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幸福度世界一の国デンマークの教育事情 

     
－1年間の生活体験を通してｰ 

 

 小谷 正登                  
 

関西学院大学教職教育研究センター 



デンマークでの生活の概要 
期間：2009.4～2010.３（学院留学制度の利用） 

テーマ：日本の教員養成に資するための 

             デンマークのペダゴーに関する研究 

留学先：リレベルト大学社会教育学部(オーデンセ市) 

研究課題 

(1)ペダゴーの活動領域・内容に関する研究 

   Børnehuset Klostergården    Louisegården 

    Tjek-punkt      Ryttergården      Åløkkeskolen SFO  

(2)ペダゴーの養成課程に関する研究 

・International Semester(The Robot Design Workshop) 

(3)デンマークの就学前教育の特徴に関する研究 

      Børnehuset Planteskolen     Børnehuset Dragen 
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「母親と子どもがともに健康に暮らせる国」第2位    
(NGO組織 「セーブ・ザ・チルドレン」 2006.5.12) 

 ・子どもが健康に暮らせる指標４項目 

 ・母親が健康に暮らせる指標６項目 

「国民の幸福度」第１位(英・レスター大学 06.10.11) 

 ・医療・生活水準・基礎教育を受ける機会 など 

「０７世界競争力ランキング」3位 (世界経済ﾌｫｰﾗﾑ) 

 ・インフラ整備状況・マクロ経済の安定度・教育制度 など 

「国民の豊かさ」総合指標(07)８位 

             (財団法人・社会経済生産性本部) 

「世界で最も幸福度が高い国」 (08.8.29) 

 (「ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾊﾞﾘｭ－ズ・ｻｰﾍﾞｲ」・ＷＶＳ国際非営利調査機関)  
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デンマーク・データーブック① 

• 国名：デンマーク王国（Kingdom of Denmark）
（元首：マルグレーテ2世女王・1972年1月即位） 

• 面積：４.３万平方キロメートル 

• 人口：約543万人（2007年デンマーク統計年鑑） 

• ヨーロッパ中北部、ユトランド半島とシェラン島、
フュン島など大小500の島々から成る国 

• 首都：コペンハーゲン（市：人口50万人） 

• 言語：デンマーク語 

• 宗教：福音ルーテル派（国教） 

• 通貨：デンマーク・クローネ（DKK） 
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デンマーク・データーブック② 
• 歴史：デーン人が9世紀から14世紀にかけて海洋に進出
し(ヴァイキング)、一時は北欧全域を制圧したが、イギリ

スやスウェーデンとの戦争で小国となった。第二次世界
大戦後は、海運大国、農業輸出国、福祉国家、工業国
(高度なデザイン製品)として発展を続けている。  

• 有名人：セーレン・キルケゴール（哲学者） 

 ハンス・クリスチャン・アンデルセン （文学者） 

 ニコライ・グルントヴィ（詩人・教育者） 

• 社会制度：妊娠から墓場までの家庭医制度（住民登録の
際に自分で家庭医を指定） 、教育費、医療費など全て無
料（18歳～65歳の歯科治療費を除く）、掛け金なしで全
員に国民年金を一律同額を支給（65歳以上） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:COA_of_Denmark.svg
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「母親と子どもがともに健康に暮らせる国」第2位    
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「０７世界競争力ランキング」3位 (世界経済ﾌｫｰﾗﾑ) 

 ・インフラ整備状況・マクロ経済の安定度・教育制度 など 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
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デンマーク・トリビア① 

デンマークの面積は、日本の？？とほぼ同じ？ 

 →約43,000㎞２：④九州（約42,000㎞２)とほぼ同じ 

デンマークの人口は、日本の？県とほぼ同じ？ 

 →約543万人(07) 

  ：②福岡県（505万1608人、06年2月）とほぼ同じ 

農地は国土の？？％？ 

 →④７０％（日本は、森林67％、農用地１３％） 

デンマークで一番高い山は？？メートル？ 

 →①１７３ｍ ユディング・スコウホイ 

     (Yding Skovhøj 173m ) 
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デンマーク・トリビア② 

