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はじめに
サーミの人々はスカンジナビア半島中部以北に居住する先住民族である。現在もノルウェー、ス
ウェーデン、フィンランド、ロシアの４つの国が支配する地域に居住している。北欧３国では法的・
慣習的に伝統的サーミ居住地域とみなされている地域（Sápmi）がある（庄司 1995: 231）。
本章では、ノルウェー教育制度の確認および、サーミの人々への教育の歴史的な変遷を整理した
後に、サーミ居住地域の一つである、ノルウェー北部に位置するフィンマルク県のカラショークと
カウトケイノにおける学校訪問調査の結果をもとに、サーミの人々が多く居住する地域において、
教育がどのような現状にあるのかについて検討する。

第１節
第１項

ノルウェーの教育制度
教育制度の特徴とサーミの教育

ノルウェーの学校制度は、小･中学校の義務教育が10年間、高校が３年間、大学が最少年限で３
年間の、７･ ３･ ３･ ３制となっている１）。小学校の就学年齢は６歳からで、その年の12月31日ま
でに満６歳になった児童が翌年の新学期に入学することができる。小学校の教育期間は７年間でそ
の後の中学校は３年間である２）。
義務教育である小・中学校は市町村が管理・運営しているが、高等学校は県が、大学は国が管轄
しており、教育段階によって異なっている。また、義務教育である小中学校はほぼ100％の生徒が
卒業しているが、高校の進学率は約９割と日本と比較すると多少低い３）。
高校には普通科と職業科があり、普通科は語学系と理数系という２つのコースに分かれている。
高校の普通科を修了すれば大学に進学できることになっている。一方、職業科は細かく分かれた職
業別の中から学びたい職業を選び、そこで３年間学べば職業人として認められる。また職業科を選
択した場合でも、大学入学資格試験に合格すれば大学に進学することができる４）。
高校以上の学校に進学する場合、入学試験はないが、高校進学の際は中学校の成績、大学進学の
場合は高校の成績にもとづき選抜される５）。
授業は基本的にはノルウェー語で行われるが、サーミの生徒はサーミ語で教育を受けることがで
きる。また母語がノルウェー語やサーミ語でない小中学校の生徒は、ノルウェー語で授業を理解で
きる程度になるまで母語教育を受けることができる。つまりノルウェー語が母語でない生徒も、ノ
ルウェー語と母語の２か国語で学習できることに加え、ノルウェー語の特別教育を受ける権利が保
障されている（山田 1993）。
ノルウェーの学校では義務教育段階から国立大学まで基本的に授業料はかからない。小中学校で
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は教科書についても無料で学校が貸し出すが、その際すべての教科書にはカバーをつけ、１年間使
用した後にカバーを外して返却する。サーミの生徒の場合もサーミ語で書かれた教科書が使われて
いるが、サーミ語で書かれた教科書は市町村ではなくサーミ議会の予算で作られている６）。

第２項

学校教育別生徒数

ノルウェーの教育統計によれば、2011年時点でノルウェーにおける各教育段階の子どもの数は、
就学前の保育所・幼稚園段階の児童が282,737人、小中学校に就学する児童・生徒数は、小学校段
階の児童が423,374人、中学校段階の生徒は191,039人、合計614,413人である。
日本の高等学校にあたるUpper secondary educationは普通科と職業科を合わせ、232,180人である。
そのうち普通科は195,418人、職業科の見習い実習生等は36,762人となっている。この他に成人教育
機関として民衆高校（Folk high school: 若者を主たる対象とした入学試験のない教育機関）があり、
生徒数は7,164人である。
高等教育である大学をみると、公立の総合大学および専門大学は70か所あり、学生数は250,456
人となっている（Statistics Norwayのホームページより）。

