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くはじめ に〉

著者は ､ 2006年 8月にアイス ラン ドの初等及び前期中等教育機関に相当する基礎学校 (gru ndSkoli)I
を訪問 し､ この学校におけるⅠnnovationEducationの取り組みについて話を聞 く機会を得た｡本稿では､

この ⅠnnovationEducationが､アイスランドの基礎学校の中でどのように取 り組まれているか について､

以下の 5点 から整理しておく｡
1.アイスラン ドの国の概要

2.アイスランドの教育制度の概要

3.ⅠnnovatlonEducationの定義 ･目標 ･方法

印 定義

(21InnovationEducationの目標

(3)InnovationEducationの方法

4.基礎 学 校カリキュラムの中でのInnovationEducationの位置づけ

5.Foldasko'1i校における ⅠnnovationEducationの取り組み

1.アイスラン ドの国の概要

アイスラン ドとい う国の概要を以下に掲げる

正式国名 :アイスラン ド共和国

面積 :10万 3106km(日本の約 27%｡北海道 と四国を合わせた面積)

位置 :北大西洋に位置す る島国 人口 :約 30万人 〔2006年 1月アイスラン ド統計局調べ)人 口密度 1km

あた り約 2.8人 首都 :レイキヤビック (約 11万 3000人〕

公用語 :アイスラン ド語 宗教 :キ リス ト教 福音ルーテル稚 く86.1%)

労働人口 :16万 1100人 (2004) 失業率 :3.1% (2004)

産業別労働構造 :農業 3.40/o 漁業 2.90/. 工業 22,40/. サー ビス業 71.20/.

アイスラン ド経済は 90年代の各種の構造改革､93年の通貨切 り下げなどにより国際競争力が向上 し､.世

界景気の低迷からマイナスに落ち込んだ 2002年を除き､平均 4%前後の高成長を続 けている｡ この間､

製造業やサー ビス業が成長 し､水産業一辺倒であった経済構造は急速に変化 しつつあるo近年は､地熱お

よび水力発電により電力 コス トの安いアイスラン ドにアル ミ精錬､フェロシリコン製造 といったェネルギ

ー集約型産業分野で大型対内直接投資 牲(1) が相次いでいる｡

2.アイスラン ドの教育制度の概要

tll教育制度中晩要

アイスラン ドの教育制度は､基礎学校 (grunnsko'li)における義務教育(104

間)､後期中等教育(4年間)､高等教育 (3-6年間)から主に構成 される｡ 学 .
校の設置主体の大半はコミューンで私立学校の数は非常に少ない｡授業料は無

料で教育にかかる個人負用が少なく､すべての国民に教育を受ける機会が平等

に与えられている｡教育方針については､ナショナルカ リキュラム委員会がそ

の骨組みを作成 し､現在は Ⅰで教育に重点を置いた計画が実施 されている｡学

校の役割は､発展す る民主社会で個人が生活するための基礎づ くりおよびその

発展や質の向上を促がす事であ り家庭 と協同 して個人の発展を支えることにあ

る｡特に初等義務教育では､教師 と保護者が情報交換を行な保護者が情報交換

を行な うための場が法令により保障 されている｡往く21
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(27基礎学校のカリキュラム

表 1に学年ごとの各教科の時間数を示す｡往(3)

