulturhoheit教育主権）を有している。したがって教育行財政や学校制度も州によっ
て違いがあるが、州法は連邦法に違反してはならず、州の教育行政も連邦基本法に拘束
される。
　常設の各州文部大臣会議（KMK）が二か月に一回開かれ、教育政策に関する州間の
調整に当たっているが、その協定は州の立法を俟って効力を発揮するのであり、連邦教
育審議会の勧告なども州の教育主権に十分な影響力を及ぼすことができないでいる。そ
のため連邦主義は教育制度の画一化を避ける点で一定の役割は果たしたが、統一性の欠
如は教育改革の遅れや教育財政の貧困を招く原因となっているという批判もある。
　このように分権主義的であるが、州及び地方自治体は財政能力において格差が大きい
ため、州間及び地方自治体間の財政能力を是正する財政調整制度が設けられ、住民一人
当たりの財政収入の均衡化が図られている。この点は同じく連邦国家であってもアメリ
カと違っている。
　また従来教育課程に関する全国共通の基準としてはギムナジウム修了資格（Abitur）
試験における統一要求水準以外には存在しなかったが、PISAショックの影響もあって
2002年にKMKが初等中等教育の各学校段階終了時に主要科目における全国共通の到達
目標を示す教育標準（Bildungsstandard）を設定することを決定した。これに基づいて
教育標準が相次いで開発され、各州は各学校種における教科の構成及び時間配当などを
教育課程の編成もこれに基づいて行うようになってきている。また従来学校で行ってき
たアビトゥアの試験も殆どの州において統一的に行われるようになり、さらに試験問題
を全国共通にする方向で検討が進められている。
　なお就学前教育、青少年育成、スポーツは教育行政の所管ではない。
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⑵　連邦政府
　行政府は議院内閣制で、大臣は首相が指名し、国家元首である連邦大統領が任命する。
ドイツは連邦国家であるため、連邦政府の役割は外交、国防、税関、国境警備などが中
心であり、連邦政府に文部科学省に相当する教育研究省（BMBF）が置かれるようにな
ったのは1969年のことである。
　教育に関する連邦の権限は限定されており、主に高等教育の大綱立法、職業教育及び
学術研究の助成、奨学金などを所管している。また教育費について連邦は高等教育費の
一割程度、奨学金の三分の二程度を負担しているにすぎない。
　初等中等教育は殆ど州（Land邦とも訳される）の権限とされているが、官吏の勤務、
給与、年金について定めた官吏大綱法、官吏俸給法、官吏年金法は州の官吏である公立
学校教員にも適用される。
　立法府は連邦議会及び連邦参議院からなり、連邦議会は国民の直接選挙で選出される
が、小選挙区比例代表併用制で任期４年である。連邦参議院は16州を代表する各州の首
相及び大臣から構成されている。そのため両者は同格ではなく、連邦参議院よりも連邦
議会が優位に立つ。
　連邦裁判所は民事・刑事を扱う通常裁判所の他、憲法、労働、社会、財政、行政など
を扱う裁判所が専門分化している。

〈Anne-Frank基礎学校〉

⑶　州政府
　州政府は高等教育機関の設置・維持・管理に当たるほか、初等中等教育に関しては基
準の設定に当たると共に地方自治体の教育行政を監督しており、私立学校を含めて全学
校制度が州の監督の下に置かれている。学校監督（staatlicheSchulaufsicht）には広義
と狭義があるが、前者は教育主権に基づく学校高権である。これに対し狭義の学校監督
には、学校に対し視学官が行う「専門監督」（Fachaufsicht）、教職員に対する「勤務監督」

（Dienstaufsicht）、設置者である地方自治体に対する「法的監督」（Rechtsaufsicht）が
含まれる。
　州文部省の所掌事務は、①学校制度の計画及び形成、②義務教育年限及び就学年齢の
制定、③教育目標・学習目標及び、成績・評価の標準設定、④視学官による学校の監督
及び教科書その他教材の認可、⑤教員資格の設定及び教員の養成・研修・採用、⑥学校
の新増設に対する補助金及び奨学金の交付などである。
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⑷　地方自治体
　公立学校の設置権限を有するのは地方自治体（市町村Gemeinde）である。学校教育
に関して州が教育の内容及び方法などの学校の内的事項（innereSchulangelegenheiten）
を、地方自治体が学校の設置、維持、管理など学校の外的事項（äussereSchulangelegenheiten）
を受け持つという役割分担になっている。
　ベルリン、ハンブルグ、ブレーメンの三都市州を除くと、州→（県）→郡（特例市）
→市町村という関係になるが、県の学務部は郡の学務部が設置するギムナジウム、実科
学校及び職業教育学校の監督を行う。郡の学務部は郡が設置する学校の維持管理に当た
るとともに市町村が設置する基礎学校及び基幹学校の監督を行う。市町村は基礎学校及
び基幹学校の設置維持に当たるが、実科学校を設置する場合もある。

⑸　公教育費
　学校教育の費用負担は設置主体によって異なる。学校が州立あるいは地方共同体立の
場合には全額を州あるいは地方共同体が負担する。2010年の公教育支出総額は1,028億
ユーロであった。従来公教育費は約７割を州、２割を市町村、連邦が１割という負担割
合であった。
　しかし2009年10月に発足した第二次メッケル連立政権は「教育共和国ドイツ」を旗印
に2015年までに公私の教育支出をGDPの10%にまで引き上げるという目標を掲げた。経
済成長の手段として教育と研究に重点投資するという戦略に基づき、最近連邦の教育予
算が増加傾向にあり、2012年は前年比10%増の128億ユーロで連邦予算総額3060億ユー
ロの４%となっている。これに伴い公教育支出に占める連邦の負担割合も15%にまで増
えている。2009年の公財政支出教育費のGDPに対する比率は4.1%であった。
　最も通常的な公立学校経営の形態は州と地方の共同によるものであるが、その場合は
学校教員が州の職員であるため、その俸給及び年金など人件費は州が負担する。学校設
置者である地方自治体が雇用する職員の人件費は設置者の負担であるが、その一部また
は全部が州からの補助金によって賄われる。学校の施設・設備費、管理運営費、教材費
及び生徒援助費など物件費は設置者の負担であるが、これらについても州による財源の
補填がある。初等中等教育費の負担割合はおおよそ州が８割、地方が２割となっている。
　学校教育費の財源としては公費の他に、学校支援団体による寄付金があるが、これは
公財政には含まれない。この他の自己収入として民間企業等による広告収入がある程度
認められるようになった。これには批判もあるが、財政難の緩和に役立つことと、日常
生活の中で既に広告攻めに慣れていることを考慮して、教育内容に影響を及ぼさないな
ど一定に条件の下に容認されるようになっている。
　社団がある場合には社団の理事会が寄付金を管理するか、校長に委任される。従来は
単年度主義のため年度内に使い切らねばならなかったが、最近は繰越使用が認められる
ようになった。また学校に交付される予算は包括的になり、ある費目の支出を節約して
他の費目に用いるなど重点的な使い方ができるようになってきている。

⑹　家計負担
　公立学校に授業料はないが、その費用の一部が家計負担となっている。親の分担金
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（Elternanteil）の一つは教材（Lernmittel）に係る費用で、教科書及びPCのような高額
教材は貸与制であるが、ノート、ペン、絵の具、実習教材など消耗品の購入は保護者負
担である。また、遠足、宿泊を伴う研究旅行、セミナーハウスでの林間学校などに任意
参加であり、その費用は保護者負担である。遠足に参加しない生徒は他のクラスや学習
グループの授業を受けることになる。
　1960〜70年代に学校統合が進められて結果、通学に費用がかかるようになったため、
義務教育である基礎学校と前期中等学校の児童生徒については地方自治体が通学費を負
担しており、州が補助している。最近では全日制への移行に伴い、補習や課外授業、昼
食代などが徴収されるようになったが、その負担を緩和するため2011年から連邦政府に
よる昼食代の補助も始まった。

４）　学校管理運営
⑴　校長（Schulleiter）
　校長は対外的に学校を代表し、教育活動の管理と教職員の監督を掌る。校長は教職員
に対する職務命令や授業視察、学校規定や校則の制定及び適用といった権限を有する。
昔は単独で管理運営に当たってきたが、二十世紀に入ってから次第に教職員や親、さら
には生徒の参加を求める声が強くなり、1970年代から教員会議及び学校会議が法制化さ
れるようになった。これらの会議は学校運営上の協力機関として位置付けられ、校長が
その議長を務める。大規模校には副校長（StellvertretenderSchulleiter）が置かれる。

⑵　学校会議（Schulkonferenz）
　学校会議には教員及び親・生徒（第７学年以上）の代表からなり、それぞれ教員会議、
保護者会、生徒会から選出される。その構成は教員と親・生徒が半々の州と、教員側が
多数の州とがある。校長は議長を務めるが評決権は持たない。審議事項は当該学校の教
育全般にわたるが、事項によって決定・勧告・提案など権限が異なる。

⑶　教員会議（Lehrerknferenz）
　教員会議が実態としては学校運営の主体となっている。教科書の採択及び校長の学校
運営も教員会議の決定に基づいて行われるのが普通である。但し教科書は各州文部省の
検定に合格したものでなければならない。教員の教育上の自由は法律及び学校監督庁の
命令並びに教員会議の決定に拘束される。主に教育活動に関する審議や決定を行い、教
科書の採択、生徒の退学処分、校内秩序の維持などに関しては決定権を有する。親や生
徒の代表の出席を認め、傍聴や発言を許す場合もあるが、成績評価や進級の決定には参
加させない。

⑷　その他
　学年は８月１日からであるが、夏休みがあるため実際に新学期の授業が始まるのは９
月になってからである。学級規模の上限が28人、平均25.6人で、読み書き能力に問題が
ある子供の場合には16人にしている。
　欧米のキリスト教国と同じように児童生徒が学校の掃除をすることはない。通常、学
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校は半日制であるため学校給食は一般的ではなく、10時半頃にパンとミルクの簡単な第
二の朝食をとる程度である。前述したように全日制化に伴う昼食をどうするかが検討課
題となっている。
　宿題についても児童の負担を多くしない工夫がなされており、週末の土曜・日曜及び
午後に授業がある日は宿題を出してはならず、夏休みの宿題もない。また第一・第二学
年は宿題に要する時間が三十分以内、第三・第四学年は一時間以内といった制限を設け
ている州もある。

５）　教職員
⑴　身分と資格
①　官吏（Beamte）
　大部分の教員は公法上の関係に基づく州公務員の身分である。試補勤務中は臨時任用
官吏（Beamte auf Widerruf）の身分であるが、通常は2.5ないしは３年で終身官吏

（Beamte auf Lebenzeit）になれる。官吏には単純職、中級職、上級職、高級職の四等
級があるが、教員に中級職、単純職はなく、ギムナジウム・職業教育学校は高級職、基
礎学校・基幹学校・実科学校・特別学校は上級職である。
②　雇員（Angestellte）
　一部（二割程度、旧東独に多い）の教員は私法上の身分であり、使用者である州と所
属職員団体との労働契約に基づいて雇用される。官吏身分の教員は争議権を認められて
いないが、雇員身分の教員にはストライキをする権利がある。
　職員としては事務職員（Sekretär）及び用務員（Hausmeister）がいる。図書室の司
書は大規模校を除いて通常はパートである。保健室はあるものの、養護教諭は置かれて
いない。カウンセラーと連携してカウンセリングに当たる教員身分の相談員が複数校に
一人配置されている。
③　免許状
　第二次教員国家試験合格者に交付され、更新制はなく終身有効である。免許状には国
家試験の成績及び専門教科名などが記載される。12州は学校種類別免許状（基礎學校及
び基幹學校、実科学校、ギムナジウム、特別学校、職業教育学校）であり、４州が教育
段階別（初等、前期中等、後期中等）である。私立学校教員は法制上免許状を必要とし
ないが実際には殆どの私学が要件としている。
　最近は教員不足が甚だしいが、その一つの原因が教職に就くためには一般の学位や資
格を取得するよりも長い期間が必要とされるにもかかわらず、ディプロムやマギステル
などの伝統的学位が授与されないため、教職課程履修の途中で進路変更する学生が続出
することにある。そのため不足する学校種や教科の教員に関しては、大卒者を対象にⅠ
〜２年間の教職課程の履修で教育修士の資格を与える、教職課程を経なくても試補勤務
を認める、あるいは試補勤務を経なくても本務教員に採用する、などの措置をとる州が
出てきている。
　学術協議会は2001年９月に基礎学校及び基幹学校の教員は教員養成の学士課程、実科
学校及びギムナジウムの教員は修士課程の修了試験合格者に１年間の試補勤務をさせた
後、国家試験に合格すれば本採用となるという改革案を勧告、これを骨子に教員養成制
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度を各州共通にするよう提案していた。
　これを受けて2009年にノルトライン・ヴェスファーレン州は教員不足や高等教育の国
際化に対応する改革を実施した。それは教員養成期間を学士課程と２年の修士課程に１
年間の試補勤務を加えた計５年とし、試補勤務の要件を従来の第一次国家試験合格から
修士号取得に変更すると共に、試補勤務を２年から１年に短縮するものである。

⑵　養成制度
①　教員養成課程
　大学で教員養成課程（主専攻の学問及び教授法、教育学と心理学、教育実習）を履修
するが、初等教育課程は教授学、後期中等教育課程は専門教科に重点を置き、前期中等
教育課程は両者の中間、職業教育課程は一年間のインターンシップが課せられる。初等
教育段階は７学期（3.5年）、前期中等教育段階は７〜９学期、後期中等教育及び特別学
校は９学期（4.5年）である。
②　第一次国家試験
　各州の試験委員会が実施するが、論文審査（在学中に作成し、口述試験の前に提出）、
筆記試験（専攻科目について４〜５時間）、口述試験（専攻科目及び教育科学）、実技試
験（基礎學校及び基幹學校の実技を要する教科）がある。
③　教員試補（Vorbereitungsdienst）
　この制度はプロイセン時代の1926年に始まる伝統を有し、フランスなど他国にも波及
した制度である。試補勤務は３〜４学期（18〜24月）で、州文部省直轄の試補教員研修
所で理論と実践について学ぶと同時に試補勤務校で指導教員（Mentor）の指導の下で
毎週数時間の授業実習をする。
④　第二次国家試験
　試補勤務校による勤務評定結果、論文審査（30分のプレゼンテーション）、授業審査
及び口述試験（60分）、筆記試験（関係法規について60分）が課せられる。
⑤　試用期間
　新任教員は当初州の試用官吏に任用され、２〜3.5年の後に終身官吏となる。　雇員
として採用される場合の試用期間は６か月である。

⑶　任用制度
①　採用
　採用の権限は任命権者である州が有しているが、実際には県や郡の学務部に委任する
ことが多い。採用選考は二次にわたる国家試験の成績に基づいて行われる。ギムナジウ
ム及び職業教育学校の場合にはさらに面接試験の成績が加味される。
②　昇任
　一般教員から上級教員、副校長、校長への昇格を意味するが、公募に応ずる形で行わ
れるのが普通であり、選考は校長による評価、面接結果、授業観察、これまでの勤務成
績などに基づき、専門知識、勤務態度、教員としての適性や資質などを判定基準として
行われる。
③　転任
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　本人が希望する場合には、空きのある他の学校に移ることが可能であるが、我が国の
ような教員の定期的な異動はない。但し学校の統廃合や児童生徒数の減少などにより必
要ある場合には転任を命ぜられることがある。他の州への転任も転入・転出双方の文部
大臣の了解により可能であり、常時応募することができる。応募者が空席を上回る場合
は地域や適性、個人的事情や待機期間などを考慮して決められる。雇員である教員の場
合は転任とはならず、再雇用となる。
④　懲戒及び分限処分
　ドイツ国籍又はEU加盟国の国籍を失った場合、服務の宣誓や職務誓約を拒否した場
合、禁固以上の刑に処せられた場合、あるいは服務規定に違反した場合などは免職その
他の処分を受けることになる。
⑤　退職
　一般に65歳が定年であるが、申出により早期退職も可能である。官吏は通常65歳を迎
える月の末に退職するが、教員は学年末（７月31日）か学期末（１月31日）に退職とな
る。職務上必要ある場合には最高三年までの定年が延長されることがある。

⑷　労働条件
①　労働時間
　教員の勤務時間には授業時間の他に授業の準備、宿題の添削、成績の評価、遠足、諸
会議への出席、同僚との打ち合わせ、保護者との面談など職務に関連する労働時間を含
むが、法定されているのは授業時数だけである。授業時数（45分単位）は学校の種類や
教科によって若干異なるが、基礎学校で27〜28時間、基幹学校で25〜28時間、ギムナジ
ウムで23〜27時間である。
　ドイツでも教員の勤務時間は他の公務員と比べて法定労働時間を上回ることが多いと
いわれているが、55歳ないしは60歳を超えた教員は年齢に応じて授業時間を軽減する措
置が取られている。我が国と比べて労働時間が短いのは部活動がなく、クラブ活動も少
ないことが預かっている。子どもたちは各種のスポーツクラブや芸術関係の学校などに
通っている。
　ワークシェアリングの普及に伴い、本務教員のうち、授業を標準時間数通りに担当し
ているのは約三分の二にとどまり、残りの三分の一は標準時間数の50%以上100%未満
を担当している。この他に50%以下しか担当しない兼務教員が本務教員数の約一割存在
する。
②　給与と年金
　官吏身分の教員は連邦俸給表の適用を受けるが、学校の種類や職階により、基礎学校・
基幹学校の教員、実科学校・ギムナジウム・職業教育学校の教員及び基礎学校・基幹学
校の副校長、基礎学校・基幹学校の校長及び実科学校の副校長、実科学校の校長及びギ
ムナジウム・職業教育学校の副校長、ギムナジウム・職業教育学校の校長の五等級に分
けられる。なお校長・副校長の場合は学校規模によっても違ってくる。
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Gunterstal特別学校の校長

　昇給期間は初期で２年毎、中期で３年毎、後期で４年毎と次第に遅くなる。我が国と
比べて給与格差は小さく、基礎學校・基幹学校教員の初任給に対するギムナジウム・職
業教育学校の校長の最高給は二倍強程度の違いでしかない。
　連邦の官吏年金法に基づき、５年以上勤務すれば支給される。年金算定の基礎は最終
の基本給及び家族手当等であり、在職期間一年につき1.875%で算定され、最高が基礎俸
給の75%、最低が35%である。退職金の制度はないが、退職官吏として医療費等につい
ては70%の国庫補助がある。
③　教員の研修
　最新の知識や情報の習得と追加資格を獲得する目的で行われる。職務命令による場合
はもちろん本人の申請による場合も州に承認されれば、職務専念義務を免除され、旅費
が支給される。教員研修は主に州立の教員研修所で行われるが、この他に遠隔地教育研
究所による通信教育、地方の学務部等が主催する地域研修、大学及び教育大学での研修
などがあり、さらには教職員組合や教科書会社が主催する研修会もある。
　ILOが1974年に定めた教育休暇制度に関する第140号条約を我が国はまだ批准してい
ないが、ドイツでは1976年11月30日に批准してから次第に各州に普及し、現在では13州
で教育休暇法が実施されている。その内容は州によって異なるが、年に10日程度学校教
育や成人教育などに参加するための有給休暇であり、すべての労働者に与えられる。
④　教職員組合
　我が国の「連合」に相当する「ドイツ労働組合総同盟」（DGB）の単位組織である「教
育学術労働組合」（GEW）が最大で、その本部はフランクフルトにある。GEWはすべ
ての学校段階の教員を構成員としているが、初等教育及び職業系中等教育機関の教職員
が主要な構成員である。中等学校の総合制化に反対するギムナジウムの教職員達は独自
の団体を組織するなど、GEWの他にも教員組合はあるが、いずれも小さな組織である。
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　GEWもオランダのAobと同じく組合員を増やすことに成功している。機関紙の他に
入会勧誘の各種資料の発行にも力を入れているが、組合員の新規加入は口コミによるこ
とが多いため、若い教職員や教育大学の学生に加入を働きかける要員として専従職員50
人、ボランティア約1,000人を擁している。またイデオロギーや政治よりは組合員の法
律相談に応じるなど実利優先の方針をとっている。その一方でこれもAobと同じく
GEWも1995年から「教員の組合」というより「教育の組合」であることを目指し、組
合員の福利・厚生だけでなく、保護者と国民の理解と支持を得るために、広く教育の改
善と質的向上を目標に掲げており、教育研究活動も行っている。
⑤　教員のストライキ権
　ドイツの公立学校教員は我が国と同じく公務員であり、州の官吏の身分であるため、
他の公務員と同様ストライキ権は認められていない。ところがシュレスヴィヒ・ホルシ
ュタイン州では教育費の大幅な削減に抗議して2010年６月３日に3,500人の組合員によ
るストライキが行われ、2000人弱が減給処分を受けた。
　しかしノルトライン・ヴェストファーレン州の実科学校教員が2009年に行った時限ス
トライキに対しケルン市教育局が1500ユーロの罰金を科したところ、同教員はGEWの
支援を受けて処分の取り消しを求める訴訟を起こした。これに対し2010年12月15日同州
の行政裁判所は欧州人権条約第11条及びEU法廷の判決を根拠に教育公務員のストライ
キを容認する判決を下した。
　目下市側が控訴中であるが、その後2011年２月28日にはヘッセン州とザールランド州、
同年３月１日にはノルトライン・ヴェストファーレン州というように教員のストライキ
がほかの州でも行われるようになった。
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Ⅲ　早期の進路分岐を考える
� 石井小夜子