表３－１

生徒数（ノルウェー全体）

学校種別

在籍数

保育所幼稚園
小学校
中学校
高校
大学

第２節

282,737
423,374
191,039
232,180
250,456

第１項

サーミ教育の歴史
第二次世界大戦以前

サーミ社会における教育の歴史は、学校教育制度が始まる以前の1716年、キリスト教の布教活動
の一環として始められた礼拝説教と教育にさかのぼることができる。布教活動をよりスムーズにす
るために、説教にサーミ語が使われたことや、教理問答のテキストをノルウェー語だけでなくサー
ミ語にも翻訳し出版した。その後1767年には、教理問答のテキストにサーミ語だけのものが出版さ
れるなど、サーミ文化に近づく姿勢がとられた（長谷川 2009: 4-12）。
しかし、それらの布教活動は1800年代の初頭には次第に下火になっていった。サーミの教育は、
地域の学校の責任の下でなされるようになったのである。1822年にはサーミのための教員養成セミ
ナーが設立されることになり、1826年にトロンデネスにセミナーが開設された（長谷川 2009: 5;
Hætta 2008: 26）。しかし当初はトロンデネスの教員養成セミナーにサーミの生徒を入学させるこ
とは難しく、セミナーの教授内容も乏しいものだった。そのためサーミ居住地に近い地域であるター
ナやアルタに施設を移したり、トロンデネスセミナーをトロムソに移設（1848年）したりしている
（Hætta 2008: 26）。
学校教育におけるサーミ文化の取り扱い方は、学校で使用される言語に顕著に現れている。1800
年代半ばまではサーミのための教員養成に力を注ぐなど、サーミの教育はサーミ語でおこなわれ
ることが普通であったが、1851年にはサーミ語学校でノルウェー語が機能するように命令される
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（Lehtola 2004: 44）
。その後の1862年には学校で使用される言語についてのガイドラインである言
語指導法が定められ施行されたが（長谷川 2009: 5）、その時点でもまだサーミ語は学校で使用さ
れるべき言語として定義されている（Hætta 2008: 26）。しかし、1870年の法律改訂後にはノルウェー
語とサーミ語のバイリンガルの教育が可能となり、1880年にはノルウェー語が学校で使用されるべ
き言語となった。さらに1889年には学校の授業はノルウェー語でおこなわれることが定められた
（1963年まで）
（Hætta 2008: 26）。
そして1898年には学校法により学校でのサーミ語は使用禁止となり（Lehtola 2004: 44）、サー
ミ語は補助言語として扱うこととされた（長谷川 2009: 5）。さらに1905年には、トロンデネスセ
ミナーにおいてもサーミ語の使用が禁止され（Lehtola 2004: 44）、サーミ語はノルウェーの教育
から完全に姿を消したのである（庄司 1995: 240）。
それと同時に、1800年代に行われていたサーミの教員養成についても、1900年代に入ると、ノル
ウェー人教師にとって代わられ、その採用が奨励されたのである（庄司 1991: 872）。このように
1870年から1960年にかけての学校教育は、政府によるノルウェー化の教育であり、当時の社会的な
要請であるサーミとノルウェー社会の統合化をめざしたものであるが、サーミ社会からみればそれ
はサーミの排除でもあった（長谷川 2009: 8）。