それによれば､言語 (アイスランド語)､数学､自然科学

体育､社会 ･宗教(SOCialStudieSandChristianstudies)､

芸術､家庭科､ITと技術科､第 4学年から生活技能(life -

skills)が必修教科としておかれている｡さらに第 5学年か

ら英語､第 日学年からデンマーク語が必修教科として加わる｡

授業時間数については､表 1の最下欄に示されているように

1時限は40分｡1週間あたり1-4学年 (6歳～9歳)はヨo

時限､5-7学年 (10歳～12歳)は 35時限､8-10学年

(13歳～15歳)は 37時限が設定されている｡

表 1 各教科の時間数
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_(甘 言平価

各教科に対するテス トの方式や成績の評価は､それぞれの学校によって独自の方法で生徒たちに与えら

れる｡ したがって標準的な評価方法はない｡各生徒の達成度に対する成績表として､数値で記入する方式

や文章で記入する方式､口答など､さまざまな方法で評価がされている｡これらの成績は毎年年度末に渡

される｡毎年第4学年と第 7学年を対象とした数学と言語 (アイスランド語)の全国統一試験が行われる｡

また最終学年 (第 10学年)では､6教科を対象とした統一試験が選択方式で行われている｡すなわち生徒

たちは試験を受けるか否か､また受験する教科を選択できる｡アイスラン ド語､デンマ-ク語､英語､数

学､自然科学､社会科学の 6教科から選択することができる｡生徒たちはそれぞれ自分たちが選択する後

期中等教育 (高校)でのコースによって､受験する科目を選択している｡このテス トの点数と最終学年で

学んだすべての教科の評価が進路選択の際の証明書として与えられ､それによって後期中等教育における

コースを選択する｡ 往く4)

3.ⅠnnovationEducation の定義 ･目標 ･方法

く_1｣定量

InnovationEducationとは､先に述べたようにアイスラン ドの学校教育の新しい教科 (選択教科)であ

り､｢その主な強調点は生徒に創造的な仕事を通して彼らの価値ある実践的な結果を生み出すように生徒を

トレーニングする事にある｡理想的には､このコースは学校と労働市場におけるパー トナーとの協同にお

いて発展していく｣往く5) すなわち､生徒たちが自分達を取り巻く環境の中から問題点や課題を取り上げ､

グループで､それを解決するための方法や手だてを話し合い､探求しその解決策としての製品を創 り上げ

ていく取り組みである｡ⅠnnovationEducationの原型は､アイスラン ドの農村部の学校での工作 (Smida)

科における生活課題-の取 り組みから生まれてきたものである｡往(6) またそれは､｢最も広い意味におけ

るアイディアの仕事であり｣｢我々の環境における必要 (needs)や問題への解決の探求､あるいはすでに

存在 している生産物の改善やさらなる発展｣往く7)を意味している｡

闇 ⅠnnovationEducationの目標

ギスリ･ソルシュティンリン (GisliThorsteinsSOn)によると､ⅠnnovationEducationの目標は以下の

ように設定されている｡

1.生徒の創造力を刺激 し､発達させること｡

2.-定の手順を教えること ;問題を明らかにし､自分のアイディアを発展させ､適切な方法を使って実

現させる｡

3.生徒に日常的に自分達の創造的な能力 (creativeability)を使っていくことを教える｡

4.生徒の自発性 (initiative)や自己イメージカ (Belfimage)を引き出し発達させる｡

5.環境をよりよくする方法を教えていくなかで､"生産物"が持っ倫理的な価値 (ethicalvalue)に気付
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かせる｡