はじめに
　今回の学校視察で「気になる」という意味で印象に残っているのが、オランダのトラジ
ェクタム（Trajectum）中等職業学校である。生徒はほぼ「非オランダ人」である。玄関
には監視カメラが設置されており、生徒の表情も一部ではあったが、それまで見た小学校

（その後ドイツでも）の子どもたちとはまったく異なって、何となく険しい雰囲気があった。
　オランダは12歳、ドイツは10歳という初等教育終了時に、将来の進路がわかれる分岐し
た中等教育学校に進む。移民の置かれた厳しい環境が上述した雰囲気をもたらしているの
か、分岐型教育がそうした雰囲気をもたらしているのか、考えたかった。

１．オランダの場合
１）　分岐型学校制度の趣旨
　分岐型の趣旨は以下の考えに示されていると思える。

　オランダでは、中等教育が、はじめから、将来の職業に必要な基礎教育を与えるものとし
て、いくつものレベルに分かれている。卒業資格を取るための達成目標が分かれているのだ。
そして、これらのいずれかのコースで学び、所定の習得科目を必要な最低限度の成績で収め
れば、「卒業資格」をもらえる。学校に行くのは、単に「勉強する」ことが目的なのではない。
将来何かの職業に就くために勉強するのだ。だから、「卒業資格」は、ある職業に就職する
ための条件といってよい。だから、いったん自分の能力に合わせて「卒業資格」を取ったら、
それに対して門戸を開いている上の学校に進学するか、それで通用する職に就くことを考え
る、という論理だ。その卒業資格が与える職業機会を不足と感じれば、その時にまた学校に
行くことができる。学校は能力競争をするところではなくて、一人ひとりが、欲しい卒業資
格のために勉強するところだ。そこでは、将来の職業が想定されている。
　だから、「大学に入る」というのも、オランダでは、「専門職者」になるための訓練の総仕
上げ、という風に考えられている。大学は「競争」して、人を押しのけてはいるものではな
い。将来「専門職者」になりたいと考えている子

マ

供
マ

たちが、ある専門分野の知識を習得する
ために最終的な高等教育を受けるのが大学だ。入るためには、大学準備コースという中等教
育の課程を修了しなければならない。このコースは、まだ、大学そのものではないけれども、
いずれ大学で専門職者としての訓練を受けようとするもののための中等教育であるから、広
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い教養や情報処理や知的生活のためのいろいろな種類の技能を訓練する場所でもある。この
課程は、最後に「卒業試験」を受けなくてはならないが、それは、課程修了証書の獲得の要
件の50%でしかない。あとの50%は、そのコースで学んでいる間の学校で行われる試験の成
績・プロジェクトの発表、小論文、課題図書の読書、議論や討論の力、などを学校の先生自
身が総合的に評価することで得られる必修単位である。つまり、専門職者たるもの、同僚と
競争してペーパーテストの点数だけ取ることにあくせくするようであっては困る、というこ
とか……。日本では、大学入学後の教養部において、この目的での教育がなされていると思
うが、オランダの大学準備コース６年間でみっちり鍛えられる読解力とか、情報処理能力、
議論力、発表の力、報告書の書き方、などといった訓練によって養われている力は、到底日
本の大学生一般からは期待できないように思う。
　同じように、大学への進学を（とりあえず）望まないで、高等職業訓練や中等職業訓練を
受ける子

マ

供
マ

たちの教育も、将来就く職業を想定した上で内容が決められている。大学進学希
望者に照準を合わせて知識を詰め込むことだけにあくせくするのではなく、将来の職業の程
度にあわせて、知識教育と技能教育とのバランスが考慮されている。特に、医療・商業・農
業・技術などの分野に分かれた中等職業訓練志望の子

マ

供
マ

たちのための中等教育では、それぞ
れの分野で共通に必要とされる実習科目の幅が広い。学校の中に様々の技術を学ぶための実
習施設が設けられている。そうした中で、子

マ

供
マ

たちは、将来必要とされる人間関係・社会性
についても学んでいる。これもまた、受験競争で振り落とされ落ちこぼれるだけの日本の子

マ

供
マ

たちには与えられない教育ではないだろうか。
　オランダとはいえ、エリートへの羨望がないわけではない。また、できる子、できない子
の間に、多少の優越感や劣等意識も存在しよう。が、それでも、将来いつでも勉強したくな
ったらもう一度挑戦できるチャンスを残しながら、彼らは、とりあえず、それぞれの目標と
する中等教育の卒業資格を取り、職業への道を歩んでいく。

「リヒテルズ直子のオランダ通信」http://www.naokonet.com/essay/essay.htmより

　さらに、リヒテルズ直子氏（以下「氏」は略）は、

　日本の戦前の学校制度は、ヨーロッパをモデルにしたものでした。ヨーロッパ社会は、お
しなべて、アメリカ合衆国に比べると以前から社会階層の分化や職分化がはっきりしている
場合が多く、そのため、中等教育も、そのような社会へ次世代を送り出すために、社会階層
に応じて別々の教育体系があった、といえます。それが、大変大雑把な言い方ですが、大学
などの高等教育機関の準備をするためのエリート養成の学校、技能的な職業への準備をする
学校、さらに、労働者層の子

マ マ

弟のための教育機関、等に分化していた、という風にいえます。
　しかし、そのような学校制度では、学歴による立身出生の機会が非常に限られてしまう、
別の見方をすれば、誰がどの学校に行くかが父母の社会階層によってかなりの程度決まって
しまう制度では適材適所という考えからして限界がある、ということで、1970年ごろから、
ヨーロッパの学校でもいろいろな制度改革の試みが、特に中等教育を中心になされました。
結果は、以前のような高等教育の種類や卒業後につく職業によってコースが分岐した中等教
育ではあるけれども、同時に、それらの別々のコースの間を「行ったり来たりする可能性」
がぐっと開かれ、また、そのような分岐が決定する時期が以前のように小学校の卒業直後で
はなく、その後の２年間くらいに徐々に進路を明らかにしていく、というシステムが生み出
されました。



- 44 -

　そこで、オランダでは、まず小学校を卒業する時に、本人の学力と教師の観察、また、父
マ

兄
マ

の希望とを合わせて考えた上で、とりあえず、大学進学コース、高等専門学校進学コース、
高等職業訓練校に進学するコースと、下等職業訓練校に進学するコースに、あるいは、隣接
するコース同士の合併コースに入ります。中学校の１、２年の間は、学校にもよりますが、
大体半年ごとに学力を元に「大学進学コースは無理だから、すぐ下の高等専門学校進学コー
スに変わる」とか、あるいは、「高等職業訓練校に進学するコースにいたが、学力が伸びた
ので大学進学コースに入れるようになった」などの調整がなされます。
　こうして、中学３年になる時には、とりあえず、そのコースに卒業するまでいるつもりで
それぞれ進学するのですが、その後でも、１年余計にかけるつもりになれば、上のコースに
進学するチャンスがあります。大学進学コースは、中等教育が６年間の課程ですが、高等専
門学校進学コースは５年で、さらに、高等職業訓練校に進学するコースは４年で終了します。
そこで、いったんは高等専門学校に進学するつもりで５年を修了したが、『やはり大学にい
きたい』という場合には、大学進学コースの５年生に編入、つまり、５年目を留年してひと
つ上級のコースに入り直すことが出来ます。同じような移動は、高等職業訓練校に進学する
４年のコースを終わって、一つ上のコースの４年生に編入するという形で可能です。実際、
はじめは、４年のコースを終え、それから、ひとつ上のコースの４年目に編入（つまり４年
目の留年）、さらに、５年のコースを終えて、もう一回大学進学コースの５年目に編入（５
年目の留年）、それから、大学進学コースを普通より２年遅れて修了し、それから大学に入る、
という例も全く無いわけではないのです。

　と説明する3。

２）　分岐型学校制度の問題点
　オランダの教育は「教育の自由」（学校設立の自由・学校選択の自由・教育内容及び教
育方法の自由等）が極めてよく保障されているといわれ、日本でも評価が高い4。
　オランダでは憲法23条に次のように規定する。

⑴　教育は政府の、尽きることのない課題である。
⑵　教育を行なうことは、自由である。ただし政府はそれを監督し、やりかたを法律で定め

る教育に関しては、教育者の能力や倫理を法律にしたがって調べる。
⑶　公的な教育に関する規則は、みなそれぞれの宗教や信条を尊重しながら、法律で定める。
⑷　公的な普通初等教育は、政府がすべての自治体に、じゅうぶんな数の学校を置いて行な

う。そうした教育の機会が与えられていれば、法律に定める範囲でそこから外れてもよい。
⑸　全体またはその一部を公的なお金によって設置される学校が満たすべき要件は、私立学

校における教育方針の自由を尊重しながら、法律で定める。
⑹　普通初等学校に対して定める要件を満たすことで全体を公的なお金によった私立学校

は、その質を公立学校と同じに保たなければならない。その要件を定めるさい、私立学校
において教材の選択、および教師を選任する自由は、とくに尊重される。

⑺　私立の普通初等学校には、法に定める条件を満たせば、公立学校と同じ規準にしたがい、

3　「リヒテルズ直子のオランダ通信」の「落ちこぼれのない教育２　分岐する中等教育」（第19号　2001.12）http://
www.naokonet.com/oranda/kyouiku/kyouiku.htmより

4　ただし、昨今、オランダ政府は、「学力向上」「競争」を打ち出しはじめている。注７、13参照
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　公的なお金を割り当てる。私立の普通中等教育や高等教育へ公的なお金を割り振るための
条件は、法律で定める。

⑻　政府は、教育の状況を毎年、国会に報告しなければならない。

　これに基づき、さまざまな学校がある。

⑴　分岐型学校制度
　中等教育学校もさまざまな機関が設立しているが、初等教育と異なり中等教育は分岐
型であり、（初等教育修了時の）12歳の段階で選択して分岐型の中等教育にすすむ。ただ、
進学先を選択するための過渡期といえる２年間のブリッジクラス制度を設け、さらに中
等学校間の移動も認め、早期の振り分けを回避し、実質は14歳での振り分けになるよう
な努力もしている。
　しかし、「中等教育は、はじめから、将来の職業に必要な基礎教育を与えるもの」と
いう理念で、12歳で振り分けるという基本構造に問題はないのだろうか。12歳という早
い時期に、能力別に分岐した教育に振り分けることは教育の目的からしていかがであろ
うか。将来を見越して選択させることは適切なのだろうか。子どもの意見を取り入れる
としても結局保護者が選択する結果をもたらし、保護者が子どもの将来を決めてしまう
のではないだろうか。普通教育のみならず職業教育をする中等教育制度があってよいの
か。「共生教育」がポイントであるオランダにおいて、12歳段階で別立て教育をしてそ
れが適うのか、等々の疑問である。
　これに関して、「オランダの中等学校は、単線化の点ではもっとも遅れた制度を維持
しており、12歳で３つのコースに分岐する。1985年の改革の時点ではVWO、HAVO、
MAVO、LBOという４つの類型に分かれていた。（90年代にMAVOとがLBOとが制度
的に合体して今は３種類になっている。しかしここでは４つの類型のときの状況として
説明する。）そのまま日本語に訳すと、学問的中等学校、高水準一般中等学校、平均的
水準一般中等学校、低水準職業ということになる。これが90年代になって下のふたつが
合体してひとつの学校類型になった。しかし、普通教育と職業教育を行う学校がひとつ
になったのであるから、完全にひとつの学校というよりは、総合制学校のような形にな
っている。いずれにせよ極めて重要な人生の選択を12歳で行うわけであり、子ども自身
にとっても、親にとっても大きな負担となっている。したがって、1960年代以降、たび
たび選択時期を遅らせ、15歳くらいまでは共通の学校で学ぶような制度に変える提案が
なされてきた。しかし、それは全体の合意にならず、12歳で分岐する制度が維持されて
いる」という論考もある5。
　「教育と社会を考える」というブログでは、2012年３月８日に放映されたオランダの
教育事情を放映したNHKの「地球でイチバン子どもにやさしい教育」という番組につ
いて、「オランダ教育を誤解させるNHKの番組」というタイトル6で批判をしている。
　ここでは「12歳で将来につながる学校を選択しなければならないというのが、ストレ

5　太田和敬「国際教育論（2010年度）」http://www.asahi-net.or.jp/~fl5k-oot/kokukyo2010-2.pdf

6　http://wakei.at.webry.info/201203/article_1.html
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スでないはずがない。かつては最終学年だけで行われていた全国学力テスト（CITOテ
ストという）だが、今は、幼稚園段階は別として全学年であるし、その成績は、学校、
個人等様々な段階での分析・開示があり、関係者が関係対象についてアクセスできるよ
うに、インターネット上にデータが蓄積されている。つまり、個々人の学力が、データ
として関係者に開示されている。そして、学校の成績はインターネット上で公表されて
いる。こうした体制が、教師や生徒にストレスを生まないわけがない。このテストの最
終学年の成績を中心として、明確に格差のある上級学校を、12歳で選択して進学するこ
とになる。」という実態が報告されている。
　実際、わたしたちも、ユトレヒトの小学校でこのデータの説明を受けた。
　そのうえ、「オランダでも、来年（注　2013年）から、小学校最上学年での全国統一
試験が『義務化』されることが決まった。しかも、その結果は、教育監督局のサイトで、
学校単位ごとに公表される。」という報告もある7。分岐型学校の問題を考える際、こう
した流れを無視することはできないだろう。

⑵　自由に選択しているのか
　三種の中等教育のどれを選ぶかは最終的には保護者であるとされるが、実態は小学校
卒業時のテストで決まる。わたしたちが訪問した中等職業トラジェクタム（Trajectum）
学校の説明によると、「ここが普通の教育で最も低いレベルであり、これに対応できな
い生徒は特別な学校に行かなくてはならない。」そして、ここの生徒の大半は「非典型
的オランダ人」で、小学校の卒業時のテストで「ここしか入学できない」と言われる子
どもたちである。
　また、前述したように、中等学校の最初２、３年間は、生徒は全員15教科からなる基
礎形成教養課程を学ぶし、またブリッジクラスという進学先選択の過渡期を設け、さら
には他種の中等学校への移動も可能であるが、現実には移動は難しいようだ8。
　３月３日にデレク＆リア・ワイズマン（Dirk＆Adriana Wisman）さんご夫妻からオ
ランダのワークライフバランスについてうかがったが、実は、リアさんは三種の中等教
育を経て大学を終了したという。が、このようなコースを経る人は非常に珍しく「わた
しは例外」と話しておられた。
　こうした状況をみてリアさんの夫であるデレクさんは、「早い年代で決めなければな

7　リヒテルズ直子のブログhttp://hollandvannaoko.blogspot.jp/（2012年３月21日）。同氏は、「保護者は、大半は、
学力という目に見える数値化された尺度に動かされやすい。『参加する市民』だの『社会性』だの『情緒の安定』だ
のと言った、人間として大切な資質は、多くは、数値化できないものであるのだが。」と嘆いている。さらに、ここで
現オランダ政府の「学力向上」と「競争」姿勢をきびしく批判している。

8　「オランダの地方自治」（財団法人自治体国際化協会　2005年）では、「ただし、調査先のアムステルダム市の話
では、このブリッジ・クラスの間でレベルを上げるのは、難しいとのことである。理由としては、VWOとHAVOの間、
HAVOとVMBO（理論的コース及び混合コース）の間、VMBO（理論的コース及び混合コース）とVMBO（実務コ
ース及び基礎コース）の間にはそれぞれ大きなレベルの差があり、レベルを落とすのは簡単であっても、逆にレベル
を上げていくのは難しい。さらに、中等教育の学校は必ずしもそれぞれのレベルに応じた教育分野を備えているわけ
ではないので、その学校の中でのレベル変更も難しいのである。」とある。もっとも、2008-2009年において「VMBO
からHAVOに6%の生徒が編入学をしていること、MBOからHBOに17%の学生が編入学していることなど、複線的な
学校教育システムが実際に機能している。」と評価するものもある（武田信子他「ヨーロッパの教育事情と教師教育
の動向」所収の中田正弘「日本から見たオランダの教育事情」http://e-lib.lib.musashi.ac.jp/2006/archive/data/
k0019-02/for_print.pdf



- 47 -

らない12歳で分けるオランダの教育制度には欠陥がある。特に移民の子は大変だ」とお
しゃっていた。

⑶　社会状況の変化
　さらに、ムスリムの移民が増えるにしたがって、「教育の自由」が平等との関係で問
題にされるようになった。さまざまな宗教系の学校に等しく公費を出すことにみられる
ように、オランダは多文化主義がもっとも進んだ国と言われている。
　だが、学校選択の自由により、ムスリムの子どもの少ない学校を選択し多い学校は選
択しない、学校設立の自由によりムスリムの学校が設立される、こうした状況のなかで、
いわゆる「白い学校」「黒い学校」の棲み分けが生じてきたのだ。これは「教育の自由」
がムスリムを差別する結果をもたらしているのではないか、という問題提起である9。
　国連の人種差別撤廃委員会は、大都市で「白い学校」が増え差別が拡大していること、
マイノリティが教育の多くの分野、特に高等教育分野で２%しか在学していないことを
指摘し、改善を要求した（1998年10）。2009年の国連子どもの権利委員会においても、
上記事実上の学校の分離問題、移民の子どもの不登校・中退問題等がまだ十分に解決さ
れていないことに対して懸念を示している11。
　もっとも、この問題は深い問題であって別に考察が必要である。しかし、わたしたち
が訪問したVMBOの事実（生徒がほぼ「非典型的なオランダ人」で「ここしか入れな
い子どもたち」であるという事実）は、オランダにおいても移民が底辺層に固定化され、
教育の場においても多くはVMBOに集中せざるを得ないのではないか、という後述す
るドイツ同様の事態を示しているように思える。移民においては教育の機会が狭められ
ているのではないかという点だけをここで指摘する。
　昨今のオランダ政府は、グロバリゼーションとかこの移民問題を理由にして、「競争」

「学力向上」を率先して声高に叫んでいる、という状況がある12ようだが、それが進め
ばこの問題は更に深刻化する。

9　内藤正典『ヨーロッパとイスラーム〜共生は可能か〜』（岩波新書　2004年）参照。「白い学校」「黒い学校」と
いう用語自体差別であるが、オランダでは社会も行政もこの用語を使っており、国連も「いわゆる」として使用して
いる。

10　http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/4aadb4e26a0eafe1802565d400409255?Opendocument

11　http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-NLD-CO3.pdf

12　リヒテルズ直子のブログ http://hollandvannaoko.blogspot.jp/（2012年3月21日）参照
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⑷　欧州委員会の「ヨーロッパの学校における効率性と公正」
　欧州委員会は、閣僚理事会と欧州議会に提出した「ヨーロッパの学校における効率性
と公正」（2006年）のなかで、「早期に生徒の振り分けを行っている国（たとえば、ドイ
ツ、オランダ、オーストリアなど）は、統合型の学校制度を採用している国と比較して
生徒の達成度という点で大きな差異が見られる。早期の多様化は、不利な条件にある子
どもにとりわけネガティブな影響をもたらす。その理由は、普通教育、職業教育ともに
こうした子どもたちを悪い方向に導くからである。（早期の振り分けではなく）中等学
校のなかばでの多様化は、異なる学校タイプ間の移動可能性をもたらし、階層の分化を
和らげ、公正へと導く」と提言した。ここでは10歳で振り分けるドイツのみならず、12
歳で振り分けるオランダの教育制度に対する批判もなされている13。

２．ドイツの場合
１）　学校の振り分け方と異なる学校間の移動
　三分岐の振り分け方は、親の権限の強い州、学校側の権限の州と州によって異なるが、
おおむね基礎学校修了後、その能力、親の希望等にもとづき、進学するもっともふさわし
いと思われる学校種類が学校側から勧告される。ただし親が学校側の勧告を拒んだ場合、
生徒は、親が希望する学校に仮入学し、半年後の成績によって、当該校の校長が最終的な
判断を下すといった制度がある。また親が学校側の勧告に同意できない場合、その者を対
象とした入学試験が実施されることもある。また、進学後その子どもの学習の発達、達成
の状況、学習態度などが、選択した学校の要求水準を満たすことができない場合、また選
択した学校の授業で合格の成績を収める見込みがないと進学先の学校が判断する場合に
は、第５学年の第１学期終了後または第５学年末に、その学校の校長は、当該生徒を別の
種類の学校タイプへと転校させることができるとされている14。
　このように実態としては、能力（成績）で振り分けが行われているといえよう。
　また、10歳という早期選別を行う不合理を緩和する目的で、最初の２年間はオリエンテ
ーション段階（Orientierungstufe）と呼ばれる観察段階にして、第６学年（基礎学校入学
時からの通算）修了時に、それぞれの生徒の能力、適性、希望等に応じて、進学校を最終
的に決定するという仕組みも採用されている。
　しかし、実態として、圧倒的多くはギムナジウム → 実科学校 → 基幹学校という成績レ
ベル上の学校から下の学校への移動である。

