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▶記　録

記念講演

区'7-1)-:'1-副

中国の教育改革の構想

ーこれからの 10年一

報告者衰振国(中国中央教育科学研究所所長)

皆様、お越しいただきありがとうございます。本日は中国の今後 10年の教育改革につ

いてお話しします。ご存知かもしれませんが、今年、教育に関する重要な文書『国家中長

期教育改革・発展計画要綱 (2010年 2020年)Jが公布されました。この文書は 2008年

から準備され、 2年を経て発表されました。この要綱は今後 10年間の中国の教育の改革と

発展を計画するものです。この要綱の重点は、「教育を優先的に発展させる」、『人間の発達

を中心に据える」、「改革の精神を持って行う」、「教育の平等・公平を重視する」、「教育の

質を高める」という 5つの言葉に集約されます。本日は、改革の中でも改革・革新・創造

ついてお話します。改革・創造という方針は、教育を発展させる原動力です。この要綱に

おいてもこれに関して多くの内容が割かれています。もともと「改革解放」は中国の 30年

の発展を物語る基本的な経験です。今後もこの方針は引き継がれます。これまでの 30年間

では、重要な節目にそれぞれ方策を示す公文書が発表されました。教育の発展を導く戦略

的な文書として発表されてきました。そこで、 3つの時期の重要な公文書について報告しま

す。

区雪E通
1985年、「中国共産党中央委員会教育体制改革に関する決定」が公布されました。この時

期には 10年間にわたる文化大革命があり、不愉快な記憶として残っています。この 10年、

社会はほとんど停止していました。その後の発展において一番大切なのは人材の育成でし

た。当時、国民の平均的な被教育歴は約 5.3年で、国民が小学校も満足に卒業できていない

ような状態でした。そこで国家の目標としては、現代化が打ち出されていました。当時の

経済、教育の体制は中央集権的で、発展も遅いものでした。これを変えなければ、発展は

見込めないと考えられました。

そこで、体制を改革することを目指す文書として先の「中国共産党中央委員会教育体制

改革に関する決定」が公布されました。教育の地方分権化が主に目指されました。 9年制の

義務教育を普及させることも目標のーっとされました。義務教育の普及の責任は地方政府

に任せました。すると、地方において教育に関する意欲の向上がみられ、 2000年には 9年

制の義務教育が確立されました。その結呆、現代において平均被教育歴が 9.5年まで伸びま

した。日本に比べると、 9.5年は確かに短いです。しかし、中国の膨大な人口や、このよう

な短期間でこの水準まで達成した成果は大きいと考えています。また、就労人口に限れば、
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被教育歴は 12年間になっています。当時の改革において第三の目標は大学の自主裁量権の