Innovationworkの基礎にあるのは ｢誰でも創造的である｣という考え方である｡その発想が次から次-

と起こる問題に対する独 自の解決法を生みだしていく｡ InnovationEducationの目標を達成するために生

徒に取 り組ませる考え方は環境をより良くするために､Creativepower(独創的な実践力)と Creative

intelligence (独創的な思考力)を使 うことのできる人材を養 うとい う点にある｡以上に述べたことは､ギ

ス.リ ･ソルシュティンソン氏やスベンヴオルグ ･ヨンス ドッテイル Svanvollg氏.Jo'nsdo'ttir氏などの

ⅠnnovationEducationに関する論文の中で何度も強調されていることである｡

(3) ⅠnnvatlonEducationの 方法

ⅠnnovationEducationの学習過程は以下の 7段階に区分される

① FindingneedS 〈必要なものを見つける〉

生徒は環境を学校の外に広げていき､それを取 り組むための課題や問題を確認 していく｡ 生徒たちはこ

れ らの課題や問題を書き下ろすためにノー トを使用する｡かれ らは､聞き取りをした り､新聞を読んだ り､

テレビを見たり､学校内に視点をおいたりまた店に行った り､インターネットを使用 した りするように様々

な情報収集のための手段を指導される｡そしてそこで得た情報をノー ト書き込んでいく｡

②B柑instorming 〈ブレーンス トーミング〉

教師は､黒板に明らかにされてきた必要な事項を羅列 していく｡ 生徒たちはいっしょに可能性のある解

決方法を考えていく (Brainstorming)｡このよう協力してお互いに意見を言いながら検討 していく事によ

ってより理解が広がっていく｡

③Findingtheinitialconcept 〈基本のコンセプ トを見つけ出す〉

生徒は教師と話 し合いながら自分が作業 していきたいコンセプ トを選ぶ｡

④Sketchingmodelinganddevelopingthetechnicalsolution 〈模型をスケッチして技術的な解決を発展

させていく〉

スケッチをしたり､模型を作ったり,また議論することによって､そのコンセプ トを問題解決に向かってよ

りよく理解 し発展 させる事ができる｡これ らは自己との対話や教師からのア ドバイスも含まれる｡

⑤Makingmodel/prototype 〈モデル､試作品をつくる〉

ⅠnnovationEducationの最終的な試作品は普通は一般■的な教室の中で見つけられる材料や道具を使って

つくられ､イギリスのデザイン&テクノロジー科のように創 られた作品そのものにねらいが置かれている

わけではない｡モデルは解決へのアイディアを引き出すもので､簡潔につくられる｡ 時には､完成度の高

い実用的な試作品がつ くられることもある｡

⑥MakingpoSter 〈ポスターをつくる〉

ⅠnnovationEducationのなかで生徒たちは展示のためと､プレゼンティションのための資料 としてポス

ターをつくることを要求 される｡ポスターによってそれそれが取 り組んでいる内容をお互いに知る事がで

きる｡ポスターには､イラス トや図や 3次元の製図なども載せ られる｡またその間題がどのように解決さ

れるのか､誰がどこでそれを使 うのか､どこでどうやってそれが使われるのか､またその材料などについ

ての具体的な説明が書かれる｡

⑦PreSentatlon (プレゼンティション〉

プ レゼンティションとして発表すると言 う事は､生徒が自分のコンセプ トと環境､そ して明らかにされ

たニーズと問題 との関係をより深ぐ理解するのに良い方法である｡また､発表の経験を通 してコミュニケ

ーションの能力を発達させる｡プレゼンテーションをめぐって議論 されたことも生徒たちにとって価値あ

るフィー ドバックとなる｡

4.基礎学校カリキュラムの中でのInnovationEduCatio血の位置づけ

(1) ⅠnnovationEducationが生み出された背景と教科としての位置づけ

｢法律によって各学校は､国の定めたガイ ドラインを基に指導計画を作成するように義務付けられてい

る｡ しかしそれぞれの学校環境や特徴を考慮 した柔軟な教育課程の機会が与えられている｡年度､年次計

画､教育体制､教育 目標､授業内容､生徒の成績評価､学校業務の評価､特別カリキュラムの活動､また

そのほかさまざまな学校の局面における対応学校の教育運営は各学校の管理計画の下で行われる｡｣住 (8)
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アイスラン ドの義務教育学校 (小､中学校)は､1980年代からの段階的な教育改定によって徐々に教育内

容の決定権や実施内容が国から各自治体-さらに各学校-移行する流れを踏んでいる｡ もちろんナショナ

ルカリキュラムのガイ ドラインはあるが､その枠の中でかなり柔軟にその独 自性を出した教科を組み入れ

ることができる｡そのような環境の中で､いくつかの学校の中で工作科教育 (スロイ ド)からイノヴェー

ション ･エデュケーションとい う教授法が開発 され､1つの教科として学校教育に取 り入れていこうとす

る動きが起きた｡さらに 1999年､ⅠnnovationEducationは "InnovationandpracticaluSeOfknowledge"