２）　置かれた環境等から生じている教育格差
　ドイツの教育については比較的日本でも文献があるが、本項の目的である「ドイツの三
分岐型学校制度の問題点」については、視察出発前にも講義をしてくださった木戸裕氏（以
下敬称略）の論考「現代ドイツ教育の課題」15（『レファレンス』2009. 8所収）が大いに参
考になった。

13　木戸裕「現代ドイツ教育の課題─教育格差の現状を中心に─」（『レファレンス』　2009. 8所収）http://www.
ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200908_703/070301.pdfより

14　木戸裕「現代ドイツ教育の課題」（『レファレンス』2009. 8所収）注9に掲載　この論考は注16のウエブで読める。

15　http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200908_703/070301.pdf
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⑴　親の学歴と子どもの進路
　親が大卒の場合、100人のうち83人が大学入学者になる16。

⑵　外国人生徒とドイツ人生徒の学歴格差

表１　国籍別・学校種類別生徒の割合（2005/2006年度　%）
 （木戸裕「現代ドイツ教育の課題」より作成）

総合制学校 基幹学校 実科学校 ギムナジウ
ム

自由ヴァル
ドルフ学校

計

ドイツ人生徒 15.9 14.8 23.5 44.7 1.0 100
外国人生徒 17.2 40.5 20.7 21.2 0.3 100
うちトルコ 19.2 45.4 22.1 13.2 0.1 100

　このように、ドイツ人生徒と外国人（特にトルコ）生徒との差は大きい。

表２　学校修了者の比較（ドイツ人と外国人　2005年　%）
 （木戸裕「現代ドイツ教育の課題」より作成）
修了証の種類 ドイツ人生徒 外国人生徒
修了証未取得 7.2 17.5
基幹学校修了証 23.2 41.7
実科学校修了証 42.6 31.2
専門大学入学資格 1.3 1.4
一般的大学入学資格 25.7 8.2

　ここにも大きな格差がある。

表３　就業状況の比較―「移民の背景をもつ者」と「移民の背景をもたない者」
（2005年　%）

 （木戸裕「現代ドイツ教育の課題」より作成）
就業可能な者 実際に就業してい

る者
就業可能な状態に
あるが就業してい
ない者

移民の背景をもたない者 男 81.0 73.0 9.8
女 68.9 62.2 9.8
小計 75.0 67.6 9.8

移民の背景をもつ者 男 78.2 63.6 18.6
女 58.1 48.2 17.2
小計 68.3 56.0 18.0

〈注〉　「移民の背景をもつ者」とは外国籍のみならず、ドイツ国籍をもっていても、帰化した者、戦前ド
イツ領であった旧東欧、旧ソ連から帰還した者などさまざまな移民の背景をもつ者を総合した名称（ド
イツでは近年外国人問題を語るときこのような分類をしている。2007年で全ドイツ人口の18.6%を占める）

　ここでも大きな差がみられる。

16　木戸前掲
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３）　ドイツの三分岐型学校制度の問題点
　「ドイツの伝統的な三分岐型の教育制度は、20世紀初頭以来しばしば批判の的となって
きた。20世紀初めの時点で、学校制度は初等教育から３つの学校類型に分かれていた。そ
のため、子どもたちは親の階級によって初等教育段階からそれぞれ別の学校に就学するこ
とが一般的であった。階級の異なる子どもたちが一緒に学ぶ機会はほとんどなかったので
ある。ヴァイマール共和国時代には、このような制度が階級社会を固定化する要因となっ
ているとして、憲法制定会議などで問題とされ討議された。社会民主党は、すべての階級
の子どもたちが一緒に学ぶことによって階級間の垣根を取り払えるとして、三分岐型では
なく単線型の学校制度を提唱した。しかしこの主張はさまざまの抵抗に遭い妥協を重ねた
結果、４年間だけではあるが、すべての子どもたちがともに学ぶ場として基礎学校

（Grundschule）が導入された。」「第二次世界大戦後、ドイツの教育事情を視察した合衆
国対独使節団は、……このような伝統的な教育制度を廃止し、教育の機会均等を保障する
ために単線型統一学校制度へ切り替えるべきであると勧告していた。だがその後、国際情
勢が変化したことやドイツの反応が消極的であったため、この勧告に基づいた改革が実行
されることはなかった。」と評されるものである17。
　三分岐型学校についての根底にある考えは、「能力には理論的能力、実践的能力、理論
的＝実践的能力の３種類があり、三分岐制度はそれぞれの能力に応じている。また、職業
生活上でも、精神的に指導する層、指導される層、両者の中間に位置して一応の責任を持
ちながら実践的な仕事をする層の３つに分類され、それぞれの能力に対応している」とい
うものであり、「三分岐型の教育制度は、子どもの能力の違いや将来の職業への進路に適
切に対応している制度であり、したがって根本的に改革する必要は認められない」とされ
たのである（1950年代末に発表された西ドイツ中央教育審議会の計画案）18。
　それでも三分岐型についての批判は続き一定の試み（総合制学校の動き等）もあったが、
主流は三分岐型支持であった19。
　他方、東ドイツは単線型であったが、東西統一時に「西ドイツへの編入」という形で行
われたため、旧西ドイツの教育制度が維持され、旧東ドイツはそれに基づいて再編を行っ
た。

⑴　国連等の勧告
　「早期分岐型」のドイツの教育制度については、国内でも批判は続いていたが、昨今
は国連からの見直し勧告もなされている。
　国連人権理事会によるドイツ現地調査（2006年２月）に基づく報告である。この調査
を実施した同理事会のムニョス（Vernor Muñoz）特別報道官は、「ドイツの教育制度
には平等性の保障がない」として、三分岐型学校制度に見られる「早期選抜の不平等、
機会の不均等は、改革されなければならない」と報告した（2007年３月21日）。同報道
官は、ドイツの教育は「ドイツ語が母語でない移民子女など、不利な学習状況にある者

17　　黒田多美子「ドイツにおける教育改革をめぐる論議と現状─ハンブルクの事例から─」『独協大学ドイツ
学研究62号』所収　2009年　http://www2.dokkyo.ac.jp/~doky0011/downloads/treatise/files/5kuroda163-190.pdf

18　黒田前掲書

19　わたしたちの今回の訪問時にも「ギムナジウムの教員においては統合性は反対が強い」という声を聞いた。
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への配慮が足りない」ともした。
　さらに、欧州委員会が閣僚理事会と欧州議会に提出した「ヨーロッパの学校における
効率性と公正」のなかでも、ドイツの早期の振り分け制度が批判されている（2006年　
その内容はオランダの項を参照のこと。勧告内容は「（早期の振り分けではなく）中等
学校のなかばでの多様化は、異なる学校タイプ間の移動可能性をもたらし、階層の分化
を和らげ、公正へと導く」としている）。

⑵　国内での見直し議論
　現在の見直し論については、木戸の「現代ドイツ教育の課題」（前掲）が参考になる。

　木戸はここで、
　「これまで維持してきた三分岐型学校制度に対しても、親や生徒は、より上級の修了
証を取得しようとする傾向が強まっている。とくに基幹学校は、進学者の減少に見舞わ
れ『問題校』（Problemschule）というレッテルまで貼られている。このような状況の
なかで、三分岐型の学校制度の見直しも議論されている。」と現在の社会状況に照らし
た見直しの議論にふれている。
　人々の意識について分析し、
　「早期の振り分け制度について、アンケート調査からは、次のような結果が出ている。」
とし、「まず、『どの時点で振り分けを行うのが適切か』について見ると、旧西ドイツと
旧東ドイツでは、被験者の回答にかなりの開きが見られる。『第４学年修了後がよい』
とする者は、西が30%、東が19%となっている。『第６学年修了後がよい』という者は、
西が51%、東が41%、『第９学年修了後がよい』は西が14%、東が38%という具合に、東
のほうが高学年になってからの振り分けが好ましいと考えている。また、『きるだけ長
期間共通の授業を受けることが望ましい』とする者はドイツ全体で51%（親では58%）、

『成績により、できるだけ早い時期に多様な学校タイプに振り分けることが望ましい』
とする者が43%（親では37%）となっている。このように、早期振り分けに対しては、
さまざまな意見が見られる。」と旧東西ドイツ出身者で明確に評価が分かれていること
を挙げている。
　そして、「現在のドイツは、東西ドイツの統一、ヨーロッパ統合へ向けての超国家的
な動きと並行して、ドイツ社会になかなか融合できない多数の『移民の背景をもつ』人々
を抱え、そのなかで教育の在り方が問われている。」「これまで見てきたように、子ども
の学力、進路は、親の学歴、収入、移民の背景の有無といった要因に大きく影響を受け
ている。アンケート調査のなかでも、『あらゆる社会階層、文化圏出身の青少年の職業
上の機会平等は保障されているか』という問い対し、『保障されていない』と答えてい
る者は76%（生徒の親では86%）にのぼっている。またドイツが維持してきた『三分岐
型学校制度』に対しても、『教育の公正』という面からその見直しを指摘する声も小さ
くない。」とする。
　くわえて、「あわせて見逃せないのは、旧東ドイツ地域の人々の60%が『ドイツの教
育制度は公正でない』と回答している点である（西では41%で、東西間で約20%の開き
がある）。東の人々にとっては、『社会主義自体は、けっして悪い理念ではなく、その適
用が誤っていた』とする考え方が強い。そのなかで、『現在のドイツと比較して、旧東
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ドイツがもっていた長所』として、東ドイツの教育制度を挙げる者が多い。とくに
35-50歳の層の79%がそう思っている。一方、旧西ドイツの出身者には、こうした見方
をする者はあまり多くない。このような東西間に見られる考え方の相違を、どのように
融合していくかも忘れてならない課題として挙げられよう。」とする。

３．オランダとドイツに共通するもの
１）　多い移民
　ドイツにおける「移民の背景をもつ者」「もたない者」の格差は既に述べたが、オラン
ダも移民を多く受入れており、ドイツと似たような問題状況があるはずである（もっとも
オランダとドイツの受入れ方は異なっている20が、前述したようにオランダでも「棲み分
け」状況等問題が生じている）。このことはオランダの項で既に若干触れた。実際、先述
したように、わたしたちが訪問した中等職業学校では、生徒の大半が「非典型的オランダ
人」で、小学校の卒業時のテストで「ここしか入学できない」と言われる子どもたちであ
って、これは他の学校でも同じようになっていると思われる。

２）　インクルーシヴ教育がすすんでいない？
　オランダもドイツも障害者権利条約を批准している。
　ただ、ドイツは、従前から「通常の教育」システムと「特別支援教育」システムとにわ
けられ、相互の連携・協力に関し密接には行われていなかったし、「特別支援教育」シス
テムは１年生から10年生までの一貫教育で別立てになっていた。2009年の障害者権利条約
批准に伴いインクルーシブ教育は緒についたばかりで、現在はまだあまり進んでいない（障
がいのある子どもにおいて特別支援学校に在籍する割合は80数%で残りがインクルーシヴ
学校　61頁の表１を参照）。
　他方、オランダは1998年に初等教育法において基礎学校と特別学校の再編が行われ2003
年にはすべての特別ニーズを持つ子どもたちに拡大）、インクルーシブ教育は進んでいる
ようである21。だが、統計的にいうとイタリアやスェーデンのような「進路単一型」の国
と異なり、現段階でも、61頁の表１のように障がいのある子どもにおいて特別支援学校に
在籍する割合は少なくない（60数%。残りがインクルーシブ学校）。これは、インクルー
シブ教育が〈軽度の障がい〉をもつ子どもしか対象22になっていなかったからかもしれな
いし、保護者の選択が重視されている結果かもしれない。法改正前はドイツ同様、「通常

20　前掲内藤正典『ヨーロッパとイスラム〜共生は可能か〜』参照

21　リヒテルズ直子『オランダの共生社会』（平凡社　2010年）

22　リヒテルズ直子のブログ http://hollandvannaoko.blogspot.jp/（2012年3月21日）によれば、「オランダでは、
1994年、インクルージョン教育の基本原則を示した「サラマンカ宣言」の年に、『もう一度一緒に政策』によって、
学習困難児の普通校での受け入れ態勢が整えられた。オランダのインクルージョン教育の第１ステップだ。その後、
2000年代に入って、さらに『リュックサック政策』が導入され、〈軽度の〉心身障害を持つ子どもたちが、特

マ

殊
マ

教育
校から、普通校に通えるための制度が整備された。全国統一の基準で障害の査定を行い、一人ひとりの子どもが、
普通児の教育費以上に必要とする資金が計上され、それを背中に背負って、自分が生きたい普通校を選べるようにな
ったのだ。」「その延長上に、今年2012年には、『適応する教育』という名のもとに、すべての障がい児は、本人が希
望すれば、普通校に入学できることになるはずだった。」「しかし、……移民排斥傾向で右傾化してしまった政権は、
これまでの教育改革は、『カネばかりかかった割には効果が上がっていないのではないか』という議論まで持ち出して、
教育費緊縮に乗り出した。」とある。
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の教育」システムと分離されていたからかもしれない。
　ただ、インクルーシブ学校ではなく特別支援学校で学ぶ子が多いという現実は、学校制
度が上述した分岐型という問題と深く関係しているのではないか、と推測される。
　サラマンカ宣言は、「インクルーシブ学校の基本は、すべての子どもがそれぞれ有して
いる困難さや違いにもかかわらず、出来る限り一緒に学ぶべきであるとする点にある。イ
ンクルーシブ学校はそこの子どもの多様なニーズを認識し、それに応えなければならない」

（サラマンカ宣言における「特別ニーズ教育の新しい考え方」第７項）とする。
　であるからこそ、インクルーシブ教育は障害のある子どもの教育問題だけですまされる
わけではない。
　子どもの権利委員会　一般的意見９号「障害のある子どもの権利」（2006年）のパラ67
前半では、「近年、インクルーシブ教育に向けた運動は多くの支持を得てきた。しかし、
インクルーシブという言葉はさまざまな意味で用いられる場合がある。中核的には、イン
クルーシブ教育とは、すべての生徒にとって意味のある、効果的かつ良質な教育を追求し
ようとする一連の価値観、原則および実践であり、障害児だけではなくすべての生徒の多
様な学習条件および要求に正当に対応しようとするものである。この目標は、子どもの多
様性を尊重するさまざまな組織的手段によって達成することができる。」として、インク
ルーシブ教育はすべての子どもの教育にかかわる視点であることが明確にされている。

３）　あるドイツ研究者の指摘
　ケルン大学のウォルター・ドレーアー（人文科学部　知的及び重複障害者の治療教育　
リハビリテーション教育学科）は、「特別（ニーズ）教育から万人のためのインクルーシ
ヴ教育への遙かなる道のり─ドイツにおける深遠な変革を求めるプロセスとして─」23の
なかで、
　「ドイツ連邦共和国における教育現場は、いまだ様々に分かれた学校システム（a multi 
divided school system）が根幹をなしている。連邦制のために、国家構造が根本的な教育
構造の改革に焦点をあてた違った視点を融和することが難しいからである。この議論の中
では、特別支援教育については、ほとんどふれられていない。教育者や政策決定者、特別
支援の必要な子どもや若い人達の障害に対しての視点を変えることができない限り、教育
者や政策決定者が人間の異種、多様性を受け入れる心をもたない限り、本当の改革はなし
えないであろう。」とし、ドイツの三分岐型学校制度とインクルーシブ教育とつなげて論
議している。

４．どういう方向にいったらよいのか
　教育の目的は何か、どうしたら教育の機会均等が保障されるか、公正な教育とは何か、
どの時期まで普通教育を施すべきか、能力別教育でよいのか、高等教育が広がるなかでそ
のアクセスを保障するために中等教育をどうするか、等の観点からみてみたい。

23　独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所『世界の特別支援教育（23）』（2009年）所収、http://www.nise.
go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-280/d-280_3_3.pdf）
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１）　教育の目的から
　教育への権利は、単にアクセスの平等やその条件整備のみならず、教育の質も問題にす
る権利である。そのため、国際人権条約では保障されるべき教育の質として、教育の目的
を定める。子どもの権利条約29条１項は、教育の目的を次のように規定する。

⒜　子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させ
ること。

⒝　人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展さ
せること。

⒞　子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値の尊重、子ど
もが居住している国および子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明
と異なる文明の尊重を発展させること。

⒟　すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平
和、寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある
生活を送れるようにすること。

⒠　自然環境の尊重を発展させること。
　このように、教育への権利は個人の人格の全面的発達を中心に、上記に述べた価値志向
性をもつもので、これは個人の（社会形成力を含む）主体性づくりと同時に社会形成を促
進させるためのものでもある。この目的を達する方法としてはいろいろな人が同じ場で学
ぶ統合的学校がもっとも適っている24。
　統合的学校はなぜ望ましいのか。「主な理由は、分離、分割された学校は子どもたちの
間の差異を誇張し、画一的や否定的なラベル貼りを奨励するというものである。……反対
に、すべての子どもを１つの学校に１つのコースに入れることは、次のようなことに断言
することである。⒜これらすべての生徒は人間として等しい価値をもっている。⒝すべて
の生徒は伸びていく先天的能力をもっているが、それはそれぞれの社会的―経済的集団の
中での先天的能力と同じ範囲のものである。⒞すべての生徒は、大体において同じ教育か
ら利益を受けることができるし、『善い人生』（それは基本的には階層によって異なるもの
ではない）を送ることができるし、そうする権利を等しく付与されている。」「総合的な学
校の必要なもう１つの理由は、社会における有害な分離を減らし、共同社会を促進するこ
とである。分離された学校教育は、下位集団にすでに存在している偏見と反感を維持し、
増幅させさえする。」「学校教育への包括的なアプローチの最後の理由は、すべての子ども
にもっと大きい範囲の教育経験を与えることである。」だから、「社会的一般的背景や成績
の異なる生徒が同じ学校で、同じクラスで教育されるべきである。わたしたちは学問的な
面で異なる学校をもつべきでもないし、学校の中に『能力別のコース分け』（streaming）
や『進路分け』（trackking）をつくるべきではない。」25

　少なくとも前記中等教育段階までは単線型にして統合的な学校で学ぶことが必要ではな
いか。

24　歴史的には複線型・分岐型・単線型へ発展してきたといわれる。「第2次世界大戦以後、『教育を受ける権利』『教
育への権利』思想の普及・拡大に伴い、機会均等原理のいっそうの拡大を目指して、単一の学校制度を指向する動
きが強まった」（市川昭牛・永井憲一監修『子どもの人権大辞典』（エムティ出版　1997年）。

25　クライヴ・ベック・山根耕平訳『学校教育の未来：価値教育の視点』（晃洋書房　1995年）
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２）　「教育の公正」と「権利としての教育」
⑴　教育の公正
　前掲した論考で、木戸は、「ドイツがこれまで維持してきた三分岐型学校制度につい
ても「教育の公正」という面からその見直しを迫られている。社会的な背景に由来する
教育面の格差を今後どのように是正し、公正さを担保していくかが、教育の大きな課題
となっている。その際、連邦政府が進めている「持続可能な社会構築」の基本戦略が、
ひとつの方向性を示している。」とまとめている。
　では「教育の公正」とは何だろうか。
　まず、論理的にいえば、「格差を是正」し「公正を担保」するものとして「単線化」
しかないとはいえなくもない。確実に就業できるための教育制度を確保することもその
方策の一つだと言えないことはないからだ。
　オランダの分岐型は、「中等教育が、はじめから、将来の職業に必要な基礎教育を与
えるものとして、いくつものレベルに分かれている。……学校に行くのは、単に『勉強
する』ことが目的なのではない。将来何かの職業に就くために勉強するのだ。だから、『卒
業資格』は、ある職業に就職するための条件といってよい。」として分岐型がとられて
いる。無理してVWOやHAVOにいかなくて
も、確実に修了するだろうVMBOに入学し
て修了証をもらえば労働に就くために必要
な納税者番号を付与され就職できるという
積極面もある。「これが教育の公正」だとい
うこともできるかもしれない。しかも現在オ
ランダの失業率は際だって低く「低学歴」層
にあっても低い26。ただ、これが学校教育の
成果なのか、ワークシェアリングの成果なの
かは不明である。
　ドイツもオランダと同じような趣旨で分
岐型制度をとっている。ただし、ドイツの「低
学歴」層の失業率はオランダと異なって際だ
って高い27。
　しかし、実態として、そして今後放置して
おけばますます拡大するだろう階層格差、そ
して教育格差、さらには「世代間格差」をみ
れば、木戸がいうように「教育の公正」に欠
けるというべきだろう。木戸はいう。「子ど
もたちがもつこうした社会的な背景に起因
する教育面のさまざまな格差を、今後どのよ
うに是正し、そのなかでいかにして公正さを
担保していくかが、現代ドイツの教育が直面

26　失業率の表は、黒田前掲より

27　同　黒田前掲

失業率（%）
2007年

低学歴 中程度
の学歴

高学歴

オランダ 4.0 2.7 1.8
デンマーク 4.2 2.5 2.9
イギリス 5.9 3.6 2.1
イタリア 6.3 4.1 4.2
ルーマニア 6.6 5.5 2.2
ギリシャ 7.0 8.2 6.0
スウェーデン 7.0 4.2 3.4
オーストリア 7.4 3.3 2.4
ポルトガル 8.0 6.8 6.6
フィンランド 8.9 6.1 3.6
スペイン 9.0 6.8 4.8
フランス 10.2 5.9 4.8
ポーランド 15.5 8.7 3.8
ハンガリー 16.0 5.9 2.6
ブルガリア 16.8 5.0 2.2
ドイツ 17.7 8.2 3.7
チェコ 19.1 4.3 1.5
スロヴァキア 41.5 8.6 3.4
EU平均 9.2 6.0 3.6
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するきわめて大きな課題であるということができよう28。」