拡大でした。特に、大学入試の募集計画、就職派遣計画を改革することに対して影響を及

ぼしました。その後、 1980年代末から 1990年代初頭にかけて、急速な経済の発展を伴っ

て、市場経済という概念が出てくるようになりました。市場経済への転換は教育にも影響

を与え、どのように社会主義市場経済にふさわしい教育体制を確立するかが課題となりま

した。

区7~ F副
そこで、 1993年に「中国教育改革・発展要綱」が公布されました。この文書において、

経済発展にふさわしい教育体制の構築が目標とされました。教育の管理は中央から地方へ

と分権化されました。教育の発展に伴い、国民の教育熱が高まりました。その結果、入学

試験競争が激化し、大学進学率や大学入試の点数、入試科目への過度の偏重が起こりまし

た。当時こうした大学入学競争の過熱に関して「点数は高いが、能力は低い」という言葉

が流行しました。

区7~ Fij 
この問題を解決するために、徳・知・美、すなわち徳育・知育・美育を発展させる素質

教育が導入されました。確かに、受験能力も一つの能力ではありますが、社会に出るとこ

れだけでは足りません。そこで、実践能力と創造能力を強調されました。こうした状況を

背景に、 1999年に「教育改革の深化と素質教育の全面的な推進に関する決定」という文書

が公布されました。とりわけ、カリキュラム改革が骨子とされ、子どもの全面的な能力の

発展が目指されました。これにより 10年にわたる、カリキュラム改革が進められました。

10年を経て、中国社会は新しい発展段階に入札教育も新しい段階に入りました。知識

社会では、知識の量が社会の発展の重要な基礎になります。また、国際交流の拡大、情報

化も急速な進展も起こりました。近年、中国では、急速な発展に伴うエネルギーの過度の

消耗が大きな社会問題とされています。これを解消するためには、経済発展の新しいモデ

ルへの転換が必要であるということが、この文書で強調されています。その発展の道筋に

おいて、次の 3つが強調されます。第一に、国民素質の向上、第三に科学技術の向上、第

三に管理の効率化です。教育の発展においても同様に、明確な指針が出されました。

区雪E型
以上を背景として、現代の要綱『中国の教育改革の構想ーこれからの 10年一」が出され

ました。この要綱には教育において改革・創造を基本としなければならないという重要な

言葉が書かれています。温家宝主席も、計画要綱の策定において「改革と創造の精神を体

現し、創意工夫を生かして、既成の枠組みを乗り越え、勇気を持って改革を成し遂げ、新

しい教育理念を確立し、伝統的な観念と体制の束縛を，思い切って突破しなければならない」
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と指示しました。「改革・創造」の精神は要綱作成の基本方針となりました。