とい う教科 としてアイスラン ドのナショナルカ リキュラムの中に提案され､そこで教科 として定義された｡

しかし必修科 目のガイ ドラインに組み込まれることはなく選択科目として位置づけられた｡

(2)基礎学校でのInnovationEducationの普及率

現在､基礎学校はアイスラン ド全国内で約 200校､生徒数は約 42000人であるo現在約 100/Oの義務教育

の学校でInnovationEducationが特別教科 として導入 されてお り､たいていは9歳から12歳まで (4学

年～7学年)の子供たちの学年のみの間で行われている｡これ らの学校ではⅠnnovationEduCationを必修

科 目として位置づけているD また 350/Oが､独創的で新 しい方法を取 り入れようとするなかで Ⅰnnovation

Educationの敏捷法を取 り入れた授業を行っている｡そして 54%の学校が ⅠnnovationEducationを全く

取 り入れていない｡

(表 2)基礎学校でのⅠnnovationEducationの普及率
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5.Folda8ko'li按におけるⅠnnovationEducationの取 り組み

最後に筆者が 2006年 8月に訪問した Foldasko'11校 (レイキヤビック近郊)における相 の取 り組みを

紹介する｡

(lI 学校概要

この学校の生徒数は 475人で､教師は49人 〔パー トタイム含む)であり､秘書､図書館司書､保健

士などのスタッフ28人で構成 されている｡学年は､第 1学年から第 10学年 (6歳から16歳)まであ

り､第 1学年から第4学年､第 5学年から第 7学年､第 8学年から第 10学年と3つの段階にわかれてい

る｡各学年は平均 2- 3クラスより成る｡校舎は4練あり､築 20年と比較的新 しい｡スイ ミングプール､

スポーツセンター､特別音楽教室などが併設 されているo授業は朝 8時 10分から始まり､一週間で下級

生は30時限､上級生は 37時限の授業をとる｡ 1時限は40分である｡

闇 Foldasko'li校での ⅠnnovationEducationの歴史

GunnarSdattir氏 と GisliPorsteinSSOn 氏が中心 となって､1992年か ら Foldaschoolにおいて

ⅠnnovationEducationを発展させ､またその教育方法を開発するプロジェク トを始めた｡それ以来､この

学校で半年間､1週間に 2時間の特別教科 として 4学年～7学年の間で ⅠnnovationEducationの授業が

行われている｡その後新たに理科の教師としてこの学校に来たRoSaGunnars舶ttir氏が､彼女の授業内で
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ⅠnnovationEducationを受けたある生徒たちと今までの学校の受けていない生徒たちとの ｢革新的なや り

方｣(innovativeway)の違いに気づき､彼女もⅠnnovationEducationの教科の発達のためのプロジェク

トに参加 し､GiBliPorsteinsSOn氏と共にさらなる教育方法を開発 していったO往 く9)

掛 Foldasko'1i校に担 する Ⅰ_pnovationEduc如iq_rl______中晩_り組みの現状 _

Ⅰnnovation Educationは 技術科の教師がクラス担任の教師といっしょに教える｡ ･GunnarBd批tir氏

と GisliThorSteinSSOn氏が Foldskoli校におけるInnovationEducationの専任教師である｡ またその教

授方法は Svanborg 氏.Gunnars舶ttir氏を中心に開発された｡

Innovation･goalsは次のように設定されている｡

･独創性をもたせる

･自分達の独創性に対する自信を引き出す

･自分達のアイディアで作業を進めていく確かな方法を教える｡

･周 りの環境を観察し､ニーズと問題を見つけ出させる

･Innovationにたいする有効な価値 と存在を評価する事を学ぶ

筆者が訪問した日は､Innovation専門教師の GunnarSd批tir氏の説明のもとInnovationの授業を行なっ

ている教室(工作教室)を見学 し､そこで生徒たちの完成 した作品などを見ることができた｡またInnovation

Educationの学校内での取 り組み方などの説明を受けることができた｡ しかし夏休み中だったため､実際

に生徒たちが作業 している様子をみることができなかった｡その点においては充分な報告ができないため､

補足として､FoldaSkGli校からいただいた innovationEducationについてのDVDを日本語に対訳 したも

のを 以下に紹介 しておく住掴

① InveStigatingtheenvironment,lookingforneedsandproblems(環境を調査 し課題 と問題を探 して

いく)