⑵　教育への権利
　「教育の公正」という概念は「権利としての教育」という概念と結びつく。この概念
は国際人権条約が採る概念である。前述したように誰でもが平等にアクセスできる状態
を保障するという概念のみならず、権利としての質を保障する教育へアクセスできるこ
とを含む。アクセスは単に形式的な「機会均等」ではなく実質的に平等な機会を、とい
うとらえ方をしている。それゆえ、実態としてその保障がないとみられたオランダやド
イツが国連機関や欧州委員会から批判されてきたのである。
　ユネスコは、「21世紀を目前にして、高等教育に対する需要がかつてないほど拡大し、
高等教育が多様化してきていると同時に、社会の文化的および経済的発展にとって、さ
らに若い世代が新しい技能、知識および理想を習得して未来を構築して行くために、高
等教育が非常に重要であるという認識が広がっている。」「教育は、人権・民主主義・持
続可能な開発および平和のための基本的な柱であ」るとして、世界宣言「21世紀に向け
ての高等教育―展望と行動」を出した（1998年）。
　ここでは、「人種、性、言語もしくは宗教、経済的、文化的もしくは社会的差異、ま
たは身体的障害を理由とするいかなる差別も容認することはできない。」として公平な
アクセスを保障、「高等教育へのアクセスの公平さは他のすべてのレベルの教育、特に
中等教育との連携の強化から、そして必要ならば、再調整から始めなければならない。
高等教育機関は、早期児童教育および初等教育から始まり、一生を通じて継続する間断
のない制度の一部として見なされ、そのように機能し、またそのように機能することを
奨励しなければならない。……中等教育は、幅広く学習する能力を開発することによっ
て、高等教育への入学有資格者を育成しなければならないばかりでなく、広範な職業に
関する訓練を提供することによって積極的な人生への道を開くものでもなければならな
い。」とする。とくに、「先住民、文化的もしくは言語的少数民族、恵まれない人々、被
占領地域の住民、障がい者などの特別な対象となるグルーブに属する人々のための高等
教育へのアクセスは、これらのグルーブの人々が、集団としておよび個人として、社会
および国家の発展にとって大きな価値となる経験と才能を有する可能性があることか
ら、積極的に推進しなければならない。特別な物質的支援を提供し、および教育に解決
策を講じることが、高等教育へのアクセスおよび継続の両面においてこれらのグルーブ
が直面する障害を克服することに役立つ。」とする。
　こうした観点からすると、固定的な能力観を前提に「早くから分岐してそれに合わせ
た教育のほうがよい」とする分岐型中等教育には問題があることがわかる。

⑶　分岐型教育のもつ根本的問題
　そして、この問題を考えるとき見逃してはならないことは、三分岐型学校制度も別立
ての特別支援学校制度も、パターナリズム（これは能力主義とも結びつきやすい）に基
づいていること、そして「伝統的社会階級」を前提とした階層分化と結びついているこ
とだ。

28　木戸前掲
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　それぞれ能力が異なるのだから早い段階でそれに見合う教育をしたほうがよい、とす
るパターナリズムは能力主義の一端を担っている。10歳や12歳の時点で、制度の前提と
する能力など判定できないし、逆に判定すればそこで固定化してしまうだろう。
　また分岐型は、「職人の子は職人に、しかし職人はその職業的誇りとともに生涯収入
では大卒となんら遜色のないものが得られる」という階級棲み分けがあったうえでの教
育制度であって、基幹学校に振り分けられた子どもたちも、希望をもって決められた生
涯を歩んでいった、といえた。
　しかし、社会の変化に伴い、階級間の越境が「低きから高きへ」とより進み、職人の
子どもでも大学へ進学したい、親の方でも職人階級から子どもを脱出させたいと考える
ケースがより増加している。また、職人の仕事が減り、職業も、職業技術も多様になり、
しかも短期間でそれが変わる現在、学校でそれを教育し続けられるかという現実問題も
ある。
　前掲木戸がいう、「親や生徒は、より上級の修了証を取得しようとする傾向が強まっ
ている。とくに基幹学校は、進学者の減少に見舞われ『問題校』（Problemschule）と
いうレッテルまで貼られている。三分岐型の学校制度の見直しも議論されている。」と
いうのは、この状態を示すものだろう。くわえて、文化的背景を異にし、現実の社会の
中で「低層」に位置づけられることが固定化してきている移民の増加という現実もある。

３）　「インクルーシブ教育」という観点
　「国際競争力を保つ」あるいは、PISAショックから「質の高い労働力を保つには底辺の
広がりが必要」などという観点からドイツの教育改革を論じる向きもあるが、これでは教
育の目的を「いかに学力を上げるか」という、学力向上のみにしてしまう論理に陥りやす
い。
　こうした国家政策的な改革、あるいは小手先の改革は「いかに上に上がるか」という競
争状況をあらたに作り出し、更に格差をひろげるだけである。
　そこで、先に挙げたウォルター・ドレーアーの論のように、まったくあたらしい発想で、

「公正な教育」とは何か、「教育への権利」を保障するとはどういうものか、を考えなけれ
ばならない。
　 こ の 点 木 戸 は 前 掲 書 の 最 後 に、「 連 邦 政 府 が 策 定 し た『 持 続 可 能 戦 略 』

（Nachhaltigkeitsstrategie）のなかで、『持続可能な社会』構築のために果たす教育の役割
が、どのように記されているかを掲げてみた。同戦略では、教育を『世代間の公正』を保
障する重要な要素として位置づけている。また『社会的協同』のなかにも教育に関わる内
容が盛り込まれ、達成すべき目標が、具体的な数値とともに記されている。こうした『持
続可能な社会の構築』という大きな枠組みのなかに教育を位置づけることにより、今後の
ドイツ教育が進むひとつの方向性が見出されるようにも思われる。」と結論づけている。
　「持続可能な社会の構築という大きな枠組み」、これにはインクルーシブ教育の視点が不
可欠である。
　「インクルーシブ教育は、それぞれに違いのある子どもたちが共に学べるような教育活
動を意味する。そのためには、教育課程、授業、学校運営などの改革が必要となる。イン
クルーシブ教育は、障がいのない子どもたちをこれまで対象としてきた通常の教育そのも
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のの変革を必要としている。それは単に障がいのある子を受け入れるためにではなく、障
がいない子どもたちもそれぞれ有している独自のニーズに応えることになるからである。
しかも、バラバラに教育するのではなく、共通の場において違いを大事にした学びを保障
しようとするのがインクルーシブ教育である。29」

４）　バーデン・ヴェルデンベルク州の改革
　わたしたちが訪問したバーデン・ヴェルデンベルク州では、あたらしい試みがなされる

（政権交代により実現）。それはまもなく開校されるゲマインシャフトシューレ
（Gemeinschaftsschule）30の取り組みである。これは10年生まで一緒に学ぶ学校で、2012年
９月から30校で開始される（主に基幹学校が母体になる）31。10歳時での「学力による振り
分け」をなくすもので、三分岐型のドイツに新しい楔を入れる制度だ。
　GEWの説明によれば、これはいままである総合制学校（Gesamtschule）とは異なる。
実はバーデン・ヴェルデンベルク州でも70年代には総合制学校はいくつもあった。だが、
主流は「子どもに合った早い段階での振り分け」という思想の下（GEWは早い振り分け
は反対）、総合制学校は嫌われ「総合制学校」という名称すら禁止されてきたという。そ
して、総合制学校は（理念は別にしても）結果的には内部でグループ分けをしていた。こ
うして新しいタイプであたらしい名称「ゲマインシャフトシューレ」（ゲマインシャフト
は「共同体」という意味）を付した制度を作った。ここはインクルージョンであり、一人
一人独自のニーズを保障するもののであり、障がいのある子も含まれる。
　「早い振り分け」が根付いているドイツにあって、このようなインクルーシブで皆が一
緒に学ぶ統合した学校が今後どのように運用されるか、そしてドイツ全体に広がるか。応
援の気持ちを込めて祈念する。

29　嶺井正也「『サラマンカ宣言』を読む」（国民教育文化総合研究所　『教育と文化』46号所収）

30　ウキペディアの説明 http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftsschule

31　州の説明は http%3A%2F%2Fwww.kultusportal-bw.de%2Fservlet%2FPB%2Fmenu%2F1336848%2Findex.html
&anno=2
　ここで内閣は、これは「社会的に公正で民主的な教育システム」で、「子どもたちのスキルや潜在的能力を最高に
開花する機会を与える」ものであるとし、「共同体で教育の成功が達成されるだろう」「中等学校の教育水準は、異種
のグループ内の協調学習をとおして達成されるであろう」とコメントしている。
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Ⅳ　動き始めたインクルーシブ教育
� 嶺井正也

１．オランダ
　ドイツやフランスとともに、長らく、障害のある子どもの教育は特別学校で行う制度を
続けてきたオランダ。前述の「Ⅱ　オランダ・ドイツの教育はどうなっているか」や「Ⅲ　
早期の進路分岐を考える」でも紹介されているように、そのオランダでも保護者が希望す
れば通常学校で学ぶという、インクルーシブ教育の動きがみられるようになった。
　なお、オランダでのインクルーシブ教育は、ユネスコが提唱するものと同じように32、
障害のある子どもたちを通常学校で受け入れるという教育と、移民や外国にルーツをもつ
子どもをオランダの学校に積極的に受け入れていく教育との二つを内包したものである。
オランダの国立カリキュラム開発研究所（National institute for curriculum development）
が2009年に刊行した「オランダにおけるインクルーシブ教育（Inclusiveeducationin the 
Netherlands）」報告書でも同様の意味でインクルーシブ教育が使われている。

１）　インクルーシブ教育への流れ
　インクルーシブ教育への動きが始まる前の状況については、以下のようであった33。

　特殊学校は、「感覚障害、身体障害、精神障害のある児童、行動異常児、または特別
の事由により一般学校に通学できない児童」を対象としている。これらは1967年制定の
特殊教育法令（Decree on Special Education）に基づいて実施されている。
　特殊学校の１例として、精神薄弱児の教育の状況を紹介したい。
　精薄児特殊学校は現在330校あり、約４万人の児童が在籍している。このうち300校は
通学校であり、通学バスで児童を送迎している。教育費は無料であり、通園バスの経費
は市が負担している。精薄児の約80%は15歳で特殊学校を卒業し、適切なアフターケア
があれば何らかの仕事に就き、社会生活を営める。残りの約20%は障害の重い者で、18
歳までは養護学校に通学し、その後は保護雇用の場に入る。これら２グループの教育プ
ログラムは別々になっている。
　330校のうち約100校は市立であり、残りの230校は宗教法人立である。後者の３分の
２はカソリック系、３分の１はプロテスタント系である。教員の人件費は中央政府が負
担し、建物・設備・教材、事務職員等の人件費を市が負担する。これは市立、宗教法人
立とも同じである。「１学級18児童以下」と規定されており、児童が73名いる場合は中
央政府が５人の教員の人件費をもち、市当局が５教室を用意する。特殊学校の教員は一
般教員の10〜20%増の給料が保障されている。
　精神薄弱児以外の障害児のためには、盲学校、ろう学校、肢体不自由児学校等がある。
一般学校の中に設置される特殊学級は全くなく、近隣のデンマークやスウェーデンでは

32　ユネスコのインクルーシブ教育についての考え方の変遷と現状については拙稿「ユネスコ：インクルーシブ教育
へのとりくみ」国民教育文化総合研究所『教育と文化』第66号を参照されたい。

33　㈶日本障害者リハビリテーション協会発行「リハビリテーション研究　STUDY OF CURRENT REHABILI 
TATION」1985年３月（第48号）
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統合教育がめざましく発達しているのとは対照的である。しかし、統合教育の必要性は
認識され始めている。

　その後、統合教育（後にインクルーシブ教育）がオランダですすんできた経緯について
は、オランダの教育を精力的に日本に紹介しているリヒテルズ直子さんが紹介してい
る34。

　オランダの特別支援教育35は、二段階に分けて実施されました。一段階目は「もう一
度一緒に学校へ政策」（1996年に開始）、二段階目は「リュックサック政策」（2003年に
開始）と呼ばれるものです。
　「もう一度一緒に学校へ政策」で対象になったのは、軽度の学習困難や発達障がいを
持つ子どもたちで、具体的には、①自閉症やアスペルガー症候群などの広範性発達障が
い、②注意欠陥・多動性障がい（ADHD）、③ディスレクシア（読字障がい）、そして
④秀才児が主な対象となりました。
　それから七年後に実施された第二段階の「リュックサック政策」では、それ以外のす
べての心身障害を持つ子どもたちが対象となりました。この早い時期からの、しかも、
障がい児すべてを対象とした特別支援教育政策が実現されることになった背景には、障
がいを持つ子どもの親たちが、教育機会要求の運動を組織的に続けてきたことがありま
す。中でもダウン症児の親の会は特に大きな役割を果たしてきたと言われています。

〈Torenui小学校〉

しかしながら、WHOと世界銀行が出した「障害問題世界報告書（WORLD REPORT 
ON DISABILITY）」（2011年）掲載のグラフ（表１）を見ると、オランダは特別学校に
通う障害のある子どもは60%強、通常学校の通常学級の在籍率は40%弱となっている（オ
ランダでは通常学校内の特別学級は設置されていない。

34　リヒテルズ直子『オランダの共生教育』平凡社、2010年、27頁。なお、オランダでインクルーシブ教育への動き
が始まった頃の1997年にOECDが刊行した「インクルーシブ教育の実施（Implementing Inclusive Education）」では、
オランダの場合「通常学校と特別学校が依然として別々の法律で規定されているものの、双方の学校での特別教育
をカバーする単一の法律案が制定されようとしている」という状況であった。

35　リヒテルズさんは「特別支援教育」と書いているが、筆者はインクルーシブ教育への動きと捉えている。
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表１　ヨーロッパにおける在籍状況

２）　通常学校での受け入れ状況
　今回の調査で2012年３月１日に訪問したロバイン財団に属する二つの小学校の様子は次
のようであった。

〈タンデム小学校〉
　去年の11月に、外部の調査機関に頼みまして、我々の生徒の中で、何名、どういったタイ
プの特別なケアを必要としているかという調査をしました。その当時は216名しか生徒がい
ませんでした。今はもっとふえています。その結果、普通の平均の学校より特別なケアが必
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要な生徒が多い、そしてまた、そのようなケアを提供することができるということを示して
います。その当時216名だった生徒のうち58名が特別なケアを要しています。
　ケアの提供のアプローチですが、各クラスが３つのレベルから構成されていまして、一番
適しているレベルで勉強することができる。そしてまた、それで十分な対応ができないとき
は、外部の専門家がやってきて学校の中の教室でメディカル・ティーチングします。
　特別なケアが必要だというのは、特に才能がある子たち、つまり、頭がよ過ぎる子たちも
含みます。実は、そういったタイプのケアを要する子がこの学校には比較的多くいます。た
だし、58名の中には入っていません。というのも、特別なケアが必要というのは特別に予算
がつくことを意味しているかれです。
　オランダでは、特に才能がある子には補助金はないわけです。今言った58名は、ダウン症
候群の人たち、あるいは家庭で非常に困難な状況にある人たち、あるいはオランダ語を十分
に話せない子たち、あるいは身体的なハンディキャップを持っている人たちです。したがっ
て、特に才能がある子は、学校の一般的な予算のなかで特定の教員が特に対応しています。
　ケアを必要とする子供たちには、例えば、教員が特別な時間を割いてやるとか、そしてま
た、親たちと定期的に話し合う、そして、当該児童についての教員たちの教員会議がある。
そして、特に問題が重いというか、問題が多い場合は、ここでも負担ができないほどであれ
ば、特別な予算をもらうわけです。その予算がつくと、また個別に外部の人（言語セラピス
トなど）を雇ったりするわけです。特に、外部から雇う人たちは、行動に問題がある子ども
たちについて雇うことが多いわけです。そして、当校の一つの特徴としましては、教員それ
ぞれの教育レベルが高い。つまり、通常教師となるのに必要な資格だけではなく、それぞれ
が特別な専門を持っています。１人の教員は幼児についての特別な心理学とか、もう一人は
教育学について特別な知識を持っているとか、そのような平均以上の知識を各教員が持って
います。

〈Torenui小学校〉
　特別なケアを要する子どもたちの保護者とは、もっとずっと数多く、ほかの保護者と比べ
て数多くミーティングを持ちます。そして、当校では、約500名の生徒のうち175名が何らか
の形で特別なケアを必要としています。これは、勉強についていけない人もいますし、逆に
勉強が易し過ぎちゃうという人たちもいるわけです。一定の問題を抱え、何かの障害を持っ
ている場合もあります。そして、行動的な問題があることもあります。また、家庭で困難な
状況に面している子どもたちもいます。
　この財団のすべての学校に、そういった特別なケアが必要な問題に対応できる人材がいま
す。幾つかの学校では、幼稚園レベルから、本を読む手伝いを、つまり、オランダ語で「育
っていない子たち」は特別にオランダ語で読んだりするレッスンをします。そして、学校の
規模、問題の内容によりまして、補習授業を行っているところもあります。そして、これは
絶対条件なのですが、各校には、こういったケアをコーディネートする役割の人がいます。
このコーディネーターは、例えば、特別なケアを必要とする生徒に対して定期的にチェック
をしたとき、それをフォローして、さらに何が必要であるか、そういったことをチームと話
し合います。そして、学校の方針を変える必要があるかどうか、校長と話し合います。この
コーディネーターが外部の援助者とのコンタクトもとります。そして、保護者たちとも話し
ます。インスペクターが来る時もこの人も必ずいろんな質問に答えます。



- 63 -

　同じ財団が設置している二つの小学校の訪問で確認できたことは、日本の通常学校にあ
る「特別支援学級」は存在しないこと、特別なケアを必要とする子ども（いわゆる英才児
を除く）に対しては、学級内をレベルにわけ、適したレベルで受け入れるとともに、必要
に応じて外部の専門家の協力を得るという方法（これには補助がでる）をとっている、
Torenui小学校では調整役のコーディネーター（日本の特別支援教育コーディネーターに
類似）が置かれている、ことであった。
　残念ながら、障害のある子が他の子どもとともに学んでいる様子は下の写真の場合以外
に見ることはできなかったが、概して、「軽度」の障害のある子たちを受け入れつつある
との印象であった。

〈Torenui小学校この写真には車椅子
の女の子が写っているが、知的障害が
あるようには見受けられなかった。〉

　前述した『オランダにおけるインクルーシブ教育』では、オランダでインクルーシブ教
育を妨げるバリアーとしては、社会経済的な不平等問題があること、特別な教育ニーズを
もつ生徒（社会的、情緒的、行動的な面での問題を持つ生徒）が急増していること、教員
がなかなか受け入れようとしないこと、カリキュラム改革がすすまないこと、資源・専門
家・スタッフ不足などを指摘している。
　同報告書によれば、それでも初等教育段階ではインクルーシブ教育への動きが進みつつ
あるものの、中等教育段階ではより大きなバリアーがあるとする。それは教員が教科担当
であり、試験があるという構造である。この点は、前掲の石井原稿でも指摘されているよ
うに、12歳から進学コースが大きく三つのわかれていく中等教育になっていることと関係
する。
　なおAobが20年ぶりに行ったゼネラル・ストライキの原因は、特別なケアを必要とする
子どものへの補助金を政府がカットする政策を提示したからである、とのことであった（詳
しくは「Ⅴ　オランダ・ドイツの教員組合を訪問して」を参照）。

２．ドイツ
１）　インクルーシブ教育への流れ
　61頁の表から分かるように、ドイツはオランダ以上に特別学校の割合が多い。それだけ
インクルーシブ教育が進んでないともいえる。ただし、ドイツは州ごとに教育制度が違う
し実情も違うので、インクルーシブ教育への動きも違いが大きい。
　今回訪問したのはドイツ南部の、シュトッツガルトを州都とするバーデン＝ヴュルテン
ベルク州。そこでよく言われたことが「ベルリンはかなり進んでいるのに、どうしてここ
に来たのか？」という疑問であった。
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　実は同州でもインクルーシブ教育へと向かう動きが出てきたのである。その背景となっ
たのは、以下の記事に見られるように同州での政権交代（2011年）であった。これを実現
したのは、日本の東日本大地震でおきた福島の原発事故であった。