区7-1Fij 
この要綱は、「序言」と「実施」のほかに 4つの部分から構成されています。第3部では

「体制改革」が示されていますが、ここに限らず、改革はこの要綱全体の骨子です。

区豆 F91

第三の「体制改革」は次の 6つから成ります。「人材育成体制の改革」、「試験と学生募集

制度の改革』、「現代学校制度の建設」、「学校運営体制の改革」、「教育管理体制の改革」、「教

育開放の拡大」です。この 6つは、まず児童・生徒の育成に直接かかわる内容から始まっ

ています。徐々にそこから広がり、最終的には教育環境まで拡大されているため、同心円

拡大のモデルで理解することができます。この「体制改革」以外でも、改革について言及

されています。

区'7-1F 101 

例えば、就学前教育は義務教育のレベルに至っていません。これをいかに発展させるか、

政府・社会・家庭がこの問題にどのような責任を持つのかを考えなければなりません。な

た、義務教育は確かに普及していますが、学校間格差が大きいという課題を抱えています。

均衡して発展させることが義務教育の課題ですが、そのためには教育資源・経費をどのよ

うに盟分するか、特に農村部にどのように配分するか、学校聞の交流をいかに組織するか

が問題となります。ほかに、職業教育を例にすると、職業技能度どのようにつけるか、職

業学校・社会・産業をどのように連動させるかも課題となっています。

区雪王亘
このように、それぞれの教育段階にそれぞれの課題があり、並行して改革を進めなけれ

ばなりません。要綱の第 4部の保証措置においても改革が含まれています。保証措置にお

いて、「教師集団の確保」が最重要の課題となっており、優秀な人材をいかに教師集団に引

き込むかが課題となっています。教師の意欲をどのように高め、専門性をいかに高めるか、

これらの問題も、管理部門の課題となっています。

また、「経費支出の保証」の問題もあります。中国の経済発展に伴い、教育の経費も高め

なければなりません。教育経費の増加は、経済の増加よりも早く、加えて、比率も大きく、

ということが法的に定められています。教育予算は経済発展のスピードより早くする必要

があります。中央・地方政府は財政の中で、どのように教育に配分するかという課題を抱

えています。以上、要綱の枠組みを紹介しました。これからは、これらの改革がなぜ重視

されるのかについて説明します。
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区7-1F 121 

この要綱は、教育が抱えている問題を解決することを目的として作成されました。教育

規模の拡大に伴い、質の保証がなされていない点が問題となり、これを解消すべく改革が

行われています。

区7-1F亘
第一に「改革を通じた人間の全面的発達を促進」へと改革する必要があります。これま

で、知育が主な教育観とされてきました。この場合、点数が過度に重視され、それ以外の

能力は軽視されました。今回、児童生徒・学生の社会に対する責任感、生徒の実践能力及

び生徒の創造能力が強調されています。特にこの 3点が強調されるのは、児童生徒がこれ

らの能力を不足していることに起因します。そこで第一にカリキュラムの問題が考えられ

ます。児童生徒のこのような能力を発展させるにあたり、カリキュラムは適当だったのか

ということが関われています。第三に、教育評価が重要になります。知識の習得を中心に

評価すると、授業も知識の習得が中心になります。そのため、評価は学習者の全面的・総

合的な評価へと今後シフトしていく必要があります。第三に、授業の問題です。教授法と

して、一斉授業が適切なのか、子ども・教師の双方向型の授業に転換するかが重要な問題

になっています。

これらの改革を行うために、学校の管理体制、教師の資質といった問題を考える必要が

あります。さらには、社会の教育に対する認識も変えていかなければなりません。教育改

革は社会の改革でもあります。これまで、素質教育を実施してきましたが、支持をしない

保護者もいます。従来の試験を重視した勉強に対し、現在のこうした教育に疑問をもっ保

護者もいます。教育改革は教育の内部にとどまらず、教育の外部、すなわち社会全体を改

革するものでなければなりません。したがって、今回の教育改革要綱も教育部ではなく、

中央政府によって交付したものです。

区雪王亘
次に、 r2.改革を通じた教育の優先的な発展の推進」に移ります。教育を優先的に発展

させることは共通認識となっています。 80年代からの経済発展について、 GDPの伸びを基

準とすると 86倍に発展したことになります。教育への投資に着目すると、 138倍になりま

した。倍数に着目すると大きく感じますが、もともとの投資が弱いため十分とは言い難い

です。教育への投資を多くするには、国民の考え方を変えなければなりません。地方財政

において、経費をどれぐらい教育に投入するかに関しては、これまでの考え方を変える必

要があります。それに伴って、地方政府の幹部の人事評価も、教育投資の拡大への貢献に

関して評価するようになりました。

国家の財政における税収と、地方の財政において、どれだけの比率で教育に投資すべき

かについては改革に頼らざるをえません。日本は税金に占める教育投資の割合はある程度

決まっていますが、中国の場合、発展のスピードも速く国情も変わっているため、政策の
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変化も速くしなければなりません。これまで中国の発展の中では、経済的な発展にカが注