第２項

第二次世界大戦後

ノルウェーの教育から一度姿を消したサーミ語であるが、その後大きな変革がもたらされたの
は、戦後であった。1948年には学校および教育に関する調停委員会が「サーミの学校および教育問
題」のレポートをまとめた。それには、1880年代から続いてきた教育施策の中断と、サーミ史の概
論を含めた歴史的経緯や、寄宿学校、サーミの教科書の状況、サーミ語の教師に対するトレーニン
グ、そしてサーミの中学と高校について言及している（Solbakk ed. 2006: 82）。また同年にはオス
ロ大学にサーミ研究のコースがおかれたほか（Solbakk ed. 2006: 91）、トロムソ教育大学でもサー
ミ語教師の養成を再開している（庄司 1991: 864）。
トロムソの教員養成学校ではその後1953年にサーミ語での課程をスタートさせた。さらに北サー
ミ語の教科書が作成され、徐々に出版されるようになった。サーミ語の教育プログラムは、後にア
ルタ、ボーダ、カウトケイノ、レバンジャーとネスナの大学でも採用され、オスロとトロムソの大
学プログラムはその後すぐに採用された（Solbakk ed. 2006: 86）。
1956年にはカラショーク・サーミ協会が結成され（Lehtola 2004: 58）、教会・教育省はサーミ
問題を調査するための委員会を設置した。委員会は1959年に同化政策を完全に廃止する提言を盛り
込んだ報告書を提出した（Solbakk ed. 2006: 84）。
1959年には小学校に関する教育法でサーミ語が学校での教授言語として認められるようになった
（Lehtola 2004: 60; Solbakk ed. 2006: 85）
。また、同年には、カウトケイノに職業学校ができ、そ
れは後にサーミ高校となった（Solbakk ed. 2006: 87）
。このように1950年代後半は学校教育にサー
ミの文化が急速に取り入れられ始めた時期といえる。
その動きは、その後さらに加速する。1967年にはサーミ語の基礎教育への導入がなされ（庄
、小学校でサーミ語を第一言語として選択することが可能になる（村井 2008: 63）。
司 2005: 72）
1969年にはカラショークにサーミ語によるシックスス・フォーム（高校）が設立され、その後それ
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はサーミ高校となったのである（Solbakk ed. 2006: 87）。1974年にはアルタに教員養成カレッジが
設立され、その後1989年にはサーミ大学に移管され、サーミ･ユニバーシティ ･カレッジとなった
（Solbakk ed. 2006: 93; 村井 2008: 80）。
1997年にはノルウェー人とサーミ用の２つのナショナル・カリキュラムが初めて導入された
（Todal 2003: 185）
。1999年、サーミ教育評議会が宗教および教育省からサーミ議会へ移管され
（Solbakk ed. 2006: 88-9）、翌年の2000年には、サーミ教育の権限についても、サーミ議会へ移管
された。
このようにサーミの教育の歴史をみると、サーミとノルウェー社会の統合化、いいかえれば同化
政策の中で、いったんはサーミ文化が排除されてきた。しかし第二次世界大戦後はサーミの文化を
どのように守り維持するかが主要な課題となり、学校教育の中でもサーミの言語で学習する環境が
保障されるように変化してきたのである。

では現在の教育現場はどのような現状になっているのだろうか。ここではサーミの人々が数多く
居住するカウトケイノの中学校、カラショークの高校、カウトケイノのサーミ大学への訪問からそ
の現状を明らかにしよう。学校訪問は2012年９月４日～６日、インタビューにこたえてくれたのは、
中学校は校長、高校は元校長、大学は渉外担当者ならびに社会科学部の教授である。

第３節
第１項

サーミ中学校
概況

カウトケイノのサーミ中学校は同じ敷地内に小学校が併設されている公立の学校である。ス
ウェーデンのサーミ学校と異なり（本報告書第２部参照）、法的な位置づけは一般の学校である。
ただし、サーミ語が授業言語として用いられている点に特徴がある。
カウトケイノの子どもたちはほとんどがこの学校に入学する。2012年現在、中学校の在籍数は
３学年合わせて96人、14歳から16歳までの生徒が学んでいる。しかし、20年前は120人ほどであり、
生徒数は近年減少傾向にあるといえる。
教員は20人、うち正規の教員が17人、他はパートタイム（非常勤）の教員である。一般的な学校
であればノルウェー語しか使用しないので12人程度でよいが、この学校ではノルウェー語とサーミ
語の両方の言語を使用し、グループに分かれて授業をするため、通常よりも多く教員が必要となる。
教員のほとんどはサーミ語ができるが、ノルウェー語や英語を担当する語学の教員の中にはサーミ
語ができない教員もいる。
生徒のほとんどはサーミである。昔はトナカイの放牧をしている家庭が多かったため、トナカイ
の放牧をしている家族の子どもは寮に住んで授業を受けていた。授業は基本的に学校で行っている
が、放牧の都合で通学できない子どもたちのために寮を用意し授業を受けられるようにしていたと
いう。当時はおよそ40％から50％の生徒が寮に住んで授業を受けていた。最近では交通手段も発達
してきたのでスノーモービルで通ってこられるようになった。また15年ほど前からインターネット
を使用して学ぶことができる教育環境も用意されている。
この学校の特徴は、生徒がサーミ語を学習しなければならないことだろう。在籍する生徒のうち
95％はサーミであるが、サーミであっても、ノルウェー語が第一言語でサーミ語が第二言語となっ
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ている家庭もある。しかし、サーミ語を第一言語としているのは90％を超え、サーミ語がサーミ社
会の中で根づいていることがわかる。