この場面は､生徒たちが､学校内での自分達を取 り巻く環境のなかでの必要なこと､問題点を見つけ出

しているところです｡またこのときに､彼等は人に聞いたり､新聞を読んだり､雑誌を見た りします｡ほ

とんどの題材は､学校のキッチンや､教室､校庭など自分たちの日常生活の中から取 り上げられます｡そ

こから見つ･け出した問題点､必要なことをノー トに書き込んでいきます｡そして､それを教師に見せ確認

していきます｡そ して新 しい解決法やアイディアを見つけ出していきます｡個々の解決法は独創的であり､

様々です｡ ここで大切なのは､生徒が毎日その間題に対 して発見 したことや考えたことなどをノー トに書

きとめていくことです｡

② WritingaBOlutionontheboard (解決策をボー ドに書く)

Innovationの先生によって､個々のノー トに書かれた問題点はボー ドに羅列され紹介 され､クラスのな

かで､それぞれの問題にたいする解決法を検討 していきます｡それぞれの問題点必要なことなど､授業内

でだされた生徒の意見はそこに書き込まれていきます｡そして少 しずつそこに出された問題点が焦点の絞

られたものになっていきます｡話 し合われた内容は､例えば､

(ア)時間の流れは､速すぎか?それとも遅すぎか?

(イ)山に登るときに困難なこと

(ウ)雪をラッセルする車両について などです｡

③ Ⅰnnovator'8Notepad (生徒たちの書き込み)

(ェ)私のアイディアは支援を必要としている人々のためのプログラムです0

(オ)トイレにフラッシュの部分 とドアノブにゴムを接続することによって､ ドアを由けると同時に水

が流れるとい うアイディアです｡

(カ)私のアイディアはベ ッドのリクラインが 3段階に調節できたらということです｡

(キ)ぼくのアイディアは､山登 りが楽にできるような手袋です｡

(ク)わたしのアイディアはオムツの前の部分が取 り外 しできるようになっていて､オムツ替えが簡単

にできるようなものです｡
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(ケ)これはソックパ ッドです｡ ソックパッドをつけることによって､釘などが足にささるケガを防ぐ

ことができます｡

㊨ FindingSolution(解決法を見つける)

次の段階で BrainstorminAgをすることが可能になりますO最初の段階は､たくさん解決のアイディアを

意見しあい､教師がそれをボー ドに書き込んでいきます｡そして話 し合いの中から問題の解放方法を絞 り

込んでいきます｡たくさんの意見を出し合 うことによって､ 1つのことからまたどんどん新 しいアイディ

アが引き出されていきます｡もちろん生徒たちの中には､自分が変な事をいってしまって笑われてしまう

のではない かと心配 して､発言をしない子もいます｡ しかし､それぞれが参加 しているのだという意識を

もたせ､すべてのアイディアが必要だという認識を持たせるようにして､意見を引き出していきます｡

⑤ Developingthe801ution昌一DrawingandDeSCription (解決法を発展させてい(-図面を書 くことと説

明)

この段階で､生徒たちは自分達のアイディアをひろげていきます｡教師は生徒たちのアイディアを引き

出す助言はしますが､評価をしてはいけません｡生徒たちのアイディアはそれぞれ独創的なものであり､

そのアイディア 1つ 1つを尊重し引き伸ばしていくことが大切なのです｡もし教師がそこで評価を下して

しまったら､生徒たちのイマジネーションはその時点で停止してしまいます｡もっとも重要な事は､個々

の問題解決-のアイディアを生徒自身がさらに発展させていけるように支えていくことです｡

⑥ MakingpoBter昌IFurtherdevelopmentoftheidea(ポスターを作る-さらなるアイディアの発展)