〈http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103280067.html〉より
　ドイツ南西部バーデン・ビュルテンベルク州で27日、州議会選挙があり、メルケル政権の
連立与党・キリスト教民主同盟（CDU）と自由民主党（FDP）が敗北した。福島第一原子
力発電所事故の影響で原発政策が最大の争点となり、環境政党・緑の党が躍進。ドイツの「脱
原発」路線が今後、加速する可能性もある。
　緑の党は社会民主党（SPD）と連立を組む方針で、ドイツで初めて緑の党が州首相の座を
得る可能性が高い。同州はCDUが1953年から州政府を握ってきた同党の強固な地盤で、メ
ルケル政権にとって大きな打撃だ。
　選挙は、連立与党のCDUとFDPが、野党のSPD、緑の党と争う構図だった。暫定公式発
表によると、CDUとFDPの得票率は計44.3%で、SPDと緑の党の計47.3%を下回った。緑の
党は前回2006年の選挙から倍増となる24.2%を得た。
　福島第一原発の事故後、ドイツでは原発の是非をめぐる論議が活発化、州議選でも最大の
争点になった。同州内には計４基の原発があり、現在のマップス州首相（CDU）は原発推
進論者として知られていた。メルケル政権は事故を受け、稼働開始が古い発電所の運転を停
止するなど原発政策の急転換を図ったが、昨年秋に原発の運転期間を平均12年間延長したば
かりだったことから、有権者に「選挙戦術」と見透かされた。
　一方、緑の党は昨年から支持率が上昇基調にあった。事故後、今回の選挙を「原発の是非
をめぐる国民投票」と位置づけ、原発への不安票を取り込んだ。

　政権の座についた緑の党が掲げた公約の一つがインクルーシブ教育であった。緑の党は
連立政権の相手である社会民主党との間に『転換の始まり』には次のような「インクルー
ジョンへの転換」が含まれていた36。

　障害のある子どもたちのインクルージョンは、一つの教育制度の統合された要素である。
この教育制度は、すべての人にとって、機会均等と正当な権利を持って参加することをさら
に拡張するものである。
　国連障害者の権利条約第24条は、学校領域において徹底的な転換を迫るものである。特殊
教育的な促進の対象となる障害を持った子どもたちの要求が通常学校において法律上固定
される。障害のある子どもの親は、選択権を保持する、すなわち、有資格者との相談の後、
自分の子どもを特殊学校へ入学させるか、通常学校へ入学させるかについて、自ら決定する。
学校は、インクルージョンのための必要不可欠は人的、空間的、物的な設備を保持する。そ
の際、資金が子どもについてくる。そして、資金はふさわしい学校へと割り当てられる。
　二つの教育的な原則が妥当する。そこでは、特殊学校教員の能力が明確に必要とされる。
逆に障害のない子どもたちに対しても特殊学校は開かれる。第一歩として、可能な限り数多

36　田口康明「ドイツにおけるインクルーシブ教育への転換」公教育計画学会第四大会発表要旨集。なお、同要旨
集によれば、バーデン・ビュルテンベルク州では政権交代前の2010年２月18日に文部省の「障害や遅滞、ありは慢性
疾患や特殊教育的な相談・支援・教育に関する要求を持つ青少年の学校での教育」専門家委員会が特殊学校就学義
務の廃止や保護者の選択権などを勧告していた。
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くの一般教育諸学校が、ふさわしい需要に応じて、インクルーシブに活動することができる
ようにすべきである。最低でも、基礎学校領域において、全ての親は、居住地でのインクル
ーシブな教育提供を得ることができる。同時に、上級学校もインクルーシブな学校へと自ら
を発展させる。インクルーシブな教育構想は、完全な学校と関連し、特殊学校教員との協同
作業において発展できる。その際、障害のある生徒たちは、生徒集団の正規の一部である。
同じように、特殊教育に関する教員集団は、教員集団の正規の一部である。教育行政はこの
プロセスを支え導く。教員集団は、法律上適切な支援と補習教育を受ける。

　「特殊学校と普通学校、障害児と非障害児というような分離型の教育がドイツの学校教
育の一つの特徴であった。しかし、1970年代からインテグレーションの試みが次第に始ま
り、1980年代半ば以降、各州ではインテグレーションを可能とする法的整備が進められて
きた。つまり、これは分離型の教育の修正が行われつつあることを示している」37との説
明が行なわれたのは1997年である。
　その背景にあったのはドイツの常設各州文部大臣会議が1994年に出した「特殊教育的な
促進」についてであり、そこでは「特別な教育的援助が特殊学校と通常学校の双方、特に
初等学校で提供され、子どもたちが自分たちの近隣の地区で教育を受けられるよう、より
考慮すること」38とされた。
　そのころから、他州とは違い６年制の基礎学校制度をとるベルリンを中心にインクルー
シブ教育への動きが始まった。もちろん、その動きは緩慢であった。

２）　訪問した通常学校と特別学校
⑴　Anne-Frank基礎学校

　一番左側のクラスがインクルーシブクラスです。３人が障害を持った子どもたちでして、
残りの２つはインクルーシブではなくて障害のある子はいないのですが、６歳から10歳まで
の学年が一緒にまざったクラスです。　これはドイツでは割と新しい試みでありまして、イ
ンクルーシブクラスというのは最近できて、これは両親が決定することができます。特別学
校というのは、今までずっと別にありまして、今までは、そっちのほうに行かなければいけ
なかったのですが、最近になって、自分が住んでいる近くの小学校に行くことができるとい
うルールができ始めました。特別学校に行くか、それとも普通の学校に行くかを親が決める
ことができます。
　実は、バーデン＝ヴュルテンベルク州の取り組みはおくれています。ベルリンなどほかの
州では30年前からそういう試みをしているところもあります。　ですから、現状としては、
自分が住んでいる近くの小学校では、教員が「それだけの準備がない、自分ではできない」
というので、本校のようなシステムを導入していないところがかなり多いのです。大体ざっ
と考えたら20校ぐらいがインクルーシブシステムを導入していると思います。こちらの学校
も最近になって初めて導入しましたが、来年はさらにもう一つクラスを増やす予定です。実
は、ここに来ている３人の障害のある子どもたちは、かなり遠くから来ています。

37　小田美季「ドイツの障害児教育改革－ノルドライン=ヴェストファーレン州について－」『リハビリテーション研究』
1997年11月号

38　鈴木陽子監修『教育のバリアーフリー』八千代出版、2001年、169頁
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　みんな、大体、ここから車で５分から10分ぐらいかかるところにいまして、２人はタクシ
ーで、１人は親の運転で通学してきています。地域的にも離れていますので、ほかの子ども
たちとのコンタクトとさらに親同士のコンタクトがあまりないという不満がおありです。
　いずれにしても、本当に両親のほうがそれを望んでいるかどうかが鍵になっています。専
門の学校ではそれだけの設備とかが整っているといまして、そういう意味では、個人的に子
どもを見た場合に、うまくケアされていると見ることができますが、普通の学校に行くと、
その設備は少ないし、整っていないけれども、社会的にといいますか、普通の学校に行って
普通の子どもたちと一緒に学ぶという交流みたいなものを重視するかどうかという判断基
準が分かれてくるからです。
　インクルーシブクラスには５人の大人がいましたが、そのうちの一番若い方は、ちょうど
高校を卒業したばかりです。ドイツでは、いろいろな施設で１年間ボランティアをするとい
うシステムがあるんです。それをやっている方で、彼女は、将来教員になりたいから、いろ
いろなことに関心を持って積極的にやっているのです。基本的には、障害のある子どもたち
のケアをする、いろんな面倒を見るという役割をここでは担っています。

　もう１人は特別学校から来ている先生です。その方は１人当たり週５時間担当ということ
できています。ですから、３人いますと15時間になりまして、それは何を意味するかといい
ますと、３日間の午前中に来てもらっています。残りの２日間10時間分はこの学校で別の人
をお願いして来てもらっているということになっています。この場合は、特別にその専門の
教育を受けた人ではなくて、サポートとしてもう一人教員が入るということになっていま
す。

　教員組合としては、必ずサポートの人が入っている、特に専門の人が入るということを実
現しようとしていますが、ただ現在は、15時間という枠組みになっています。残りの10時間
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の分についても必ずサポートが入るようにと要求しているのですが、州の文部省のがまだ認
めてくれません。そこで、本校では、何とかうまく工面して、確保しているという状況にあ
ります。
　もちろん、こちらの学校の先生も一緒に面倒を見るといいますか、なるべく全体が融合す
るように、つまり、彼らが特別な島みたいになって先生がつきっ切りで何かをやっていると
いうことではなくて、同時にみんなが一緒に協働で勉強をしている、そういう状態をつくる
ために努力しています。
　基本的に、月曜日の午後に２時間から３時間の打ち合わせをします。その週をどういうふ
うにするかというか、個人的にそれぞれの生徒にフォーカスを当てて話し合ったりします。
例えば、専門の先生はあしたは来ないので、その場合どういう問題があるかということをボ
ランティアの人と話し合ったりしなければいけないし、また、交代制で来る人と来ない人が
いますので、その人たちがどういうふうに役割分担をしていくかとか、そういう話もしなけ
ればいけないということです。
　実は、この最初の２時間というのは、自由作業と呼んでいまして、モンテッソーリ方式を
導入しています。いろいろな特殊な教材があって、自分で作業できるようなシステムがあり、
それで集中してやっていくということです。
　本校では、モンテッソーリが非常に重要な基礎になっています。それぞれの個人のレベル
に合わせて作業をするというシステムをとらないと基本的には不可能になってしまう、と考
えているからです。

　インクルーシブクラスの拡大については、親のほうからの市に対してアクションが起こし
ています。ご存知のようにドイツですと４年間で小学校が終わって、３つに分かれますので、
そのとき、その後どうするんだという問いかけを今盛んに市の教育委員会などに向かって行
っています。さらに、組合のサイドでも、いろんな催し物や、インフォメーションの情報の
ためのワークショップですとかパネルディスカッションなどが行っていて、実際の経験とか
の報告をしています。さらに、教育大学の学生たちが関心を持って実際に見学に来たり研修
に来たりすることがあります。教員も来ていろいろと情報交換などをしています。さらに、
政治レベルといいますか、特に市だけではなくて州の議員の人たちにいろんな働きかけをし
て、なるべくインクルーシブクラスの枠組みを充実させるという働きかけをしています。特
に、マンパワーといいますか、必ずクラスには２人専門の教員が入っていて、その中の１人
は、いわば背景としては障害のある子供たちのための教育を学んでいるという、そういう枠
組みを充実させることによって、普通の学校でも「それだったら自分たちにもできるんじゃ
ないか」という状況をつくっていくということを目的としています。
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　インクルーシブクラスの導入により新しい状況ができてきました。今までは教員はクラス
の担任を持って１人で授業をしてきたのに、そのやり方が全然ひっくり返されて、チーム４
人で組んでやって、絶えずお互いにそれぞれ情報交換や意見交換して、さらに、「何でそう
いうことをやるのか」とかいろいろ、今まで質問されなかったことも自分でも考え直して説
明して、お互いに問い詰めていかなければいけないという、そういうチームワークというこ
とがクローズアップされてきています。こうした新しい状況に教員も慣れなければいけな
い。今までは、授業をして戻ってきて、ああ、疲れたな、何ていう感じでやっていたのです
が、これからはいろんなことを考えなければいけないということになっています。
　学校でインクルーシブクラスをつくろうということになった時、「じゃあ、だれがやりま
すか」という段になったら、ちょっと静かになりました。（笑）なぜかというと、「自分はあ
と２年で定年退職です」とか「仕事がいっぱいあります」とか。しかし、３人の教員がやり
たいということになりました。結果として見た場合、負担がふえたかどうかというと、そう
でもない。なぜかというと、いろんなことを３人で分担することができるので、その分だけ
効率よく物事が進められるし、もちろん、お互いに意見の食い違いがあったりすることもな
いことはないわけではありませんが、でも、基本的にはそんなに負担にならない。
　フライブルクの北にあるエメンディンゲンという町では、親のほうからは「インクルーシ
ブクラスをつくってくれ」という要請が強いんですけど、だれも手を挙げないんですね。学
校も手を挙げない、教員のほうも「自分がやる」と言う人がいないそうなんです。教育委員
会のほうから「じゃあ、やってください」というふうに半ば強制的にすることはできますが、
その場合、本当に自分からやろうという人じゃないと果たしてうまくいくのかなということ
は疑問としてあるそうなんです。
　普通のクラスの中で障害のない子どもたち親にインクルーシブクラス設置について意見
を聞いたことがありますが、反対はありませんでした。なぜかといいますと、インクルーシ
ブクラスは学年が混ざっているのでファミリークラスになっていて、そういうクラスを望ん
でいる人たちは、基本的にはもっとオープンというか、普通のタイプのクラスよりももうち
ょっと違ったものを望んでいる人が多いのです。

　このAnne-Frank基礎学校では、同行してくれてGEWの役員を交えてのヒアリングで以
下のようなことも明らかになった。

１ ．この州でインクルーシブクラスが始まったのは、前の政権が、国連の障害者権利条
約やヨーロッパ全体におけるインクルーシブ教育への動きを受けて、インクルーシブ
教育へのレールを敷き始めていたことも大きく影響している。

２．しかし、教員や保護者の意識の切りかえがかなり必要になっている。いろんなレベ
ルで抵抗あるいはハードルがあるので、それを乗り越えなければいけない。

３．教員組合の内部でもそういうことが言える。GEWもインクルーシブ教育の実現を
求めてはいるが、それぞれ個別の学校内部では、やっぱり不安を持っているとかいろ
んな問題を抱えていて、すんなりとはいかない。

４．通常の学校の教員は、自分にはそれだけの資格というかノウハウがないから、うま
くできないんじゃないかという不安がかなりあるし、いろんな意味で負担がかかると
考えている。また、サポートとか新しいトレーニングとかそういうものなしでやらな
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ければいけないんじゃないかということも懸念している。
５．また、障害児学校の教員たちもあまり喜んでいるわけではない。
６．実はGEWではすごくホットな話題で、さまざまなレベルでいろんな討議を行なっ

ている。GEWは16州のそれぞれに組織があるが、そこで出している新聞でも議論をし、
また連邦全体でも討議をおこなっている。本来は教育省からいろいろな形で情報が送
られなければいけないはずだが、そういうものはあまりないので、内部で独自でやっ
ている。

⑵　Gunterstal特別学校
〈アネット・シュポート校長先生の説明〉

　この学校はフライブルク市にある２の特別学校の１つで、国立学校。フライブルク市
南部にあるグンタスタールという地域の名前をとっていて、グンタスタール学校という。
　いろんな度合いの障害のある、６歳から21歳までの青少年が学んでいるが、主に精神
障害、生徒の数は、いつも62から65人の間。
　そのうち25%が外国人及び外国の親を持っている子どもである。そのため、それぞれ
の背景の文化ということをいつも考慮してお互いに関係をつくっていかなければならな
い。大部分がトルコの文化背景を持っている子どもだが、旧ユーゴスラビアのボスニア
や、中央アフリカ出身の子どももいる。
　この子どもたちはプリスクールのキンダーガーデンを出て、こちらに送られてくる。
いわゆる普通の学校とちょっと違う特別学校なので、その能力や要求が普通の学校では
満たすことができない子どもたちがさらにこちらにまた送られてくることもある。そう
いう場合は、例えば、１年生ではなくて、２年生や３年生の場合がある。
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　この学校では24人の特別教育資格を持った教員が働いている。その教員は、基本的に、
大学で特別教育というものを学んだ人である。専門高等教育学校出身者もいて、特別な
分野のそれぞれの科目、技能を教えている。さらに、幼稚園教育課程を修了した人が２
人いて、サポーターとして働いている。
　去年までドイツには兵役があり、それを拒否する場合場、市民サービスという形で１
年半ぐらい仕事をしなければならず、そういう人たちがこの学校でもサポート見習いと
いう形で入っていた。しかし、今、兵役がなくなってしまったので、幼稚園教員養成を
出て若い人が１年間だけボランティアとして仕事をするという、そういう形で来ている。
　クラスサイズは普通の学級に比べて随分小さい。通常の学校の学級サイズは22〜26人
だ、こちらでは６〜８人のサイズ。個人教育もしているのでクラスが小さい。

　学校だけに限らずに、学校外部で、いろんな教育、いろんな訓練などを受けることが
可能。いろいろのところとパートナーシップを結んでいる。例えば、農場で働くという
こともしている。またいわゆる性教育のための特殊な団体に協力してもらい、そこで性
教育を受けたりする。さらに、年長の生徒たちのために、例えば仕事への移行をうまく
するために、いろんな企業体ですとか工場みたいなところで仕事の見習いを行ったり、
あるいは、ジョブセンターというところで仕事をしたりする。一番の目的は、それぞれ
卒業した人たちが独自に独立して生活し、仕事をし、時間を過ごすことができるように
すること。
　住まい及び住居のことに関しましては、フライブルク市の内部にトレーニングセンタ
ーというものがあり、そこで生活を実践的に試みている。
　それぞれ自分の親と一緒に住んでいる子どもたちと、まちの中の施設（例えば、親が
子どもを自分たちで育てられないとか、あるいは親が外国に行っている場合に預かる施
設）にいる子どもたちがいる。スクールバスがあり、通学保障は無償となっている。
　また、ドイツは、スポーツクラブは学校ではなくて外部にあるので、そういうさまざ
まなスポーツクラブと関係を結んで、学校を卒業した後でもそれを続けていけるように
している。
　職業とか仕事については、実際に将来どういう仕事があるか、どんなことが待ってい
るかということを事前に体験できるようなパートナーシップの外部の団体があり、そこ
との関係で体験作業をしている。障害の度合いに関係なく必ず、いわゆる一般的な企業
体で見習いをするということで、どういうことが実際に世の中で要求されているかとい
うことと、逆に、企業体などの団体に、こういう人たちも社会生活の中で一緒にやる必
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要があるということを理解してもらうために、そういうことを行っている。
　例えば10年生（高校１年生に当たる）になると、林業で見習いを行いまして、モミの
木とかをどういうふうに守っていくかとか、いろんな害虫からいかに守るかとか、そう
いうことを学びようにしている。普通の幼稚園で見習いの仕事もある。
　見習いの仕事には３段階ある。１つは、全員が林業の仕事をする段階。これは、障害
の度合い等は関係なく、みんな参加できるもの。次のステップは、先生と一緒に、ひと
りでどこかの工場ですとか企業に行って仕事をする。最後の一番レベルが高いものは、
先生の付き添いなしで、例えばクリーニング業などで仕事をする場合で、そこで洗った
ものを畳んだりする。例えばお店などでは、いろんな倉庫などの棚を整理したり掃除な
どをしたり、あるいは、レストランなどの飲食店で例えばウエーターの仕事をしたりさ
まざまな手伝いをしたりする。
　後から行くレストランでもこちらの生徒たちがウエーターとして仕事をしている。さ
らに、そうした見習いを行った後に、職業訓練所みたいなところで障害がない人と障害
がある人が一緒になって学ぶところがある。したがって、そこで学んだ後に実際の職業
に入っていくということが可能。
　こちらの地域では、実際に職業訓練という形で半ば仕事を始めることができる大きな
レストラン兼ホテルみたいなものがあり、そこではレストランの厨房で仕事をしたりホ
テルのさまざまな分野を勉強することができたり、サービス業としてのさまざまな訓練
を受けることができる。ヒンメンラヒホーフッドという名前のところで、ちょっと山の
ほうに行ったところ。
　本校で働いている教員は、同時に、先ほど訪問されたアンネ・フランク・シューレで
３日働いたりすることがある。つまり、外部に行って仕事をすることもある。アンネ・
フランク学校みたいに一緒に仕事をしている学校がフライブルクに４つある。シュタウ
ティング総合中等学校（３つに分かれているのではなくて１つにまとめている学校）の
６年生に何人かこちらから行っている子どもたちがいる。ボバンという割と新しいモデ
ル地域の基礎学校の３年生のクラスに入っている子どもたちがいる。これらの学校にも、
本校の教員が協力にいっている。　さらに、私立の自由キリスト教学校があり、そこで
は２人の子どもために、週に２日間、教員がこちらから行って教えている。
　外部に出ている先生たちは、基本的には本校の教員である。いろんな催し物ですとか
職員会議などはすべてこちらで参加し、なおかつ、こちらの仕事とまたさらに外部で仕
事を持っているということになる。
　子ども間のパートナーシップとか協力関係やそれぞれの子どもたちがお互いに助け合
うということはとても重要である。しかし、同時に先生が個々の子供どもにスポットを
当てて教えていく個別性も重要だと考えている。
　毎回、全体のグループの授業の目的は１つ設定するが、いかにそれぞれの生徒が個別
にその目的を達成するかということは、それぞれ個別に違っている。レベルに若干の差
がある。
　パートナーシップはパートナー学習であり、一対一対応でやっている。その他に、小
グループでチームワークを組んで何かをする場合があり、その時にはそれぞれ分担を決
めて作業をする。
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　本校にはプロジェクトと呼ぶ課外活動みたいなものがある。サーカスプロジェクトは
ほかの通常学校の子どもちと一緒にこの学校で活動したりする。こうした取り組みは普
通の子どもたちとのミュニケーションを持つことは重要なので、近くの学校に絶えず声
をかけて「こういうプロジェクトがあるんだけど、やらないか」というふうにして始め
ることが多い。実際、交流ができると非常にポジティブな反応があり、逆に普通学校か
ら「こういうことをしないか」という持ちかけもある。
　また太鼓のグループがあり、そこではみんなまざってやっている。英語グループはほ
かの学校とインターネットプラットフォームを使って、英語でコミュニケーションをす
るということをしている。
　外部の団体の協力をえて行っている性教育は、始める年齢は個別に生徒一人一人で違
っているので、「この子はその時期だな」と思ったら性教育のグループに入れる、とい
う形で行っている。内容は、一般的に、生理的な、肉体的な知識とさらに、どのように
接触が行われるかとか、である。
　これからの障害児教育については、特別学校のような守られた環境で外部からの刺激
が少ない状態で学んでいける方法と、普通の人たちとまざって学ぶという普通学校で学
ぶやり方は、どちらがいいかなケース・バイ・ケースなので、親がそれを選ぶことがで
きるということが非常に重要ではないか、両方同時にあるということがとても重要だと
考えている。