第２項

サーミ語の教材について

サーミ語で授業をおこなうためにはサーミ語で書かれた教科書が必要となる。しかし現状では教
科書のほとんどはノルウェー語で書かれており、サーミ語で出版されたものはほとんどない。そこ
でノルウェー語で書かれた教科書をサーミ語に翻訳して使用している。
サーミ語で書かれた教科書がない場合には、ノルウェー語で書かれた教科書を使用することも珍
しくない。つまりサーミ語の教科書がある場合は教員の説明も、生徒が使う教科書もサーミ語であ
るが、それがない場合には、説明はサーミ語で行っても、生徒が読む教科書はノルウェー語という
ことになる。複雑で大変だがノルウェー語の教科書でノルウェー語で教えてしまえば、サーミ語が
消えていってしまう。教科書がすべてサーミ語ではない現状では、すべてをサーミ語で教えること
ができないという課題が残っている。
ノルウェーでは、中学校は市町村の予算で執行しているため、テキストも本来ならば市町村の予
算で用意するが、サーミの教育についてはサーミ議会で行うという取り決めがあるため、教科書の
翻訳をする場合もサーミ議会が管理する予算で行っている。そのためサーミ語で書かれている教科
書は無料であり、市町村の予算を使うことはない。

第３項

サーミ語の現状

サーミ語で書かれた教材が全体的に不足していることは課題である。しかし、教科のすべてにサー
ミ語を使用することについては、学校によって、あるいは人によって異なる考えがあるようだ。
サーミ語がわからない生徒がいても、ノルウェー語がわからない生徒はいないという現状の中で、
意識してサーミ語を使わなければ失われるとの危惧をもつのは当然ともいえる。しかし一方で、将
来ノルウェー社会、あるいは国際社会で通用するような教育をという視点で考えた場合、専門的な
知識を学ぶためには、むしろノルウェー語のほうが適当であり、ノルウェー語で書かれたものをあ
えてサーミ語に翻訳する意味を感じないという声もある。
数学の用語はサーミ語に直すことができないことや、その場面でしか使用することがないため、
あえて新しいサーミ語をつくる必要もない。これについては物理や化学も同様である。サーミ中学
校の校長も、
「個人的には理系の科目はサーミ語よりもノルウェー語がよい」との考えを持っている。
科目によってはサーミ語を使用しなくてもよいのではないか。そのような考えは教育関係者はも
ちろん、保護者の中にもあるという。だが今日のようにサーミ語で学べる環境は、サーミの人々が
努力し勝ち取った権利であるといえる。そのためサーミ議会やサーミ大学では、政治的な意味で、
もっとサーミ語を使うよう、すべてをサーミ語で学ぶべきだという要請をしているという。

第４節
第１項

サーミ高校
サーミ高校の現状

この学校が設立されたのは1969年、シックスス・フォームとして設立されたのが始まりである。
ノルウェーでは通常高校は自治体が所管するが、この高校は国が所管している国立の高校となって
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いる。ノルウェー全土で国立のサーミ高校は、ここカウトケイノとカラショークの２か所だけである。
生徒数は３学年でおよそ150人と小規模の高校であるが、学生たちは地元のカウトケイノだけで
なく、他の地域から下宿して通学している者もいるなど、地元以外の人々にも支持されている。そ
の理由はいうまでもなく、この高校がサーミの教育を主眼としているからである。そのため生徒の
80％～ 90％はサーミの生徒である。