日本で１００万円の車、デンマークで買うと？ 

  ①１００万 ②200万③３００万 ④４00万円 

平均の所得税の税率は？ 

 ①１０％ ②２０％ ③３０％ ④４０％ ⑤５０％ 

消費税の税率は？  

  ①５％ ②１０％ ③１５％ ④２０％ ⑤２５％ 

国政選挙の投票率は？  

 約①５０％ ②６０％ ③７０％ ④８０％ ⑤９０％  

デンマークは、世界有数の農業国、福祉大国・ 

 生活大国、そして｢高福祉・高負担の国｣！！ 



 
 
 
     
   
 

     自然 

           
歴史 

De hygger sig！(くつろいで楽しい時を過ごす) 
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教育制度の歴史的背景 

• １８１４年、世界最初に教育を義務化 

• ｢教育の義務｣（10年間の義務教育期間） 

  ‥教育を受ける義務 （自己決定） 

  ‥学校で教育を受けるか受けないかの選択 

• 「Fokehφjskole（通称・国民高等学校）」  

 神学者、歴史家「N.F.S.グルントヴィ」（１７８３～ 
１８７２）によるデンマーク特有の学校制度 

 主に１８歳以上の成人を対象、全寮制の学校 

 試験、資格なし、｢対話による相互作用｣ 

 民主主義が基本→「人生の学校」 
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デンマークの教育制度 
１．就学前教育 

• ０～３歳 保育園・委託保育（保育ママ） 

• ３～６歳 幼稚園 

• 特徴（社会性の育成） 

  ‥原則として、読み書きを教えない 

  ‥遊びを通しての対人関係の育成 

  ‥自由と責任 

  ‥統合教育の実践（障害児もともに生活） 

  ‥幼稚園学級（０年生学級、６～７歳） 

   ←希望があれば読み書きを教えてもよい 
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２．国民学校（１０年間の義務教育期間） 

• 教育費は国民ならば原則無料 

• ０年生～９年生（小中学校の区別なし） 

• １学級の定員は、最高で２８人 

• 能力差も個人差（人間的価値の差ではない） 

• 個性に合わせた授業 

• 試験・通知表なし 

• 唯一の試験(９年生で実施) 

 ←国による統一試験（今後の進路選択の参考） 

• 障害児教育（ノーマリゼーションの理念と実践） 

  ‥障害の内容・度合い（個性）に応じた教育 
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３．高等教育（３年間） 

• １０年生クラス（約５０％の生徒が継続） 

  ←高等学校・専門学校への進学が前提 

  （不足している学力や情緒の安定を補う） 

• 高校進学率（9・10年生を修了した者の約５５％） 

 ‥｢普通科｣（30～35％）、｢実業科｣ （20～25％） 

• 入学試験がない（9年間の授業の理解度で判定） 

• 高校進学の意義‥上級学校への進学 

• 職業別専門学校（職業訓練校、約３０％） 

 ‥早期から自分の個性にあった職業を考える 

   ←自己決定の原則 

   



ボーナフセ統合幼稚園 
 (Børnehuset Klostergården) 

ー体育幼稚園の実践からー 



•保育室内には、体を動かして遊べる遊具があ
り、子どもたちは自由に遊ぶ。 



 

•保育室内にある 

 トランポリンを使用 

 し、一人ひとり歌に 

 あわせて、自己表 

 現を楽しむ。 

 

 

 



• リズム・表現などの「運動プログラム」は、プレイルー
ムで行われる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 音楽やリズムを通して、体の感覚を認識する。 

• 生活の中に「運動」を取り入れ、子どもの体をサポー
トする。 

 