自分のアイディアを表現する1つの方法としてポスター製作があります｡そこに個々のアイディアの説

明や目的などを書きます｡例えば､題名､必要なもの､法律､自然環境､ ドラッグ また試作段階のもの

など｡表現方法の可能性は無限にあります｡これ らのポスターは学校のホール､廊下に展示されます｡材

質の変った紙や色画用紙などを使ったりすることによって､より魅力的できれいなフレームのポスターが

作られていきます｡大切な事は､自分のアイディアをいかに魅力的にアピールしていくかということです｡

⑦ Makingamodelofidea-Thematerialbecome呂amedium (モデルを作る一題材は広告媒体となる)

モデルや試作品を作るときに大切なことは身近な材料を使 うことです｡環境を考慮 して紙の裁断も無駄

のないようにします｡初めの段階は試作品を作ることが重要ではなく､形や色など､モデルそのものが具

体化していくためのものですOアイディアが 1つの作品として実現化するためにいろいろな試行錯誤の取

り組みがなされます｡

⑧ preBentationB-StudentseXPlaintheirideas(プレゼンティション-生徒たちが自分のアイディア

を説明する)

(生徒たちの説明の部分)

(コ)楽器を保管するマテ リアルについてのアイディアの説明をしています｡アル ミホイルでできたも

のは内部の温度を一定に保つためのアイディアです｡

(サ)私はブーツを脱ぐときの台を作りました｡初めは低めのもので作 りましたが､そのあと少 し高め

のものを作 りました｡これだと此処に足を差し込むことができます｡

(シ)これは､読書をするとき手を使わなくていいように考えたものですO彼女はどのよう古手したら手

を使わなくていいかモデルに表わしました｡これがそのモデルです

⑨ TheMarketinFoldaSk占1i(Folda昌k61i校でのマーケット)

FoldaSkGli校では冬に 1度 ⅠnnovationEducationのクラスで出来上がった作品を公 (formulate)しま

す｡彼等は自分達のアイディアをベースにした会社を作 りそのアイディアを製品化 します｡そ して製品の

販売促進-のシナ リオを考えます｡彼等は､マーケテイングをし､そのデータ-からその製品の価値を判

断 していきます｡ここでは､生徒たちが実際にショッピングモールで自分達の製品を売 り出しています｡

また､いろいろな宣伝方法を考えたりより魅力的に見えるようにパッケージの工夫をしたりすることも大

36



アイスラン ドの基礎学校におけるⅠNNOVATIONEDUCATIONについて

長谷川 紀子

切です｡会社 (グループ)のメンバーは民主的に誰 もが一緒に働かなくてはいけません｡そ して誰 もがそ

のプロジェク トの成功を信 じています｡また生徒たちは､会社 (グループ)は､お互いが協力 しあい良い

関係 を持たなければ､その運営はとても困難なものになる事 も学んでいきます｡

く終わ りに〉

2006年度前期か らの英語論文の 日本語訳をす る授業のなかで取 り組 まれてきたテーマの 1つであった

アイスラン ドの InnovationEducationは､.論文を対訳 したものを授業内で検討 しても､今 1つつかみ所の

無かった分野であったが､今回実際にアイスラン ドに行き､ⅠnnovationEducation を導入 している学校を

訪問 しその話を聞 く事ができたことは､それを理解するにあた り大きな収穫であったOまた､Fold_ask61i

校が製作 した ⅠnnovationEducationnの紹介 DVDは､それをより深 くまた具体的に理解する うえで大き

な資料 となった｡

ここ15年の間のアイスラン ドにおける急激な産業構造の変化 と高度経済成長の歩みの中で､同時期に

見直 されてきた教育改革の波にの り､開発 されてきた ⅠnnovationEducationは､今のアイ･スラン ドが時

代の中で求めている人材を育てる要素をもち､ものづ くりに結実 させ るとい う点で､技術教育的な要素を

持った 1つの教育方法ではないかと思 う｡ よりクリエイティブで､自分のアイデ ィアを製品化 に結びつか

せ､それをビジネスに結びつけることのできる人材を育てる事は､ 自然環境の厳 しい中､産業分野で大き

な発展を遂げようとする島国アイスラン ドのこれからの将来のために必要不可欠な課題である｡ これはそ

れに近い環境をもつ我々日本においても同 じことが言えるのではないだろ うか ?