⑶　Ostheim基礎・実科学校
１）　学校の概要
　４年制の基礎学校と５年制（来年度からは６年制に）の中等学校が一緒になっている
学校はシュツットガルト市では珍しくない。
　この学校全体のコンセプトは、生徒一人一人の能力に合わせて教育を進めていく、個
別に教育を進めていくということ。例えば、読み書きに問題のある子どもたちを対象に
特別な教育方法を導入している。
　３年生と４年生には障害のある子どもたちのためのクラスを設けておりまして、そこ
でその方法を導入している。アルベルト・シュバイツァー特別学校との共同学習にも取
り組んでいて、そこの生徒たちがこちらで一緒に学習する機会も提供している。
　一方で、非常に才能のある生徒を特別にサポートするというプログラムがあり、名付
けてICE。ICEというのはこちらの新幹線、特急のこと。
　５年生からは、かつてハウプトシューレだったが、今はベルク・レアルシューレとい
う学校にすすむ。新しい名前です。ここでは、それぞれの子どもたちの傾向に沿って重
点を置いた教育を施している。例えば、スポーツですとか美術、または音楽など。
　こちらの学校では主に自然の中での体験を非常に重要視しており、小学校１、２年生
は２週間に１回のペースで、一日森で授業をする。「森の授業」と呼んでいる。
　子どもたちは放課後、学校での活動に参加しない場合は、デイケアみたいな施設があ
り、そこで食事もして、親が迎えに来る５時まで過ごし、その後は子どもたちは家に帰
って過ごす。
　シュツットガルト市では、2018年から2020年までにすべての小学校を、ガンズターク
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シューレにして、いわゆる一日学校を実現するという目標を立ているが、それが果たし
て実現可能かということはまだはっきりわからない。それまでに、中間段階として、こ
の学校ではシューラーハウスといって「生徒の家」という企画をしており、そこでは、
昼食をとって、その後、宿題を子どもたちが行うのを面倒見し、さらにその後いろんな
活動をすることを考えている。

〈左が基礎学校で、右が実科学校〉

２）　インクルーシブ教育について
　本校に在籍する障害のある生徒は全員学区内から歩いて来ている。ただし、精神障害
のある子どもたちを集めている学校の場合には学区外から来る。その時には市の支援で
タクシー通学をしている子どももいる。
　インクルーシブ教育を推進するには、実験的試みを行い、そのポジティブな例を強く
正面に立てて、教育行政機関からもっとサポートを得るといったことが必要と考えてい
る。行政機関が上から「こうしなければいけない」という形で押しつけるより、「ここ
をこういうふうに変えたら実現するのではないか」などの改善点をうまくフィードバッ
クするなかで推進すべきであろう。

　今のところ、インクルーシブ学級については、学級規模についての規則みたいなもの
はなく、「こうじゃなければいけない」とか「インクルージョンの場合ですと小さなク
ラスでなければいけない」とはなっていない。しかし、実態でいうと、逆になっている。
　一般的には、クラスのサイズは28人が上限だが、害のある子がインクルージョンして
入ってきた場合に、その子は１人として数えない。28人のクラスに29人目が入ってくる
と、障害のない子の場合には２つのクラスに分けなければいけないが、障害のある子だ
ったら、それは分けられない。
　それぞれの障害のタイプと度合いによってサポートの人がどの程度入るかは決まって
いる。情緒障害のある子どもの場合、決まりとしては週に２時間しかサポートが入るこ
とはできない。しかし、それでは全然足りないので学校としてもっと多く入るようにし
ている。
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　こうした不足部分をカバーするために、いろんなアイデアでケアしなければいけな
い。、例えばアルベルト・シュバイツァー学校に市の青少年局との協働で、予算のつく
午後の活動のプロジェクトがあるので、そこの予算を使って、こちらの学校にもっと情
緒障害のある子に対するケアの時間をふやすための予算を引っ張ってきたりしている。
　学校の立場としましては、絶えず予算を探して、どこかから引っ張ってこれないかと
探して目を光らせている。教育関係の分野でお金を出しているいろんな基金の利用もそ
の一つ。シュツットガルトですとロバート・ボッシュ基金に対して、特にインクルージ
ョンを実現したいといって申請することもある。しかし、本来は国が手当てすべきであ
る。こうした形でファンドを探すのはやはりおかしい。
　本校では、個別の先生がモンテッソーリの資格を持っているということがあり、その
クラスではモンテッソーリ教育法を実践しているが、学校全体としては特にしていない。

〈あるインクルシーブクラスに参加〉
　このクラスには、補聴器をつけた男の子がいた。
そこでは私たちとのやりとりでその子とまわりの
関係をみるようにという担任の先生（写真、右側
の先生）の計らいがあった。その子は補聴器を使
い、かなり口話でのコミュニケーションができて
いたので、不自然な感じはまったくみられなかっ
た。
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〈ドイツ側からの質問に応える〉

Ｑ：今回、この視察ツアーで、インクルーシブクラスのある３つの学校をごらんになりまし
たが、気がついたこととか提案とかはありますでしょうか。さらに、こっちで見た範囲の
中で「こういうことは日本でも使えるんじゃないか」とか……

Ａ：昨日、見せていただいたフライブルクの特別学校にいる子どもたちの様子を見てみます
と、あの子どもたちだったら日本では、普通の学校の通常学級か、あるいは通常学校の中
にある特別学支援学級で学にいるのではないかと感じました。ですから、ドイツでもイン
クルージョンを進めるためには、少し通常学校の中でいろいろな支援ができるような制度
を中間的に置くのも参考になるかなと思いました。それが１つです。日本側にとって参考
になったのは、特別学校の先生やアンネ・フランクの学校の先生もおっしゃったように、
保護者がどちらかを選ぶことができる、そういう制度に向かっているということです。

Ｑ：日本では、今、そういう形ではないのですか？
Ａ：自治体によって、そういうことを進めているところもあります。例えば、そこでは、人

工呼吸器をつけた子ども選択して普通の小学校に行っているケースがあります。でも多く
の自治体は、教育委員会という地方教育行政機関が子どもたちの行き先を決定する仕組み
になっています。

Ｑ：学校側から見た場合ですと、やはり、家族というか保護者のサポートがどの程度あるか
で、うまくいくかどうかが決定的に分かれてしまうのではないかと考えています。保護者
のサポートがあるという体制がないと実験的なこともできないのではないかということ
です。たとえば、聴覚障害のある、ある子どもの場合ですと、生後２カ月目に薬品で聴覚
が破壊されてしまいました。その子の場合、保護者が、その子が一般の世界の中で生きる
方法を身につけなければいけないということを基本的に考えとして持っていました。だか
ら、彼はこの学校にきて他の子どもと一緒に学んでいます。そういう意味では、すごく積
極的に保護者がコミットする人なので、インクルーシブ教育が可能であるということがあ
ります。

Ａ：日本でも同じで、どんな考え方を保護者が持つかがインクルーシブ教育にとって重要だ
と思っています。しかし、子ども自身がどう考えるのか、意識するのかも大切だと考えて
います。

Ｑ：インクルーシブクラスの実現にはさまざまなレベルでいろんな抵抗があります。もちろ
ん学校の中にも抵抗があります。これを克服することが、国連の障害者権利条約を実現す
るためには非常に重要なポイントかと思いますが、どうすればそういうことを克服できる
か、何か提案か何かはありますでしょうか。

Ａ：今、私たちの研究所では、インクルーシブ教育を推進する研究プロジェクトチームをつ
くっています。そのために必要なことの１つは法的な制度を変えること。例えば、イタリ
アでインクルーシブ教育が進んだのは大きな法律改正があったからでした。２つ目は、教
職員の意識を変えること。それには２つの種類があります。１つは、通常学校の先生たち
が、そういう子どもが学校に来ることに対して積極的に受け入れるようになってもらわな
いと進みません。もう一つは、特別学校にいる先生たちの意識も変わらないと、子どもを
手放そうとしません。しかし、この壁はなかなか崩れません。特別学校の先生たちは、一
人一人の子どもに応じた適切な教育が必要だと思っています。通常学校の先生たちは、「受
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け入れる条件がない」とか「まだ私たちには経験がない」ということで、なかなか受け入
れてくれません。ただ、日本ではインクルーシブ教育を進める運動があります。これは教
職員と保護者が一緒になって運動です。この運動にかかわっている教員は、保護者からの
要求を教員が受けとめて、「条件がないから受け入れないのではなく、条件がなかなか整
わなくても子どもを受け入れる、あるいは子どもを受け入れていくなかで条件を求めてい
こう」というふうに意識を変えて一緒にやっています。

Ｑ：この学校では、教員のほうからはオープンにインクルージョンを進めていこうという姿
勢がありましたが、シュツットガルトの教育行政機関からはサポートがありませんでし
た。例えば、プラスアルファの人件費などを出す、そういうことがなかったのです。日本
では、そういう場合はどうでしょうか？

Ａ：もし、そうした子どもを通常学校に受け入れるためにある条件が必要だということにな
れば、主に保護者と教員が一緒になって、日本の教育行政機関である教育委員会にいろい
ろ要求をしていきます。ただし、それのすべてに対応がなされるとは限りませんが、実現
する場合もあります。その時に大きな役割を果たしてくれるのが教職員組合です。

Ｑ：その場合、結果として、例えばサポートとか補助的な先生なり介護の人なりがつけられ
る、そういうことになるのでしょうか。それとも、それは学校の担当の教師が個人的に負
担しなければいけないということになってしまうのでしょうか？

Ａ：自治体によって違います。今は、かなり強い要求をすると教育委員会から支援が出るケ
ースもありますが、対応してくれない場合も多いです。その時には、学校全体で工夫する
か、ただ受け入れただけでケアをしない場合ということになります。

Ｑ：ドイツにはないと特別学級はどうなっていますか。

Ａ：日本の特別学級は、基本的には知的障害、情緒障害、肢体不自由、さらには近年では発
達障害といわれる子どもなど、障害の種別によって設置されています。１学級の児童生徒
数は８人が上限で、実際はもっと少ないです。特別学級に在籍しても、通常学級の児童生
徒との交流をできるだけ進めるような政策がとられていますが、自治体によってはほとん
どの時間を通常学級で過ごすところもあります。
　日本ではかなり多くの子どもが通常学校の通常学級で学んでいますが、その多くは発達
障害といわれる子どもたちです。この子どもたちも含め通常学級で学ぶ子どもには、ケア
をする、教員ではない支援員が国の経費でつくこともあります。
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Ⅴ　働き方や暮らしを変えることと教育のありよう
� 桜井智恵子

１．教育と働き方再考のために
１）　日本の教育と労働の現状に対する問題の所在
　今日、経済成長失速による1990年代前後からの変化を受け雇用は落ち込み、親の経済力
の格差は、教育への投資の如何を通じて、子どもの不平等に直結している。そこで、日本
では次世代育成支援策の重要な領域のひとつとして、子どもの教育支援が注目されてきた。
2000年前後からの学力向上政策を受け、家庭や学校でも学力保障に関心を向け、公的な資
金も重点的に費やされるようになっている。
　いっぽうで、若者の側は学校を卒業しなんとか職を得たところで、労働の質が劣化し、
厳しい状況のフルタイム労働者と、生活の不安定な非常勤や派遣といったワーキングプア
に働き方が分断されている日本の現状がある。現在、公的な教育部門として学校現場は、
個人モデルを対象とし、個の力量をつけ就労につながるよう学力保障に力を尽くしている
といえる。

２）　調査の目的〜教育と働き方をめぐって
　今回、オランダでの仕事の配分の実際と人々の意識を学ぶために調査に出向いたのは、
次の問題意識による。現在、「キャリア教育」と直結している日本の学校を、教育と働き
方のバランスを視野に入れ再考し、状況調整を目指す手がかりにしたいと、総研・研究会
議の中で課題整理をしてのことであった。
　調査国にドイツを選んだのは、3. 11原発事故をめぐる日本の市民のあり方が動機づけに
なっている。福島原発事故は放射能汚染を国土全域さらにはアジア、米国西海岸にまで拡
げている。その影響により、点検で停止した原発再稼働の是非などが焦点となり、今後の
原発政策についての議論が政府やマスコミで取り上げられるようになった。ただ、震災後
１年を経た現在、市民全体の議論として、脱原発に対して全国的に関心が薄れつつある。
首都圏の人々の関心はむしろ近い将来と予測されている地震への対応に軸足が移っている
ように見える。
　次世代に引き継ぐことになる原発事故の後始末は、とても「始末」に負えない状態であ
り、現世代は真摯にその対応や、これからのエネルギー、消費のあり方を考えなければな
らない。ところが、日本の市民社会の動きは敏速とは言いがたく、むしろ世界からその対
応への意見や提案がもたらされるようになっている。総研・研究会議では、脱原発を決断
したドイツに学び、市民の連帯を学びたいと考えた。また、この連帯を支える市民の考え
方には教育のあり方も連動しており、学力保障で解決を目指してきた日本の教育部門の課
題と、これからの展望を探りたいという目的がある。
　まず、オランダ・ドイツ両国での教育と働き方に関わるヒアリング部分を取り出し、考
察を加える。まとめ部分では限られた考察となるが、今回の調査から得た知見について整
理を行い、今後の総研における研究課題へつなげたい。
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２．正規雇用というパートタイム労働〜オランダ
１）　ワークシェアリング制度の成立
　第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けたオランダは、アメリカの援助のもと復興し、
1960年に北海で発見された天然ガスで得た財源をもとに、ハイテク・輸出主導型の経済成
長を遂げ、高水準の福祉国家を実現した。ところが、二度にわたる石油危機で経済は崩壊
し、70年代には景気の落ち込み、投資の減退、輸出不振、失業の増大、財政赤字のどん底
に突き落とされ、重症の「オランダ病」にかかってしまった。それを打開しようと、1982
年11月、政府、経営者団体、労働団体の三者が地方都市ワッセナーでトップ会談を行い、
地名にちなんだ「ワッセナー合意」を結んだ39。
　ワッセナー合意では、政労使三者がオランダ経済の起死回生を目指して話し合い、重要
な政策決定を導き出した。具体的には、雇用確保を最優先するため自主的な賃金抑制に合
意したことに始まる。形式的には政府の仲介による、使用者側と労働組合側との協定であ
る。政府は社会保障の充実に努め、相容れがたい三者が譲歩し合い合意し、経済再建を果
たし「オランダの奇跡」を実現させた。
　政労使が行ってきた構造改革、オランダモデルの成功は、パートタイム労働の促進にこ
そ秘密があると言われる。とりわけ社会保障改革においては、オランダはヨーロッパの中
でも最も改革を推進した国である。日本で用いられる「パートタイム」は、臨時雇用か派
遣労働であり、雇用調整の対象に最もなりやすい。しかし、オランダのパートタイムは、
常勤の正規雇用である。また、厚生年金や健康保険なども保障されている。
　1980年代に若年層の失業率が平均より二倍と高くなったオランダでは、高齢者は若者に
仕事を譲るべきとの社会的圧力が強まり、ワークシェアリング制度が導入された40。個人
の労働時間の短縮などにより、それを補充する必要ができ、新しい雇用が発生するために、
ワークシェアリングは失業を減らす効果がある。また、ワークシェアリングにより、雇用
者は二人の別々の能力を一つの仕事に同時に活用できるというメリットもある。実際に、
私たちが訪問したオランダの小学校では、異なるタイプの二人の教職員が一つのクラスで
協働し、仕事の柔軟性を広げていた。
　政府は、ワッセナー合意に基づき、労働者には減税を行い、企業には社会保障負担の引
き下げを図った。政府は社会保障の充実のために、社会保障制度の切り下げではなく、効
率的に運営する政策をとることに努力した。そこで、労働疾病休暇保険制度の民営化を図
った（1996年実施）41。労働疾病休暇保険制度とは、従業員が疾病休暇をとった場合、企業
がその従業員の賃金を払い続けると、従業員が働かないのに賃金を払わなければならない
という不都合が企業に生じる。そこで政府は労働疾病休暇保険基金を設定し、休暇日数に
応じた賃金の払い戻しを企業に行い相殺する。
　労働組合も、労働時間差差別の禁止でパートタイム労働者を組合員に積極的に受け入れ
ることになり、組合員が増加した。オランダの労組の組織化率は、1950〜80年は40%の高
さを誇っていたが、80年代半ばには25%に低下していた。それが92年以降30%へと回復し、

39　角橋佐智子・角橋徹也『オランダにみるほんとうの豊かさ』せせらぎ出版、2003年、142頁。

40　長坂寿久『オランダモデル』日本経済新聞社、2000年、45頁。

41　同上、49頁。
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労組の存在感と影響力を強めることになった42。

２）　ワークライフバランス
　2012年３月３日：Dirk & Adriana Wisman夫妻へのワークライフバランスについての
ヒアリング。

〈基本データ〉
　リア：アームスホード在住。夫婦と子ども２人、７歳と４歳の子どもが居る母親。下の
子は半年前の2011年10月から学校に入学。２人共学校に行くようになったため、リアも週
３日間仕事をしている。子育てと仕事のバランスは夫婦で考えた。
　夫のデレクは週４日働く。リアが３日、デレクが４日。その理由は、デレクも子育てを
少し経験したいし、週１日木曜は仕事ではなく、子どもが帰宅してから子どもの世話など
一緒にできる。そのため仕事は４日間にしたいと決めた。
　リア：カスタマーサービスアナリストという仕事をしている。コウラクという会社で、
消費者の苦情に関する情報を分析する。仕事は、オフィスでも自宅でもでき、働く時間も
自分で決められるため、１年前就職した。その方法は、自分にとっては都合が良い。仕事
内容の質は自宅でもオフィスでも同様なので、この方式は最近オランダでも注目されてお
り、オランダ語で〈テーラ・ベリカン〉43という。
　デレク：両親は２人とも教員。両親が教員だったため、教育を勧められた。大学で法律、
特に税法を学び、税務アドバイザーとして働いた。その後、保険のセールス、特にファイ
ナンシャル・アドバイザーという形で働いた。ある程度経験した後、より快適な環境で、
感じの良い人たちと働きたいと考えるようになった。「感じの良い」というのは、癖はあ
っても優しい人々の居る職場ということで、そういう環境で働きたくなった。
　そう考えると教育かケア部門ということで、そういう部門に行くと、時間はできフレキ
シブルになるが所得は減る。結局、ケアを選び、自宅から５キロほどの近距離に職場を決
めた。夫婦で意識的にこういうタイプの仕事を選び、職場も労働時間も決めた。

Ｑ．親として、子どもが仕事につくということに関して心配はありますか？
日本は今、なかなか仕事につけませんので。

リア：自分の子どもについてそこまで考えたことはありません（笑）。将来のことだから、
現在に集中するのが…将来になると考えます。今の質問は哲学的過ぎて、まだそんな先ま
で考えていません。
　特に経済的なことが一番大切とは思えません。お金と子どもの関係で心配するとすれ
ば、今２人子どもが居て、あと２〜３人欲しいけれども、ちょっと経済的にきついからや
めておこう、せいぜいその程度であって、将来の子どものことがわからなければ子どもを
生まないとか、あるいは、子どもが大きくなって仕事につけないとか、そんなことは全然
心配していません。

42　長坂寿久、前掲書、48頁。

43　テーラード・ワーク。あつらえ労働。自分で働く時間帯や場所を決めることができる。
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　リアの回答はオランダで子どもを育てる保護者としては典型的なものと思われる。日本
では、子どもの将来に対する雇用不安が、親のさらなる教育不安を作り出しているが、オ
ランダでは雇用への信頼が、親の子育てへの安定を支えている点が見て取れた。