がれてきました。今後は国民の発展に目を向ける必要があります。国民の教育や退職金の

保証など、福祉に目を向けなければなりません。

区7-1F亘
r3 改革を通じた教育の公平の促進」についてです。教育の発展は大きな成果を生んで

きましたが、同時に格差も生みました。都市と農村、東・中・西部の格差など、経済の発

展に伴って格差の拡大が進みました。収入の格差に応じた教育格差が生まれています。

80年代は義務教育の普及が第一の課題でした。すべての子どもが教育を受けることを保

証することが目指されましたが、当時その質は十分には考えられていませんでした。現在、

既に義務教育は普及しているため、今後どのように質の高い教育を施すか、ということが

課題になります。中国の学校をご覧になられた方はご存じでしょうが、学校間格差は大き

いのが実情です。この格差をいかに是正するかについては知恵が必要となるでしょう。

義務教育における格差の是Eについては、以下を講じることで実現できるものと考えて

います。第一に、経費の投入です。とくに農村に集中的に投入することが必要となります。

第三に、教育設備に不足がある学校に力点を置いて経費を投入することです。要綱の中で

も、義務教育における学校の建設基準(スタンダード)が示された点が重要です。教師の

質も、学校の質にかかわる重要な要素です。今後、教師を流動化させる制度も導入する必

要があります。学校を均衡して発展させることと同時に、教育の質が高い学校のレベルを

下げないことも大切です。弱い学校を急速に発展させるとともに、質の高い学校の水準を

下げないように努力する必要があります。第三に、社会的な弱者にいかに平等な権利を与

えるかという点です。ここで、弱者とは、『経済的な弱者、貧困層の子ども」、「農民工の子

ども」、「障害児」を指します。現在、すでに小学校から大学に至るまで、こうした弱者を

対象とした補助制度が確立されました。この制度では、「助けるべき子どもをすべて助ける」

という理念が掲げられました。政府がこうした弱者を評価するにあたり、その基準は子ど

もや児童・生徒、大学生、家庭が困難な子どもが経済的な理由によって退学することを認

めない、という評価基準が出されています。

現在、経済の発展に伴って農村から 3億人が都心に流入しました。こうした都市化の問

題は、世界でも見られます。しかし、この規模、期間で生じた問題は、中国以外の他の国

では見られないでしょう。こうした人々の移動が早いため、学校の設備などの発展は追い

付いていません。そのため、農民工の子供にも、都市部の子供と同じ教育を受ける権利を

保障するという政策が出されました。他方、この出稼ぎの親と都市にくる子どもではなく、

農村に留守番をする子どももいます。

(記録大下卓司教育方法学講座 01)
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区7-1F1ij 

r4.改革を通じた教育の質の向上」についてです。教育が発展していく状況を示すた

めに、教育に関するデータを示したいと思います。 80年代初めごろの入学率は、小学校で

は 66%、高校では 20%に及びませんでした。高等教育では 2.7%でした。一方、現在、 9

年制義務教育はすでに普及してします。高校の入学率は 80%、高等教育の入学率は 24.5%

に達しています。当時、発展の目標は学校への希望を増やし、できるだけ多くの児童生徒

が教育を受けられる環境を保障することでした。当時、教育発展の評価指標システムが作

られましたが、この評価指標システムにはまだ教育の質が含まれていませんでした。

現在は、義務教育も高校教育も普及しています。高等教育の発展もスピードが速いです。

これからの焦点は教育の質です。どのような教育が人間の発達に一番適切なのか、またど

のような人材育成モデルが社会の人材への需要に応じることができるのか、今検討してい

ます。これからはやはり質向上を目標とし、それによって教育システムを構築します。

区7-1F 171 

r 5.改革を通じた教育の活力の増強」についてです。今までの政府の機能は教育を管

理することでした。学校教育に干渉しすぎることが多かったです。これからはできるだけ

政府が教育を管理する権利を分権し、行政的な干渉はできるだけ減らしします。学校の内

部においては、教師、学生の積極的で自動的なやる気を引き出し、自主的、民主的な環境

を作ります。このような問題は今社会で多く議論されています。そのため、今回の要綱に

もこのような内容が含まれています。大学の自主裁量権を保障し、民主的な環境を保障す

ることによって、大学の管理の軌道を改善するのです。

同様に、先ほど説明した素質教育が強調するのも授業における児童生徒の参加です。以

上が、なぜ要綱においてそこまで改革が強調されるのかについての説明でした。

区雪~
「三.教育体制改革の内容と目標」についてです。これから、改革に関する 6つの重要

なことを話したいと思います。

区雪 F191 

1番目は r1.人材育成体制の改革」です。これには 3つの改革があります。 1つめの改

革は人材育成の理念の更新です。良い教育には科学的な教育理念が重要です。社会、家庭

にもこのような教育理念を理解してほしいと思います。

人材育成理念には次の 5つがあります。 1つめは全ての人がきちんと教育を受けるという

ことです。例えば英才教育のように、一部の人を重視し一部の人を軽視するような教育は

だめです。現在、中国の法律においては重点学校が禁止されました。これまでの教育にお

いては、能力のある人が重視されてきました。そのような観念はまだ残っています。 2つめ
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は人間の全面的な発達を目指すということです。学校知識だけではなく、人の思想道徳、

健康的な体、色々な能力といった社会に出ても生きるカを重視します。 3つめは生涯学習で

す。現在、社会の発展は速く、学校で学ぶ知識はあくまでも一部です。社会に出て社会の

発展に従事することができるようになるには、学びの能力を子どもに身につけさせなけれ
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|スライド初-211
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役立つことです。このような目標を実現するために次の 3つの政策を考えています 1つめ