写真１

第２項

サーミ高校（品川撮影）

入学の条件

入学に際してサーミが優先的に入学できることにはなっているが、サーミであることやサーミ語
ができることが入学の条件にはなっていない。
高校に入るためには、義務教育を終え志願することになっている。生徒は希望する高校を第１希
望から第３希望まで出す。その高校が定員に達した場合には成績で振り分けることになっている。
またサーミの生徒を優先することになっているが、その方法としては、応募書類にサーミであるか
どうかのチェック欄に記入することと、中学校のときにサーミ語を選択しているかどうかで決める。
現状ではサーミである者が希望した場合、ほとんどすべてが入学できる状況であるようだ。

第３項

プログラムの特色

高校でのコースは全部で４つある。①進学コースと、②健康などの保健系のコース、③建築コー
ス、④技術系のコースである。その他のカリキュラムとして、サーミの学生のためのノルウェー語
のクラスや、サーミの学生のためのサーミ宗教のクラス、サーミの歴史などのクラスもある。
現在これらの４つのコースの中で、進学コースの希望者がもっとも多い。また男女別で見ると、
建築コース、技術系コースの希望者は男子生徒が多く、女子はごく少数しかいない。一方で保健の
コースは女子が多い現状である。
これらのコースの教育期間は２年で、進学コース以外はその後２年間の研修があり、資格をとり
就職するという道筋である。
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授業は基本的にサーミ語で行われるが、サーミ語ができない教員もいるので、その場合はノル
ウェー語で教えている。なかにはサーミ語とノルウェー語の両方を使い教えている教員もいる。す
べての生徒がサーミ語が得意なわけではないので、両方の言語で補い合って教科を学びつつ、サー
ミ語も学ぶというようにしている。ただし、サーミの学生しかいないクラス、たとえばサーミの学
生のためのノルウェー語のクラスや宗教のクラスでは完全にサーミ語で教えている。
学生の語学の現状として、サーミ語ができない生徒はいるが、ノルウェー語ができない生徒が入
学してくることはない。

第４項

卒業後の進路とサーミ高校の課題

高校卒業後の進学先として多いのは、トロムソ大学である。オスロの大学を希望する学生もいる
が、そこにしかない教科や専攻を希望する場合だけである。学生たちにとってトロムソが地域的に
も一番手近な進学先である。他にはアルタのユニバーシティ・カレッジ（サーミ関係ではない）に
進学する生徒が多い。地元であるカウトケイノにサーミ・ユニバーシティ・カレッジがあってもそ
こを希望する生徒が多いわけではないようだ。
教員はサーミである必要はないが、サーミ語ができなければならない。しかし現実にはすべての
教科でサーミ語ができる教員を配置することは難しい。このことはサーミ高校としての課題でもあ
る。サーミの高校でありながら、すべての教師がサーミ語ができる現状ではないことや、サーミの
文化・言語をカリキュラムに入れたいが、まだ十分にできていない。
また、教員はサーミのための教育を行うために特別のトレーニングを受けているかといえば、そ
うではない。カウトケイノにあるサーミ・ユニバーシィティ・カレッジにはサーミの先生になるた
めの教員養成コースがあるが、それは義務教育段階の教員のコースであるため、高校以上の教員は
大学で専門がなければならない。その専門は基本的にはノルウェー語で学び、とくにサーミの教員
になる教職コースをとっているわけではない。このように高校の先生になる場合には専攻がなけれ
ばならないので、大学で学んだ後に教職のコースを取り教員になることはあっても、初めから教員
になることを決めている人は少ない。
次の課題としては、サーミ語の教科書が少ないことである。もっとさまざまな教科に、詳しいサー
ミ語の教材がほしいが、現状では足りていない。そのためノルウェー語の教科書を使うなどの工夫
をしているようだ。
インタビューにこたえてくれた教員は、
「サーミとしての積極的なアイデンティティを啓発する
上で教育は必要である。言語を維持したり、文化を維持したりしていく面で重要な役割を果たして
いる。カラショークから他の場所に移り住んだ時に自分がサーミとしてのアイデンティティに疑問
を感じることがあるが、ここに住み、この環境にいれば、サーミであることを自然に認識できる」
とサーミエリアであるこの場所で学ぶことの意義を述べていた。