「子ども・子育て新システムとワークライフバランス」
 原ひとみ

　子ども・子育てビジョン（以下、ビジョンとする）」（2010年）では、「子どもが主人公（チ
ルドレン・ファースト）」の理念が打ち出され、「これまで進められてきた少子化対策の視点
からは、真に子ども・若者のニーズや不安、将来への希望に応える政策を生み出すことはで
きなかった」とし、「『子ども・子育て支援』を進める際には、『男女共同参画』『仕事と生活
の調和（ワークライフバランス）』『子ども・若者育成支援』のそれぞれの施策との密接な連
携を図っていく必要があります」と語られている。政権交代後、子ども手当・幼保一体化な
ど子育てに関する大きな動きができた。幼保一体化の議論は大きな前進ではあるが、子ども
の権利条約を基盤としながら、都市部で深刻化している待機児童の問題とからんで、ともす
れば「子ども」より「おとな社会」の都合が優先されがちになっている。
　「ワークシェアリング」がオランダの先進的なシステムとして伝えられてからずいぶん経
ち、日本でもことばとしては定着しているが、具体的なワークライフバランスには結びつい
ていかない現状がある。ビジョン以降、「社会全体で子育てを支える」として「子ども・子
育て新システム」創設にむけての議論が行われてきたが、これまでにワークライフバランス
の実現についてはほとんど議論されなかった。
　今回オランダを訪問し、リアさん・デレクさん夫妻へのインタビューでワークライフバラ
ンスについてお話を伺えたのは、貴重な機会となった。インタビューの内容はⅣ章で述べら
れているので省略するが、印象的だったのは「２人とも非常に意識をしてこういった仕事を
選び、働く時間も仕事のタイプも選んだ」という言葉だった。２人の様子からは、それぞれ
の状況と希望に見合う働き方が用意されていて、100%ではなくても仕事と子育ての両立と
いう点で満足できる暮らしが保障されているという印象を受けた。オランダと日本ではパー
トタイムやフルタイムの考え方が全く違う。日本でも「同一価値労働・同一賃金」が叫ばれ
て久しいが、現実は厳しい。
　教育総研では幼保システム研究委員会（2010年〜2011年）を設置し、子育て支援だけでな
く、国で検討されている「子ども・子育て新システム」関係の政策・制度にむけて「子ども
の最善の利益」を中心にした就学前教育の具体像の提言（11年11月）を行った。その中で、
保護者と保育者双方の働き方（ワークライフバランス）について以下のように提言している。
　新システムの病児・病後時保育事業については、「親の仕事を優先し、病児を預かる環境
を整えるというこの事業の発想は、子どもの最善の利益を鑑みているとは言い難い。ただ、
正規雇用ではなく、一日、一時間でも休むことにより、生活が困窮するという親が少なから
ず居ることも事実である。新システムをデザインする中で、親の働き方をディーセントワー
クに少しでも近づけることが、実のところ、この議論の前提にある。」「ディーセントワーク
の確立や、時短制度、親が休みやすい制度づくりが、子どもの最善の利益に即して、むしろ

『新』システムでは望まれよう。」
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　また、保育者の子育て観については、「『誰が子どもを育てるのか』について、生涯ほとん
ど考えることのない人も存在する一方、保育者は、日々考え続けている。社会全体がこのテ
ーマを共有し、『誰が』ではなく『共に』という方向に踏み出すことができれば、保育者は、
子どもが育ちゆく環境の中核に在りながらも、（わが子と預かっている子どものどちらを優
先させるかという）葛藤や重圧から開放され、生き生きと働くことができるのではないだろ
うか。」と述べられ、保育者のワークライフバランス実現のための手がかりとして、「パート
タイム革命を、日本の全企業に取り込むことを前提にするのは、現実的発想とはいえないが、
これを新システムの設計において、保育現場が先駆けて導入していくことは、社会全体のワ
ークライフバランス実現に向けて、子どもと親に最も身近で安心できる場所から風穴を開け
ることになるのではないかと考える。新システムが５年、10年と、長い時間をかけて構築さ
れるものであるなら、保育職における新しいパートタイム勤務制度もそれに伴って導入を図
ることができないだろうか。」と新システムへの期待を示唆している。
　子ども・子育て新システムの設計は、私たちの働き方や社会のあり方そのものを設計する
ことなしには進まないと、リアさん・デレクさんへのインタビューで実感した。

３．日常としての平和運動〜ドイツ
１）　脱原発への歩み
　2012年３月５日：労働者協議会（エネルギー関係会社の組合である協議会、バーグンオ
ーバ、ズッパバーグ、EMBという３カ所の会社からの代表）からのヒアリング。
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〈基本データ〉
労働者協議会
　アフガンにあるスバックというエネルギー関係の会社RWEの子会社。この会社は４州
にわたって仕事をしている。（バーデン・ヴュルテンベルク、ラインハウト、バイアンハ
ルツ、ヘッセン州）。発電所は水力発電中心で、発電よりもむしろエネルギー供給の分配
のほうが主。
　2001年当時、都市発電所というものがあり、６つの都市発電所が合併した。主にガス供
給と水道及び熱を供給している。暖房用の供給地域は、スイスの国境のルアラッハからフ
ランスの国境のブライザッハ及びこの地域から50キロぐらい北、ルクセンブルクあたりま
でをカバーし、４分の３ぐらいが主に天然ガスの供給で賄われている。
　EMBWは主に発電をビジネスとし、今まで５基の原子力発電炉を持っており、そのう
ち１つは既に廃炉の方向に向かっていたが、去年のエネルギー転換で、さらに２基ストッ
プされ停止の方向になった。現在２基がまだ稼働している。それ以外に、水力発電及び再
生可能なエネルギー、いわゆる風力発電と太陽発電が重点的に進められており、中でも風
力発電は、バルト海にオフショア風力発電パークが１つあり、さらにもう一個計画中。

２）　脱原発化のプロセス
　エネルギー関係、主に脱原発化をそれぞれの立場からいろいろな観点で、まずEMBW
の方から伺う。
　原子力発電は、随分前からドイツでは非常に議論の対象になっており、去年、福島原発
事故があって以来、政治的な決定と同時に国民全体のコンセンサスが脱原発のほうに向か
っている。そのため今、新しい再生可能なエネルギー源への投資に努力している。主に力
を入れているのが風力発電、次に太陽発電、そしてバイオガスに投資が行われている。
　５基の原子力発電所中１基は既に事故の前から解体の方向に向かっていた。２基は事故
後にストップされ、残りの２基は８年間の余命の予定の契約がある。同時に並行して努力
しなければいけないのは分配の系統であり、それをもっと充実させないと供給を十分カバ
ーできないという問題がある。
　スバックには原子力発電がないので、基本的には主に分配のほうをしており、さらにそ
の分配率から売買を行う。そういう意味で必需品というか、電気の売買値段に依存してい
る。さらに新プロジェクトとしては、ビルシュテッツというところで、川で発電するタイ
プの水力発電に約10億円の投資をしている。2010年から新しいマネジメントがあり、福島
原発事故の前から「もっとクリーンで、もっと地方自治体のための供給」ということを謳
い文句にしており、事故後それがさらに強化された。大きな水力発電は、ネッカー川とヘ
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ッセンのラーンというところにある。
　バーグンオーバでは既に2008年の段階でエネルギー転換を行うとしており、当時からエ
コロジカルに発電されたエネルギーをお客様に供給するということを決定した。2008年か
ら消費者に供給している電力はすべて一切原子力発電の電気は入っていない。一般企業に
供給している電力の場合は、４%は原子力発電から来ているが、2015年までにすべてゼロ
%に持っていく。
　ドイツでは、シュタットベルクとか、その都市、その地域のための電力供給会社が昔か
らある。バーグンオーバというのは地域が合併したものだが、そういう意味では、基本的
に、エネルギーを外部から買ってくる。自分たち自身による発電はほとんどしない。だか
ら、2008年にこの方針で路線を決めた段階で、もっと再生可能なエネルギーに投資し、自
分たちの発電を行うという方向に向かっている。
　フライブルク郊外から山の上に上がると風力発電の風車が見える。２つあるが、両方と
もバーグンオーバの所持しているものである。見本市の会場の近くにある広い土地に大き
なソーラーパークができ、南ドイツで最も大きいものだが、それがつい最近稼働した。さ
らにバイオガス発電所に多くを投資している。
　2001年の段階で幾つもの分散したシュタットベルクというのが合併してバーグンオーバ
ができた。合併当時に、毎年1.8ミリオン、80万ユーロのお金をイノベーションポンドと
いい、いろいろな新プロジェクトに投資するためのファンドにお金を入れるということを
取り決めている。
　このファンドは基本的に、個人あるいは企業が新しいエネルギーのためのプロジェクト
を紹介し、そこから援助金を得ることができる。上限は大体25万ユーロ。2001年から190
のプロジェクトがファンドからの援助金を得ることができ、トータルでは87ミリオンユー
ロのお金が投資されている。これは大体87億。さらに、学校も多くこのようなプロジェク
トを申請し、例えば、電気自動車関係、「緑のクラスルーム」という燃料セル関係の研究
だが、そういうプロジェクトが学校で行われ、そのために援助金がおろされている。

Ｑ．エネルギー転換の問題について労働者協議会はどの程度発言権があり、どの程度政策転
換にかかわってこられたか。

Ａ．ドイツの会社の組織体の中には、マネジメントボードと監視する監査ボードがある。法
律で、監査ボードには労働者協議会の中の人が必ず入らなければいけない。さらに、ある
一定のサイズ以上になってくると、半分は協議会から来ている状況があり、全体の方向性
に関して自分たちの意見を反映することができるという可能性はある。だが、実際問題と
して見た場合に、原子力発電所を持っている発電会社の場合だと、そこら辺は具体的には
それほど反映されていなかったんじゃないかと思われる。
　まず、このエネルギー転換というのは、ドイツでも異例というか、メルケル首相が短時
間で転換の決断を下したということで、自分たちがそれを決めることに対して何らかの貢
献をしたかというと、それは事実ではない。だから、そういう決断が行われた後で、どの
ようにそれを実現していくかということに対しては多少なりの意見が反映されていると
いうことはある。つまりドイツの状況というのは、昔から歴史的にも原子力発電に対して
の疑問と反対が強かったということが一つ特徴としてある。
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Ｑ．昔から原子力に対する反発が強かったというのは、どういう背景があるのか？
Ａ．ドイツでは最初の時期からさまざまなレベルで、いろんな国民の層の中で反対が強かっ

た。未解決の問題が幾つも原子力発電にはつきまとっていた。例えば核廃棄物の最終貯蔵
をどうするかという問題。さらに、原子力発電の擁護派であったとしても、自分の家の近
くにそれが建てられるということになると反対したり、国全体の人口分布から見てもつく
れるような土地はあまりない。必ず反対運動が生まれるということになる。
　日本で福島の事故があって以来、国民のレベルでどのような反対運動が出てきているの
か？ いわば日本は、ドイツがとる30年前に緑の党ができたときの状態に近いのではない
か。ドイツでも、もし福島の事故がなかった場合、緑の党は今よりもずっと時間をかけて
脱原発の方向に進んで行ったということはある。だからこの事故があったせいで急激に脱
原発という方向に進んでいった。

Ｑ．日本は経済成長重視できたため、人々の連帯がとても弱くなっている。その中で、学校
でも家でも子どもたちは学力重視で、親たちも暮らし方を考えるということをほとんどし
なくなってきている。その中で、反対するとか連帯して原発をやめていくという持続力が
とても弱いのが私たちの大きな心配で、それは学校教育がそういうふうにしてきたところ
もある。
　反対運動をつくっていくような市民の力というのは長い年月をかけてどんなふうに培
われてきたと思われますか？

Ａ．基本的に不安材料があったということで、原子力発電そのもの自体がさまざまな問題点
をまだ抱え、それが解決されていないということで、もし何か起きた場合に自分たちは何
もできない、そういう無力感を伴う不安が非常にドイツ人のメンタリティーのポイントに
もなったのかもしれない。
　そういう意味では、並存しながらも絶えず心配があったのが根本的に強かったのではな
いか。信頼できなかったということ。結局のところ「何とかなるんじゃないか」「国が何
かやってくれるんじゃないか」とか、そういうふうにゲタを預けるということがだめだっ
た。
　歴史的な背景から見ると、反原発ムードというのは同時に政治的状況で平和運動と切り
離せない状態にある。当時は冷戦構造の中で東西ドイツも分かれていて、かなりの核弾頭
がドイツに実在していた。それに対しての反核ミサイル運動、平和運動と反原発運動はか
なり密接に同じ形で出てきた。その時代背景もあり、1970年代頃、例えば女性解放運動と
かそういう流れの中、緑の党が出てきて、さらに決定的だったのは、ハリスバーグのスリ
ーマイルアイランド、さらにチェルノブイリ事故があった。これは実際に自分たちの体験
として深く刻印され、基本的に決定的な要因となったのではないかと思う。
　チェルノブイリの事故は何千キロも離れていたが、実際に放射性汚染をこちらでも測定
でき、畑の野菜などは食べられなかった。屋内でないと危険過ぎたことがあり、それはあ
る種のショックだった。事故後も、チェルノブイリの子どもたちをドイツやいろいろな国
の地方自治体が呼び、こちらに避難してもらった。具体的に目に見えた形でそういう影響
があった。
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Ｑ．多分、ドイツの脱原発の流れは平和運動と連動している。日本は、平和学習はあるが平
和運動はしぼんでいる。平和運動がずっとつながってきた原動力のような背景についてお
聞きしたい。

Ａ．実は、北大西洋平和条約機構、当時、冷戦構造の中でワルシャワ条約とNATOがあっ
たが、その時1970年代に、ドイツで核弾頭が、特に新しいタイプのパーシングⅡという核
弾頭ミサイルをつくるということをドイツ政府が可決し、社民党だったが、それに対して
非常に危機意識が高まった。一発触発だから、一度に核戦争になってしまうような緊張感
が高かったので、危機意識が高いということで平和運動が幅広く巻き起こったということ
が一番決定的だったのではないか。
　結局、東西ドイツに分割されていたが、それがまた最前線だった。今の北朝鮮と南みた
いな部分で、お互いに分かれながらも核ミサイルがたくさん置かれるということに対して
の危機感はとても強かったということ。非常に近距離の範囲でお互いに多大な核ミサイル
が向かい合っていたわけで、それは具体的な脅威だった。

３）　メディアのあり方の相違

Ｑ．日本は54基も原発があるにもかかわらず市民の多くは無関心であったし、3. 11後も危機
意識は決して十分高くない。

Ａ．一つはメディアが重要な役割を持っているということ。ドイツの場合だと、今までポジ
ティブに原子力発電がメディアで紹介されたことは一度も経験がない。あったとしてもネ
ガティブな問題で、最初から逆にポジティブな部分ばかり「クリーンですごくいい将来の
エネルギー源だ」と紹介されていたら、ドイツでもこれほど反原発運動が強くなることは
できなかったのではないか。

　石井小夜子研究会議議員によると「日本も福島原発事故後は、多くの新聞は全く明確な
視点は出さなかった。その中で唯一東京新聞が反原発を少しずつ出してきたけれども、大
手は全く、明確な反原発は出なかった。」
　ドイツではメディアが原発に関してかつてポジティヴに紹介したことはないと市民たち
は証言してくれた。メディアの立ち位置は、日本とは根本的に異なっている。

〈福島原発事故の特集番組を組んだドイツのテレビ〉
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４）　学習内容の質の差
　2012年３月６日：Werkrealschuleでのヒアリング。

「森の授業」
　こちらの学校では主に自然の中での体験を重視しており、小学校１、２年生は特に２週間
に１回のペースで、一日森で授業をすることがあり「森の授業」と呼んでいる。この「バー
ベントヨシュキールプラツ」は、動物がいたり自然の中でさまざまな普通都会では経験でき
ないような、例えば動物の面倒を見てえさをあげたり、あるいは小屋をつくったり、直訳す
ると「冒険プレイランド」となる。遊園地とはちょっと違い、自分で何かをつくって体験す
る、そういうところによく遠足に行く。
　かつて70年代にニューヨークの廃屋のようなところで緑のゲリラみたいなことをやって
いましたね。突然植えたりして立派な菜園をつくったり、そういう似たようなことをシュツ
ットガルトでも合法の範囲でやっていて、使われていない土地を緑にするということを先週
からこの学校でも、この近く百メートルから数百メートルで、生徒たちと行っている。そこ
では菜園のような形で、いろんな野菜などを植えたりすることを予定している。今、鳥のた
めの餌をあげるところをつくったりすることから始めている。

「コンピュータ学習」
　学習指導要領の中にはコンピューター学習は入っていない。コンピューターは、例えば特
別なプロジェクトがあって、計算とか、自分たちで新聞をつくったりするときに使う。

　日本の学校ではカリキュラムの中でパソコン学習が進行しているが、ドイツではIT化
から距離を置き、むしろ「持続可能化」に向けたプロジェクトに、学校を含む市民社会が
力点を置いている点が印象的であった。

５）　平和教育と平和運動のつながり
　ドイツで、特別支援学校を訪問した際の衝撃を受けたエピソードについて記しておきた
い。10-15歳の知的障害のクラスで、遠く日本からの私たち訪問客に対し、教員は何か聞
きたいことはないかと子どもたちに問うた。ジェシカという少女が小さな声でこんな質問
をした。
「フクシマはどうなっていますか？」
　彼女はテレビで見るたくさんの映像に心を痛めていた。学校は子どもたちが理解し落ち
着くためにフクシマについて話し合いを持っていた。家庭でも大切な話題となっていた。
　日本国内で原発に対して「賛成も反対もしない人」が目立ち、無関心がふたたび見受け
られるようになってきた中、ドイツで暮らすジェシカは傍観者ではないように私には思わ
れた。学校が行う「平和学習」だけでなく、メディアと家庭が「平和運動」を手放さなか
ったから、少女はそこから学んでいたのである。いわゆる基礎学力に矮小化されない学び
は、社会により準備される。

４．まとめ〜雇用を分かち、教育過剰を緩め、連帯を回復する
　オランダでもドイツでもコンビニがほとんどない。「鮮度」「値段」「種類」「量」のどれ
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をとっても、コンビニはスーパーマーケットや個人商店に太刀打ちできない。自動販売機
も屋外にはない44。人々の価値観がそのように街をデザインしている。
　そのような価値観をもつ市民は、組合の主張に共感し支援する。オランダの最大教職員
組合であるAObは、今世紀最大のストを予定しており、その直前に私たちはヒアリング
させて頂いた。
　「通常、ストといいますとサラリーとか労働条件についてだが、今回は、明らかに自分
たちのサラリーではなく、教育の質に関して闘うことになる」と幹部は説明した。また述
べた。「オランダの学生にとっても、だんだんテストが強調されるようになり、保護者も
試験などで将来の成功が約束されると思うようになり、それには私たちは反対だ。子ども
を人間としてとらえなければいけないと思う。同様に、私たちは今度の業績に基づく報酬
に反対である。私たち教職員側も、テストによる子どもたちの合格率などにより報酬が変
わってくるといったことに反対している。」
　市民が組合に共感しているのは、労働条件だけではなく「教育の質」に対して組合が明
確に主張しているからであろう。
　いっぽう日本では、2000年頃から不況の悪化を受けた貧困層の増大により、人々の被害
者意識が社会に拡がることになった。政府はあくまで成長路線を選ぶ中で、進行する不況
は、安定した雇用に就く人々へのバッシングとなり、それらの声は強いリーダーを求める
ポピュリズムを帯びてきた。
　チェルノブイリ事故後、日本でも原発廃止論争が起こったが、1980年代以降に見て取れ
たのは、原発を推進する「少数」の人々と、無関心な「多数」の人々という市民社会の構
図であった。たとえば、学級内でのいじめ構造の分析が、加害者の問題よりも傍観者が多
い点がより問題と明らかになったように、日本の社会での問題は、多数の傍観者の存在で
あった。すなわち、現在の日本の社会が直面しているのは、傍観者に追いやられた市民社
会の分断であり、市民が市民を排除したり関心を持たないという状況であろう。なぜこん
な状況が導かれたのであろうか。
　残念ながら、3. 11原発事故を含む市民の思想状況に対して、戦後教育体制は間接的に責
任を負っていると思われる。高度経済成長期以降の教育政策や学校現場は、好むと好まざ
るに関わらず、成長論（たとえば、原発）を支える方向で関わってきたからだ。高度経済
成長期以降の成長論が教育状況を巻き込み、日本の国民は人々と連帯して状況を改善する
方法から遠ざけられてきた。
　日本では「平和学習」はあるが、「平和運動」はしぼんでしまったという現実がある。
平和運動のしぼんだ日本で、平和運動が展開し続けたドイツと同じ道筋を展望できるのだ
ろうか。私たちがこれから目指すことは、成長論から脱し、人々が分断し合わない教育体
制を作りなおすことと思われる。そのために、雇用の安定や分かち合いは大きなテーマと
なろう。
　ドイツの脱原発への市民の声は、分断されなかった「知」の結果である。日本の分断を
救う方法のひとつに雇用の安定があり、それはたとえば、オランダで学んだ制度改善とし
てのワークシェアリングの発想である。それがワークライフバランスを呼び、人々の生活
基盤を安定させ、社会の信頼を回復する。ワークシェアリングは、労働者にとっても企業

44　角橋佐智子・角橋徹也、前掲書、86頁。
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にとっても有利なシステムであるため、労働組合ならば提案する可能性がある。
　筆者にとって、今回考え切れなかった課題として、関係性と連帯の相違の問題がある。
ヨーロッパは個人モデルの社会である。合理的に個々人の能力を組み合わせるシステムは
あるが、時代が求める「生産性」を持たざる人々のありように関してはどう位置づけられ
ているのであろうか。インクルーシブな思想が、生産的とみなされない人々を排除せずに
成立しているのであろうか。伝統的な日本の共同体の思想が、懐深く、生産的とみなされ
ない者を排除せず共生していたカタチは、ヨーロッパには見受けにくく、文化を含めた「関
係性」のあり方についてとらえ返す可能性があると考えながら、これらの研究関心は今後
へと持ち越すことになった。
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Ⅵ　オランダ・ドイツの教員組合を訪問して
� 岡島　真砂樹