は、学校が自主的に募集を行い、学生に複数回の権利を与えるというものです。 2つめは、

総合的な評価を行うことです。 3つめは、情報の公開と社会による監督の強化です。

区雪王璽
3番目は「現代の学校制度の建設」です。現代学校制度の建設については、人間の発達の

規律、教育発展の規律にもとづくことが重要です。私たちは「教育専門家がもっと学校運

営へ」というスローガンを出しました。学校運営においては、自主的な運営権利が重要で
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す。ただし、その自主的な権利が大きければ大きいほどいいというものではない、と私た

ちは認識しています。学生、教師、学校のそれぞれの権利はどのような権利なのでしょう。

また、そのような権利とともに責任が必要です。権利と責任のバランスを考えることも重

要です。それもこれからの学校が探究するべき課題だと考えます。このようなことは、小

学校・中学校・大学各教育段階によって異なると思います。中国の教育改革は、まだ経済

の改革よりは遅れていると認識されているため、力を入れて改革していかなくてはなりま

せん。

区雪王詞
4番目は、「学校の運営体制の改革」です。まずは、教育の公益性という原則を堅持しな

ければなりません。次に考えるのは、できるだけ社会の色々な方面から支援を得ることで

す。これからは民営教育に力をいれます。現在、就学前教育においては、民営教育が 50%

くらいを占めています。義務教育段階においては 3%が民営教育です。高校教育においては

20%が民営教育です。高等教育においても十何%を占めています。民営教育への支援に力

をいれることによって、国民の多様な教育に対する要望をよりよく満足させることができ

ますし、教育発展の活力も強めることができると思います。政府の責任は、やはり公平を

進めることです。それに対して民営教育の機能は多様な選択権利を国民に与えることです。

区豆王画
5番目は「教育管理体制の改革」です。 80年代以来、教育管理体制に関する改革はずっ

と行われてきました。 1985年の改革公文書では、中央政府からの分権が目標でした。つま

り、中央政府から地方の省レベルの政府、市レベルの政府、さらには県などの政府へ分権

することです。当時はできるだけ社会全ての資源をもって教育を発展させること、現在は

教育の公平的な発展が課題となってきました。省とは、地方政府の一番高いレベルの管理

の部分です。まず、省レベルの政府が教育を総合的に計画する権限を拡大し、教育を発展

させようと考えています。今回の要綱においては、まず省レベルの政府に分権します。そ

れから省レベルの政府が総合的に教育を発展させることが要求されています。その責任が

強化されます。省レベルの全体的な計画が強調されています。

区雪王璽
6番目は「教育開放の拡大」についての改革のことです。これについては、主に教育の国

際的な交流と協力の拡大・深化が強調されています。このような交流によって、中固また

は世界の教育の発展が目指されています。具体的には、より多くの留学生を海外へ派遣し、

中国圏内へもより多くの留学生を受け入れます。海外の大学との交流も増やします。共同

研究も行います。以上が、教育改革の主な内容です。
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区7-1F 2ij 
最後に、「四.教育体制改革を推進する方策」について述べたいと思います。