第５節
第１項

サーミ・ユニバーシティ・カレッジ（ＳＵＣ）
設立の経緯と大学の概況

サーミ･ユニバーシティ ･カレッジは、カウトケイノの高台に位置する近代的な建物にある。サー
ミ文化の多様性からインスパイアされたデザインが随所にみられるモダンな建物である。この建物
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には、大学のほかにサーミ議会の教育部門、歴史の保存と人権団体、トナカイの放牧センターが入っ
ている。
いわば総合センターとなっているこの建物は「デートシーダ（DIEHTOSIIDA）」と呼ばれている。
デート・シーダのシーダはサーミの伝統的な小さい村という意味であり、いくつかの機関を全部合
わせ一つの社会のように構成しているのがその由来である。
このような、伝統的な知識と科学のバックグラウンドを融合するということ、違うタイプの教育
施設を統合することは、サーミの現代的なシンボルとしての役割をもっている。さらにデートシー
ダには、サーミ民族とそのほかの先住民族との国際的なつながりを結ぶ役割もある。国際的な会議
やイベントを行ったりするのもその一つである。
さて、サーミ･ユニバーシティ ･カレッジは、1973年にカウトケイノで発足したノルディック・サー
ミ研究所と、1989年秋に開学したサーミ・カレッジが2005年に統合され発足した。ノルディック・サー
ミ研究所はサーミの文化的・政治的な努力があり設立された機関で、サーミの言語や文化の研究を
おこなっていた。
これら研究所と大学の融合には２つの意義がある。まず１つには、言語・文化・学習内容の点で、
“サーミ環境”の下にある単科大学を創造するということである。もう１つは継続教育の一連の課
程と授業を行うサーミ施設、つまり単なる教員単科大学を越える施設を作ることである。実際、サー
ミ・ユニバーシティ・カレッジはコミュニティーに対して明確な義務をもつ大学であり、より質の
高い教員、プレスクールの教員、専門化した教員を生み出すことを目指している。

写真２

サーミ・ユニバーシティ・カレッジの建物（デートシーダ（DIEHTOSIIDA））
http://www.bygg.no/id/47942より

写真３

入り口フロア（品川撮影）
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第２項

教育課程と学生状況

ノルウェーにはユニバーシティとユニバーシィティ・カレッジがあり、前者のほうが学術的に高
いレベルであるとされる。また、通常ユニバーシティ・カレッジには修士課程までしか設置できない。
サーミ・ユニバーシティ・カレッジには、３つの学部と２つの修士課程のコースがある。学部教
育では４年間の一般的な教員養成プログラムと、３年間のプレスクール教育とジャーナリズムを含
む基礎的な教育を行う学科がある。また、特殊教育、体育、数学、サーミ工芸品（duodji）、バイ
リンガル教育学、社会科と教具の教育学の授業も開講している（Solbakk 2006: 93-5）。
学士課程の３学部とは、社会科学、サーミ言語、自然科学であり、どの学部も様々な形でサーミ
の伝統と関連している。
社会科学部には教職コースも含まれており、幼稚園から高校までの教員資格をとることができる。
さらに社会科学部では法律、歴史、哲学などを学ぶこともできる。ロースクールではないが、法律
のコースはいくつかあり、特に国際法についてのコースがある。
自然科学部にはサーミの伝統工芸について学ぶ課程や、トナカイの放牧についての学士課程もあ
る。トナカイの放牧についてのコースはこの大学では人気のあるコースである。言語学部ではサー
ミ語ができなくても学士号がとれるようになっており、とくに生成言語学については修士課程まで
ある。これら修士課程は最近始まったばかりという。ジャーナリズムの修士課程が正式に開講する
のは2014年からである。
在学生の数はおよそ200人前後、学生数がこの程度なのは大学の規模の問題ではなくサーミの人
口自体が少ないためである。教員は50人前後であり、そのうち専任の教授が６人、非常勤の教授が
７人、講師の数は20人から25人ほどであり、それ以外のスタッフはおよそ100人程度である。
学生はごく少数をのぞき、サーミとして同じ言語を使い文化をもっている。学生の出身地は、地
理的にはサーミが居住する４つの国にまたがっている（スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・
ロシア）。数は明確でないが、学生の大部分はノルウェー側サーミである。それに次いでフィンラ
ンドからが多く、スウェーデンからの学生は多少いる程度である。