【オランダの教員組合】
　３月２日、オランダの教員組合（Aob）を訪問し、オランダの教育課題や組合のとりく
み等について話を伺った。以下、やりとりの内容である。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［ＡＯｂ］
　私はペトラと申しまして、AObで３年働いております。最初はAObの地域の政策担当
をしておりました。その後１年半ぐらい前から事務局長をしております。私からは、
AObがどのように組織されているか、どのような機能を持っているか、私たちが直面し
ている課題等について話したいと思います。プレゼンを始める前に、何か質問があればお
聞きください。

［総　研］
　オランダのワークシェアリングのシステムによって子どもたちの就職の機会はふえてい
るのかどうか、もう１つは、「財団」と「協会」のシステムの違いがまだよく理解できな
いのでお願いします。
［ＡＯｂ］
《ワークシェアリングについて》
　ワークシェアについてですが、結局若い人たちの雇用機会を創出することが重要であり、
結果的にはそうなっています。ただし、それが目的でやったわけではなく、パートを導入
した動機というのは、個々のワークライフバランスを向上させるためです。人生のサイク
ルによって異なりますが、若い人たちはフルタイムで働きたいと思っています。しかし、
一旦子どもができると、男性・女性両方とも、仕事を減らしたい、それでワークライフバ
ランスをとりたいと感じています。特に、パートで働ける、自分で時間数を決めることが
できることによって、大勢の女性が仕事と家庭の両立ができるようになったので職につけ
るようになりました。
　昨日最初に行った学校ですが、校長は男性でした。あそこは初等教育の基礎教育の学校
で、男性の教員は１人しかいません。初等教育で男性の教員は珍しいというか、まだまだ
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少ないので、その男性を大切にしています。どういうふうにして大切にしているかという
と、彼の休みたい日に休ませています。（笑）中等教育になりますと男女教職員の数はバ
ランスがとれています。でも、まだまだ初等教育のサラリーはキャリアとみなすには十分
ではないと思われています。

《財団と協会のちがいについて》
　財団と協会の差というか、どのように使い分けをしているかですが、実質的にはそんな
に変わらないというか、ほとんど同じようにさせることもできます。それは、どのような
定款を持つかによって相当変わってくるからです。まず、両方とも非営利であるというこ
と、両方とも法律に基づいた形態であるということです。一般的に、公立の学校は財団と
いう形態をとっているところが多いです。一般論としては、むしろ特別教育は協会の形態
をとっているところが多いです。この場合の特別教育というのは、特別なニーズではなく
て宗教の方です。そして、一般的には、協会というのは会員の利益を守ります。そして、
財団というのは一般的な利益を守ります。どちらかというと財団の方が、それを構成して
いる人との距離があります。財団にせよ、協会にせよ、その一番意図するところは政府の
影響力から距離を持つということです。中央政府・市町村から独立した形で教育を提供す
るというところが、まずこういった法的な形態が使われる理由です。この両方とも、何ら
かの形で法的な形態が与えられていています。これは、インスペクター制度が両方に適用
されるわけです。ですから、これが財団であろうが協会であろうが、それが教育に差を与
えるとはだれも思っていません。極端に言えば、公立であろうが、いわゆるパブリックス
クールであろうが、オランダの場合はすべてがプライベートスクールであって、公的な資
金が出ています。

《AObの組織について》
　「AOb」の「Ａ」は英語でジェネラル、「Ｏ」が教育、「ｂ」は連盟とか連合とか意味で
使われています。教育関係の組合は複数ありますが、私たちが一番大きな規模です。次の
規模の教育関係の組合は、キリスト派です。頭文字のジェネラルは一般、つまり宗教と特
に関係がないという意味です。ただ、「AOb」には宗教に属しているメンバーもいます。
学校も公立の宗教と関係のないところだけを扱っているというわけではありません。つま
り、宗教が関わっている学校に関しても私たちは活動しています。
　AObは、アソシエーション、つまり、財団と協会の違いで言えば、協会です。全加盟
員は協会のメンバーとして団結しているわけです。私たちの全会員は教職員であります。
教員であるか教職関係の支援をしている人たちであるわけです。ただし、この建物にいる
人たちは事務局に属していまして、ここにいる人たちは教職員の資格はありません。
　初等教育における学校の管理者ですが、特に初等教育に関しましては、こういった人た
ちも私たちのメンバーになっています。また、管理者は私たちが提供できるいろいろな解
決策を必要とするようなニーズを持っているというわけです。私はいわゆる事務局のヘッ
ドをしているわけでして、160人が私のもとにいます。そのうちの100人がこの建物にいま
して、100人が本部、そして60人が地域です。ただ、５つの地域に分かれていて、そのう
ちの１つの地域はこの建物の内部に所属しています。その他は４カ所の地域別にナンバー
で分けています。教職員で学校に勤めているのですが、１週間に１日、組合で働いている
コンサルタントもいます。私たち組合の方から使用者にその１日分を払っているわけです。
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もちろん、彼らは有償の部分に加えて、よくボランティアでもやっています。
　AObは４つのセクターで構成されていまして、１つは初等教育、中等、職業、高等職業、
この４つに分かれていて、各々で政策を策定しています。４つのセクターでは、もちろん、
それぞれのセクターに関しての政策に影響力を行使することができるわけですし、いろん
な検討をすることができます。それ以外にも特別なグループがあります。これは、例えば、
女性問題、レズビアンとゲイの問題、あるいは退職した教職員に関する問題、またマイノ
リティー、つまり、オランダで生まれ育っていない人たちに関する問題。私たちの組合員
の中には「こんなグループなんか必要ない」と言う人たちもいますし、「いや、やっぱり、
こういったグループに分けて話し合うべきだ」という２つの流れがあります。
　ジェネラル・カウンセル（定期大会）が年に２回あります。各地域、各セクターからの
一定の数の人たち100人で構成されています。この大会の時に重要な課題を取り上げるわ
けですが、緊急な課題があれば臨時総会を開催します。そして、定期大会で、ナショナル
ボード（中央委員会）、そして評議会、さらにその中で執行委員を選びます。中央委員会
は教職員ですけれども、１週間のうち２日間を組合の仕事のために費やしています。この
委員会のうちの５人が専従執行委員でして、この５人は毎日ここで働いていて、教壇には
立っていません。
　私たちは２つの大きな使命を持っています。一つは協会としてメンバーの利益を守ると
いうこと、もう一つは教育の質を向上させるということです。ここが設立された当初は、
あくまでも協会のメンバーの利益を守る組織としての役割が非常に強かったのですが、
年々、この２つ目の目的・使命の方にその焦点が移ってきています。８万4,000人のメン
バーを持っていますが、最近、非常に加盟数が増えてきています。これは非常にユニーク
なことで、オランダの他の組合では組織率が下がってきているのに、AObは加盟員数が
増えてきています。他の組合では、新しい若い人たちを組織するのに非常に苦労している
ので、加盟員たちは高齢化していますが、私たちは、若い人たちも組織化しています。
　使命の一つであるメンバーの利益に関しては、集団の利益として当該省と交渉をするわ
けです。オランダ全体の教職員の利益につながるわけで、AObのメンバーでない人たち
にもメリットがいきます。個別の利益に関しては、１つは法的なアドバイスを行うため、
ここには複数の弁護士や法的なカウンセラーが勤めています。もう一つは、一般的な援助
です。コールセンターみたいなもので、いろんな問い合わせを電話ですることができます。
あとＥメールでのいろんな質問にも応じています。
　マーケティング部。これは、どのようにメンバーとコミュニケーションをとればいいの
か、どのように新しいメンバーを誘致できるのか等に取り組んでいます。２週間に１度発
行します雑誌もここで担当しています。もう一つの部は訓練をやっているところでして、
きのう私は苦し紛れに「共同発言」と言いましたが、そういったところでどのように活動
すれば効果的であるかとか、そういったことの訓練も行っています。そして、さまざまな
ワークショップとか訓練を行っていまして、一部分は有償です。これは、メンバーだと一
定の参加費を払い、非メンバーでしたら多くの額を払うというような形です。
［総　研］
　苦し紛れの言葉ってすごく大事なのかなと思いますが、それはオランダ独自の文化とか
方法論ということになるのですか。
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［ＡＯｂ］
　これは、教員、保護者、学生が共同で話し合う形（協議会）です。ヨーロッパではよく
見られます。
［総　研］
　協議会には学生も入っているのですか。
［ＡＯｂ］
　入っているところもあります。ヨーロッパの高等学校以上は入りますね。
［総　研］
　日本にはなくて、それで教員の排除が行われているのですね。
［ＡＯｂ］
　そういったことについて、昼食のとき、ぜひ日本の事情を教えていただければと思いま
す。あとは、人事部、会計・債務部があります。これが事務局の構成でして、事務局とし
てこの協議会をサポートしているわけです。場合によっては、協議会として決めることを
必ずしも事務局としていいとは思わない場合もありますが、最終的には協議会の意向で動
いていくわけです。AObはFNBという連合のメンバーにもなっていまして、FNBは19の
組合から構成されています。国際的な連帯ではEIのメンバーでありますし、また、EUの
教員関係の連合のメンバーでもあります。これが組合についてです。

《AObの教育課題と運動について》
　来週ストを行うのですが、なぜストをするのかをご説明させていただきます。来週のス
トは私たちにとっては非常に大規模なイベントであります。これから改正される法律につ
いて反対し、予算カット、特に初等教育における特別なニーズの子どもたちに対する予算
のカットについて抗議するためです。現教育大臣は３億ユーロをカットしようとしていま
す。これは主に、現在5,000人から6,000人いる特別なニーズを持つ子どもたちの教育をや
っている教員が仕事を失うことになります。また、今は特別なニーズとして扱われている
子どもたちが全部普通の学校に送り込まれることになります。そうなりますと、今のクラ
スの規模が大きくなりますし、今の教員の負担がさらに負担がふえるわけです。それと同
時に、教育大臣は、３億ユーロを教職員のボーナスに向けようというのですが、これをオ
ランダの教職員は反対しているわけです。というのは、どのようにしてその業績をはかる
のか、どのように結果を評価するのか、そういった大きな問題が出てくるからです。これ
がアムステルダムの有名なサッカー場でストを行う理由です。今世紀最大規模のストです。
［総　研］
　６日のストの理由は、特別なニーズを持つ子どもたちを普通の学校に移すという政策と
いうふうに理解してよろしいですか。
　今、普通の学校にいく特別なニーズを持つ子どもたちの費用を削るというのではなくて、
特別支援学校を廃止するということですか。
［ＡＯｂ］
　この政策が通ったとしても、特別なニーズを持つ子どもの学校というのは、まだ継続し
ます。ただし、現大臣が言っているのは、そのような学校に向ける予算の上限を低くした
いというわけです。私たちの見解というのは、子ども、あるいはその保護者たちが「自分
たちの子どもは、こういった知的あるいは身体的な障害を持っているので、普通の学校で
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はなく特別な学校にやりたい」と思っているのに、予算カットのおかげで行けなくなるの
はいけない。つまり、財源の関係で行きたい学校が選べなくなる、それに反対しているわ
けです。過去10年間、いわゆる特別なニーズを持つ子どもたち専用の学校に対するニーズ
というか、行きたい人たちが増えているわけです。やっぱり、これはコストもかかるわけ
です。だから、そこを抑えたいというのが考えです。私たちは、予算カットをしたいため
にシステムを変えることがいけないと思っています。
［総　研］
　それは全く日本と同じ状況ですね。
　ユネスコのサラマンカ宣言というものもありますし、国連の障害者権利条約ではインク
ルーシブ教育がユニバーサルトレンドになっていると言われています。ですから、私たち
もインクルーシブ教育を進めようと思っています。もちろん、特別支援学校を選択する保
護者の権利を否定するわけではないですが、できるだけ普通の学校で一緒に学ぶようなシ
ステムを考えたいと思っています。この組合の方針はいかがでしょうか？
［ＡＯｂ］
　私たちは、できる限り子どもを普通の学校に入れることが第一であると思っています。
ただし、その普通の学校に受け入れられる体制ができていなくてはいけない。それがまず
大前提であるということです。ですから、知的、身体、あるいは行動症の障害がある子ど
もを普通の学校に入れるとき、その対応、特にスタッフの面、人材の面で対応ができるよ
うにしなくてはいけません。今、大臣がやろうとしているのは6,000人の人材カットとい
うことですが、これは一応特別学校に属しているけれども、特別学校から普通の学校にも
支援するために派遣されているわけです。だから、雇用主は特別学校なわけです。実際に
は、普通の学校にも行って特別なニーズのある子どもを支援している教員をカットすると
言っているわけです。

《政党との関わりについて》
　今の政権は右翼派です。保守派と割に中道派のキリスト教です。結局、オランダの場合、
いつも連立与党になるわけです。そのうちに入っている１つというのは新しい政党で、オ
ランダにしてみればすごい右翼です。これがすごくおかしな政党で、日本にはないと思い
ますが、与党には入っているけれども、大臣は出していません。ここで強調しておきたい
のは、オランダではストは非常に珍しく、めったに使わない方法であるということです。
これはフランスとは明らかに違います。フランスは、11月が来ればストと思っているわけ
です。通常は、交渉、協議、そして、どこかで譲歩するわけです。私どもは、去年から協
議を重ねてきましたが、大臣は「とにかくストはしないでくれ。今、これから解決策を編
み出すから」ということで引き延ばしされ、結局、予算カットということ以外何も出して
こなかったわけです。通常、ストといいますとサラリーとか労働条件についてですが、今
回は、明らかに自分たちのサラリーではなく、教育の質に関して戦うわけです。というわ
けで、保護者、そして一般国民からも非常に同情されています。これは、教職員の労働条
件じゃない、すべての子どもの教育の質にかかわることであるからです。１つはっきりさ
せたいことは、AObは全く特定の政党と結びついていません。オランダには非常に多数
の政党があり、以前はそのうちの比較的強い労働党と関連していましたが、今はそうでは
ありません。政党的には独立していており、私たちはそれを誇りに思っています。
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《学力テストについて》
　オランダの学生にとっても、しだいにテストが強調されるようになって、保護者もそう
いったことによって将来の成功が約束されると思ってきた。それには私たちは反対なわけ
です。子どもたちを人間としてとらえなければいけないと思っています。同じような考え
方から、私たちは今度の業績に基づく報酬にも反対なわけです。そうすると、私たち教職
員のほうも、テストのこと、子どもたちの合格率のこと、そういうテストなどによって報
酬が変わってくることに反対なのです。
　テストについてなんですけど、今、中央的なテストを行うべきだという流れとそれに反
対する流れがありまして、「こういった中央的なテストをすれば比較しやすいじゃないか。
国内の比較だけじゃなく、PISAのような国際的な比較もしやすいじゃないか」と。そう
すると、当然ランキングと関わってくるわけです。一方、もう一つの流れは、「生徒の評
価は当該教職員がやるべきである。そして、その教員にもっと影響力を持たせるべきだ」
というものです。

《AObからの日本の教育に対する質問》
　日本の教育、教員の役割、教員としてどの程度の自主性・自立性がありますか、どこか
によって誘導されているものなでしょうか。
［総　研］
　何から説明すればいいかと思いますが、まず、日本の教員が採用されて働くシステムは
オランダと随分違います。公立学校は、自治体、都道府県の教育委員会が採用します。日
本の学校の教員は定期的に学校を移るようなシステムになっています。採用された学校で
教員は、国が検定した教科書を使って授業をするように指導されています。ただし、授業
を進めるときのガイドラインである学習指導要領があり、これに沿って授業をするように
指導されます。では、教員の自主性はないかといえば、教科書だけでは子どもたちの興味、
関心、意欲になかなかつながらないので、教員自らが教材を開発したり、地域教材や別の
教材も勉強に取り入れたりしています。学習形態も単に知識をただ教え込むだけではなく
て、課題解決型といったことも教員が工夫をしながらやっていて、そういった点では自由
です。
　教科書の教材がその地域に、その時期に適しているかというと、必ずしもそうとはいえ
ません。その教材が適していなければ、地域の教材を授業に持ってくるなど、各学校でカ
リキュラムをつくります。当然、教員の自主性・専門性が必要になってきます。
［ＡＯｂ］
　１億2,500万人いる日本の人口が2050年度までには9,700万人、25%人口が減るというこ
と、しかも高齢化が進んでいます。日教組の教育のビジョンというのは、こういった事象
に対してどういったビジョンを持っているのでしょうか。
［日教組］
　学校現場ではいろんなケアが必要な子も含め、さまざまな家庭環境の子どもたちがいま
す。一人ひとりの学力保障や育ちを支えるためには、教職員やスタッフが必要となります。
しかし、日本はOECD諸国の教育予算から見るとかなり低い方です。教育環境を整備する
ための教育予算の拡充が必要です。また、私たちは教育の機会均等を重視したいのですが、
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一部のエリート、国際的にも通用する子をどう育てるかという論議も一方で出されていま
す。私たちは、そうしたことよりも、底上げといいますか、さまざまな課題を持っている
子たちに寄りそった教育が重要だと考えています。

【ドイツの教育組合】
　３月６日、ドイツの教育組合（GEW）のシュツットガルト支部を訪問し、GEWに関す
る歴史や政策について説明をうけ、質疑応答・意見交換を行った。以下、やりとりの内容
である。

［ＧＥＷ］
　こちらはバーデン・ヴュルテンベルク州で最も大きい教育関係の労働組合であります。
　第二次世界大戦後からずっと継続的に成長してきておりまして、今年、４万8,000人の
会員のラインを超えたところです。私の名前はマティア・シュナイダーと申しまして、こ
ちらの州の専務の仕事をしておりまして、さらにスポークスマンとしてメディア関係の担
当をしております。
　こちらにいますのは、マリアさん、サンティナ・バタイヤーさんです。大学及び研究関
係分野の専門の方です。こちらはマーティン・ショーハンさんで、主に公務員と社会福祉
関係の担当です。後からラスティーダさんという事務局で働いている人がきますが、主に
若い組合員の面倒を見る立場にあります。この４月に日本に研修の関係で行く予定であり
まして、すごくエキサイトしているそうです。
　教員だけのための組合ではなくて、教育全体をカバーする組合としてということを志向
しておりまして、さらに、今、ベルギーでいくつかストライキが予定されておりまして、
それを支援するということも行っております。

　バーデン・ヴュルテンベルク州のGEWに関して歴史的な説明をしたいと思いますが、
基本的にここ15年ぐらいは、全体的に労組ですとか政治的な団体のメンバーがどんどん減
っていくという動きがありましたが、それに対抗してバーデン・ヴュルテンベルク州
GEWは、1990年以来絶えず拡大しています。この成長の秘密といいますか原因は、早い
時点での若い人々に対してのアプローチが一番キーだったのではないかということです。
それも、専属の人たち以外にもボランティアの人たちがいまして、専属の人たちは50人で
すが、それに対して5,000〜6,000人ぐらいの人たちがその方向で活動したということが大
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きかったと思います。
　こちらにパンフなどがありますが、こういうパンフなどを使って、メディアを通して若
い人たちいろんな情報を伝えていまして、さらに、さまざまなサービス、例えば、教員と
して一番の心配事というのは、学校の鍵をなくした場合どうするかという具体的な心配が
あるのですが、それに対しては保険があります。こちらのGEWの方で、いわゆる職業を
遂行する時の保険といいますか、対外的に自分が何かしてしまったケースのための保険と
いうものがあります。
　サービスという観点は、かつて1970年代、1980年代の場合ですと、もっと思想的なもの
が中心にありましたが、今はそういうものが薄れつつある傾向にありまして、むしろ実際
的なサービスとかそういうものにかなり重点が置かれるようになってきています。年配の
組合の人たちは「若い人たちはあまり政治的じゃない」とよく言う人がいるのです。少し
形態が変わってきているのではないかということで、基本的に、組合としても、教育に関
して政治全体に対して何らかの影響を与えようとする試みはよくなっています。
　GEWといいますのは、政権交代があってから、ますます重要な政治の対話のパートナ
ーということになってきており、現在の州の政府とは非常にいい関係を持っています。さ
らには、いろんな形でサポート及びコンサルタントとしてやっているわけであります。こ
ちらでは、さまざまなセミナーなどのリュードンス・プログラム、いわゆる今までの知識
をさらにすすめていくようなセミナーを行っておりまして、そこでは、法的な問題からさ
まざまな問題に関して提供しております。

［総研］
　ギムナジウムの人たちへの働きかけはどうされていますか？
［ＧＥＷ］
　ギムナジウムでは、大体4,000人の組合員がおりまして、バーデン・ヴュルテンベルク
州ですとギムナジウムの校数は400を超えるくらいなので、それぞれの学校にコンタクト
パーソンがいます。基本的に、組合員になるのにどういう経路を経てきたかというと、大
抵の場合は口コミだということです。だから、だれかが「こういういい組合があるから」
と勧めて「これはいいな」ということで入る、そういうパターンが多いです。実は、
GEWのギムナジウムでの競合というのは、フィロロゲンフェアバンドといいまして、フ
ィロロゲンというのは、広い意味での言語関係、文系の関係なんですが、そういう連合体
みたいなものがありまして、これは、公務員の組織です。
　志向的には、ギムナジウムが圧倒的にいいということで、総合したタイプのゲマイシャ
フトシューレとは、すごい敵対関係にあります。GEWはゲマイシャフトシューレをもっ
と推進するということを目指したいのです。
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