 
• ペタゴーは一緒にゲーム 

 の中に入り、ルールやゲ 

 ームについて教える。 

•子どもたちと一緒に遊ぶ 

 こと、見守ること、どちらも 

 大切であると考える。 



•様々な道具を組み合わせ活動
の喜びや、達成感を味わう。 

 

•体の動きを通じて自分の体を 

 意識し、他者の存在も意識する。 

 

 



リュッターゴーン幼稚園 
 (Ryttergården)  

ー自然幼稚園の実践からー 



バスで森の中へ到着 

 



 
 
自分たちで 
荷物を 

運びます。 
 

 

中にはお弁当 

が入っています。   

 

 



森の遊び場 



森の遊び場 



旗が目印 

森のホームベース(基地) 



しｚせ 
子どもの作品 



 木も自然の遊具 



子どもたちの迷路 



 



 



自分の手で道具を使う 



道具を使う 



パンケーキ作り 

体温で発酵させる 



１日の終わり 
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４．大学および上級専門学校←入試なしで進学 

• 大学（長期高等教育機関：修業年限５年） 

 ‥大学教育を必要とする職業に就きたい者 

（医師、薬剤師、弁護士、ｴﾝｼﾞﾆｱ、高校教師など） 

• 専門職大学（中期高等教育機関：修業年限3.5年） 

 ‥国民学校教師、ペダゴー（社会生活支援士） 

 看護師、レントゲン技師、理学療法士などの職業 

 ‥教員養成セミナー（大人が子どもを教える制度） 

   ←ポイント制による入学資格 

（職業経験、外国旅行の経験、国民高等学校での
在籍など）→平均年齢（入学２５歳、初任２９歳） 
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教育制度と福祉制度が一体 

• ｢福祉教育｣という概念・制度は存在しない 

• 財源‥所得税約５０％、消費税２５％ 

• 使途‥｢生まれる前から墓場まで｣（医療、年金） 

    ‥税金の多くが、高齢者、様々な障害者、 

     ホームレスの人々のために 

• 高い人間性と福祉理念←教育の力（国民学校） 

               （10年間の義務教育期間） 

  ‥教育を受ける義務 （自己決定） 

  ‥学校で教育を受けるか受けないかの選択 
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教育の基本は、民主主義 

• 国民学校教育の教科‥｢道徳・福祉｣などはない 

• 国民学校法（デンマーク版｢教育基本法｣） 

 →国民学校の目的 

 ・個々の子どもの基礎学力の充実 

 ・将来の民主主義の実践者として準備・教育する 

• 民主主義（民衆の力）の原則 

 ‥｢参加し協議して決議し、協議したことに責任を  

   持ち、結果を共有する｣ 

• 進んだ地方分権→カリキュラムの決定は？ 

            各校の理事会が決定する。 

 



40 

子どもたちも学校経営に参加 

• （公立）国民学校の理事会の構成員は？ 

 →教員、数名の保護者、生徒の代表 

 →カリキュラムをはじめ、授業内容を決定 

 →各教科の目標も教師と生徒が話し合う 

• 1クラスに3段階のレベル（教師と生徒が相談） 

• 自己決定と自己責任 

• 子どもの発言権を重視する教育 

 ‥自分の意見を言葉として表す(権利の主張) 

 ‥議論すること、他人の意見を聞くこと 

 ‥決議すること（少数意見も尊重）、責任をもつ 



デンマークの教育 
保育内容の向上を目的とした文書化と評価  

新しい保育法による(幼稚園)教育要領における 

 6つの評価項目 

①多方面にわたる人格形成 ②社会的能力の育成 

③言語と発音 ④身体と運動 ⑤自然と自然現象 

⑥文化的表現方法と価値 

 ｢国民学校法｣における教育目標 

  ①自己表現・自立     ②自己決定・自律 

       ③社会性    ④創造性 

     ①～④民主主義(自由・平等・連帯)の育成 



①多方面にわたる人格形成 ②社会的能力の育成 

 

 

幸せとは何だろう！ 

幸せは何から生まれるのだろう？ 