実際､同行 した小中学校の教師達に話を聞いても､これに似たような発想や取 り組みは､ 日本の小中学

校においてもかつてみ られたことがあった し､教師達 自身 も興味のある方法であるとい うことだ｡しか し､

現実問題 として今の 日本の小中学校でこのような形の授業を持っことは難 しいとい うことであった｡アイ

スラン ドが基礎学校の時間割のなかで IT技術科や生活技能科などの実習を伴 う教科の時間数がかな り多

く配当されているのに対 して､ 日本は､主要 5教科に重きがおかれた知識偏重主義の教育や､実習を伴 う

教科に配当され る時間がかな り少な く､またアイスラン ドに比べて技術 ･工作教室の設備がきわめて不十

分な環境､また生徒定員 1クラスである状況では､InnovationEducationを実施す るにはきわめて困難な

状況にあるだろ う｡では､比較的 自由な教育カ リキュラムを導入できる私立の学校やプライペ｣ トないろ

いろな分野の塾､あるいは企業が提供す る子供向けの体験学習のような機会の中で､このような取 り組み

を導入 した ら､また 日本においてもInnovationEducationの取 り組みが可能になるのではないか と思 う｡

自分たちをとりまく環境を見つめ､その問題点や課題を発見 し､その解決策を見出 し製品 として具体化す

るとい う方法を開発 した ⅠnnvationEducationは､ 日本の技術教育を考えてい くうえでも､新 しい視点を

提供 している-のではないだろ うか｡

Ⅲ 外務省 ｢最近のアイスラン ド情勢 と目 ･アイスラン ド関係｣

(出麺1/_里甲nLmOfEt.富里..jp!_1_1_19fa趣埋旦上皇壁土a_pdJ:d鮎貝_,__垣麺虫)2006年 10月

(2) ■外務省 ｢諸外国の学校状況｣http://www.joe乱Oll.jp/world_school/05europe/infoC5

(3) Thenationalcurriculum guideforcompulsollySChoo12004,MinistllyOfEducationScienceand

･Culture

圃 TheEducationalSysteminlceland'"MinistryOfEducation,ScienceandCulture"2002によると

試験科 目に socialscienceとあるが､2004年の nationalcurriculum の必修教科は 紬CialStudyand

ChristianStudiesとなっている｡

(5) 横山悦生｢アイスラン ドにおけるTechnologyEduc?tionの最近の動向について｣『技術教育研究』No.52

199898頁

(6) GiBliThorSteinSSOn氏 (アイスラン ド教育大､スロイ ド教育担当講師)-の横山による聞き取 り調査

による｡

(7) 横山悦生｢アイスラン ドにおけるTechnologyEducationの最近の動向について｣『技術教育研究』No.52

199896頁

圃 Theeducationalsysteminlceland "MiniBtryOfScienceandCultureMonograph"2002年 6月

潮 Svanborg 氏.Jo'nSdo'ttir氏"TheEmargenceofaNewSchoolsubject､ ⅠnnovationEducationin
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Compulsoryschools"BritishEducationalReSear.ChAsS0SiationAnnualConference 2006年

掴 筆者が FoldaSk拙 校 "InnovationEducation"紹介 DVDより概要を 日本語に対訳 した｡
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(9)GisliThorSteinsson ÌnnovationEducationwithintheTechnologyCurriculuminlceland'

『技術 ･職業教育学研究室 研究報告』2005

掴Svanborg 氏.GunnarBd批tirfTheEmargenceofaNewSchoolSubject.InnovationEducationin

CompulsorySChools' "BritishEducationalResearchAssoSiationAnnualConference"2006

師横 山悦生 ｢アイスラン ドにおける TechnologyEducationの最近の動向について｣『技術教育研究』No.52

38