写真４

第３項

サーミ工芸コース（品川撮影）

サーミ語

サーミ・ユニバーシティ・カレッジでは入学の条件としてサーミであることは問わないが、授業
はそのほとんどがサーミ語で行われているため、サーミ語が使えなければ学習についていくのは現
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実として難しい。それでもサーミ語ができない学生が入学した場合は、はじめにサーミ語の基礎コー
スを履修するところからスタートする。
最初に10週間のサーミ語の基礎コースをとり、その後１年間中級コースのサーミ語を学び、それ
から各専攻の学科に進むための申請ができる。つまりここで学習するための１つの基準がサーミ語
の習得だといえる。
このようにサーミ・ユニバーシティ・カレッジでは言語学、つまりサーミ語にもっとも力を入れ
ている。言語学としてサーミ語の理論を学ぶことは他の大学でもできるが、理論に加えコミュニケー
ション・ツールとして実践的に学習するのは難しい。その点サーミ・ユニバーシティ・カレッジで
は理論だけでなく、実践的なサーミ語を学ぶことができ、それがこの大学の特徴の一つである。
現在ユニバーシティ・カレッジで使用する主要な言語は北サーミ語だが、日常、スタッフと生徒
たちは、北サーミ語以外にも様々な言語を使用している。そのため北サーミ語以外で学習すること
ができる環境を用意する計画がある。

第４項

学生の進路選択

サーミの学生の現状はどうなのだろうか。カウトケイノはノルウェー国内において、サーミの人々
が多く居住する地域である。その地にサーミのための大学があることで、多くの学生が入学を希望
しているのだろうか。その点について社会科学部の教授は次のようにこたえている。

「賢い、できのいいサーミの学生はここの大学には入学してこない。オスロとかもっとレベル
の高い大学に行ってしまう。医者、法律家、経済家、ジャーナリストなど。有能なサーミはサー
ミ社会には残らず、流出してしまう。自分の息子もストックホルムのビジネススクールで経済学
を専攻し、ハーバード大学でMBAを取得したが、サーミとはまったく関わりのない仕事につい
ている。」

このように優秀なサーミはサーミ社会に残らず、他に流出してしまうことがあるという。また外
に流出するだけでなく、教員になるため４年間専門的な教育を受けた学生が、教員にはならずサーミ
議会に流れてしまうこともある。
一方でこの大学を出た学生の大部分はこの地域に残るという。サーミの教員が基本的に不足して
いることもあり、就職先は豊富にあるようだ。大部分の学生は、この大学で教職の課程をとり、教
員としてこの地域に残る。しかし、残りの一部の学生は普通のノルウェー社会に出て行くので、必
ずしも卒業生のすべてがこの地域に残るわけではないという現状がある。

第５項

サーミの教育の課題

この大学では、ユニバーシィティ・カレッジではなく、正規の大学院大学、つまりユニバーシティ
になるのが最終的なゴールであるとしているが、大学の規模などの問題からその実現の可能性は難
しい。しかし、サーミ・ユニバーシティ・カレッジは先住民機関として2008年にWINHEC（世界先
住民国連高等教育コンソーシアム）の認定を受けているので、通常の基準で大学院大学になるのは
難しいかもしれないが、先住民という特性を打ち出した大学という基準ならば大学院大学になれる
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可能性はある７）。
さて、サーミ・ユニバーシティ・カレッジの2012年から2016年までの戦略計画（Strategic Plan）
によれば、今後の目標として以下の９項目が提示されている。
・社会の変化とニーズに合わせた進行
・サーミの文化的遺産の保護と促進
・ユニバーシティ・カレッジの特性である先住民機関としての可視化
・科学と伝統知識とのつながり
・サーミエリアにおける教育と研究を通じた適性と社会的ニーズの促進
・サーミと他の先住民社会の利益のため、より多くの学生の入学と、より有能な人材の教育を
すること
・随時、研究の対象とリソースの優先順位を明確にする
・管理者、指導者と大学の研究においてサーミ語を強化する
・サーミに関する情報について、おもな社会のニーズを満たす

はじめの項目にみられるように、これまでサーミの教育は、まさに社会の変化とニーズの中で行
われてきた。サーミ・ユニバーシティ・カレッジの教育や研究が、今後も社会の変化とニーズに沿
いながら、サーミの社会と文化を守るために様々な戦略を計画している。

写真５

シアター

写真６

http://diehtosiida.no/より

おわりに

会議室
http://diehtosiida.no/より

サーミ教育の意義と課題

本章ではノルウェーにおけるサーミ教育の現状について、訪問した学校でのインタビューを中心
にみてきた。今回の訪問地はサーミの人々が多く居住するいわばサーミエリアであるため、自治体
が管轄する普通の中学校でありながら、サーミのための教育がなされていた。それはサーミ語が必
修になっていることや、トナカイの放牧をしている家庭の生徒のため、離れていても学習できる教
育環境を用意するなどの工夫にあるように、必要に応じて対応してきたものでもある。
一方、高校はサーミのための国立高校であり、サーミ語だけでなく、サーミの宗教や歴史など特
色あるプログラムが用意されていた。さらに大学では、サーミ語に加えサーミ文化を専門に学習す
るコースや、教育環境が整っており、この大学がノルウェーにおいてサーミ教育の中心的な高等教
育機関の一つであることがわかる。
このように、サーミの人々に対する教育では、サーミ語が導入されたり消えたりする歴史的な経
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緯を経て、先住民を保護する世界的な動き、ノルウェー国内の法律整備、サーミ議会における活動
などがあり、その結果として学校教育においてサーミ語が保障されるようになった。
しかしながら、そのように教育に力を注ぎ、ノルウェー社会とサーミ社会をつなぐ人材を育成し
たとしても、高校卒業段階で優秀な人材がサーミ社会から流出するという問題はサーミ社会にとっ
て大きな課題だろう。
中学校の校長は「北サーミ語は消えていく運命にあると思う」と述べた。そのことは、優秀な人
材であるほど、サーミ社会から流出するということとも重なる。たとえば、高校では「優秀な人材
はオスロなど、都会に出る」ということや、サーミ・ユニバーシティ・カレッジでも、「優秀な学
生はこの大学には入学してこない」という発言があった。
現在では国際的な動きの中で、先住民族であるサーミが守られているが、一方でサーミ自身がサー
ミとしてのアイデンティティをどのようにもつかは、個々人の意識によるところが大きい。一度消
えそうになったサーミ文化を取り戻すためには、教育の場を使いサーミであることを意識的に経験
することは重要だ。だが、それでもなお、サーミであることがその人にとって優先順位の上位にな
ければ、より大きな社会であるノルウェー社会に取り込まれてしまうことは予想に難くない。サー
ミとしてのアイデンティティをどのように育むか、それもまた教育に関連する課題である。
学校においてどの程度それを意識した教育が行われているのかについて、今回のインタビューで
は十分に明らかにできなかった。今後はそれらの点に着目し検討していく必要があるだろう。

注
１）大学院は修士課程、博士課程ともに最少年限が２年である。
２）ノルウェーの新学期は８月である（日本の外務省ホームページより）。
３）文部科学省によれば、日本における高等学校の進学率は97％を超えている。学校の管轄につい
ては外務省「諸外国・地域の学校情報」
（日本の外務省ホームページより）、日本の進学率につい
ては文部科学省のデータを参照した。
４）外務省「諸外国・地域の学校情報」より。
５）外務省「諸外国・地域の学校情報」ならびに、高校訪問調査のインタビューより。
６）外務省「諸外国・地域の学校情報」ならびに、中学校訪問調査のインタビューより。
７）社会科学部・学部長のインタビューより。
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