この方策は3つの言葉でまとめることができます。1.全体的な推進、 2.重点的な突破、

3 改革実験モデルでの先行です。

区7-1F詞
[1.全体的な推進」についてです。教育の改革は教育内部を改革するだけではできま

せん。例えば、カリキュラムの改革、指導方法の改革であっても、教員集団の育成に関わ

ります。色々な面にかかわりますが、それぞれのところに同じように力をいれるのも良く

ないと思います。まず、重点的なことを見つけ、それを重点的に改革してそのような問題

を解決することによって、全体の改革を目指します。

区雪~
[2.重点的な突破」についてです。この要綱では、色々な調査研究によって社会から

色々な意見を聞き、次の 10個の重点プロジェクトを決めました。今ご覧のような 10個の

重点プロジェクトですので、スライドをご覧ください。

区'7-1F2副
[3.改革実験モデル」についてです。教育改革は、社会にも大きく注目されています。

それぞれの家庭の子どもに影響を与える改革だと思います。教育の改革は、他の改革、例

えば経済や科学技術などの改革とは異なる性格を持っていると思います。どの改革であっ

ても成功して欲しいと皆思っていますが、とりわけ教育の改革は絶対失敗してほしくない

と思っている、という点です。 1人の人は一生に一度しか教育を受けないので、失敗すると

もうやり直す機会がありません。そのため、教育の改革では失敗は許されません。教育の

改革は、いつも社会の注目を浴びます。社会から色々な意見や、なかには批判もたくさん

受けます。簡単には行えません。

現在の中国においては、まず一部の地域を実験モデルとして先行実施することによって、

改革のリスクをできるだけ抑えます。実験モデルの経験をまとめ、問題を洗い出し、それ

から全体的に普及させます。このような積極的な態度を持ち、段取りの良いルートで改革

を進めていこうと思っています。

(記録奥村好美教育方法学講座 Ml)

匡亘空函
田中先生:ただいまから、シンポジワムを開催したいと思います。シンポジウムには、た

だいまご講演いただきました哀先生、そして本学教育学研究科から杉本先生、南部先生

をお迎えして行いたいと思います。本日は本学の大学院生以外にも、たくさんの方々が
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来てくださっています。東京の中日大使館からリ先生、大阪の総領事館からリュウ先生、

チョウ先生にお見えいただいています。本当にありがとうございます。

それでは早速、シンポジウムに移っていきたいと，思います。まず、杉本先生、南部先

生をご紹介します。杉本先生はアジアの教育を中心に、そこから日本の教育をグローバ

ルな視点から研究されています。また様々な国の教育改革についても研究しておられま

す。南部先生は特に中国の教育に焦点を合わせながら、日本の教育やグローパルな教育

に関してご活躍されています。両先生、まずは哀先生のご講演に関しまして、全体的な

ご意見・ご感想をお願いします。

杉本先生:教育学研究科の杉本です。哀先生、すばらしいご講演をありがとうございまし

た。私は比較教育学を専門にしておりまして、特にアジアの教育を中心に研究を進めて

おります。まずアジアの教育という観点から、感想を 1つ述べさせていただきます。本

日は 2020年を目指した、 10年後の教育改革についてお話していただきましたが、感ず

るところがありました。私個人の話ですが、東南アジアの中でも特にマレーシアを中心

に研究を行わせていただいております。実はマレーシアにおいても、 30年前に国家発展

計画が打ち出されました。教育もその計画に大きく関わっています。その目標は、中固

と同じ 2020年を目指した計画となっております。また南アジアのプータンにおいても教

育調査をしておりますけれども、ここでも2000年に2020年計画を打ち出しております。

その他の固においても、いくつかの国々が 2020年を目標とした教育計画を打ち出してい

ると聞いております。これは単なる偶然なのか、それとも 2020年という年がアジアの教

育において大きな目標点とされている年であるのか、ご意見いただければと思います。

また本日お話していただいた教育改革は、包括的で幅広いものであると感じました。

この教育改革には、 4つの大きな特徴があるように思いました。 1つめは、子供たちの

全人的な発達、生涯的な発達を視野に収めているということです。 2つめは、社会の全

面的な参画を想定しており、様々な社会的な要素が教育に関わっていくことを要請して

いるということです。 3つめは、社会の各要素、これは子どもたちから行政にまで至る

ものですが、これらの自主的・民主的な環境の構築による教育活力を重視しているとい

うことです。最後に4つめは、教育を含めた、社会の公平的な発展を強く意識している

ということです。このような非常に包括的な教育計画が今年の 7月に出されたというこ

とで、新しい情報をお教えいただいて本当に感謝しております。

田中先生:ありがとうございます。質問に関しては、まとめてお答えいただこうと思って

おります。それでは続いて、南部先生、よろしくお願いいたしますロ

南部先生:教育学研究科の南部ですロ非常に貴重なお話をお聞かせいただきまして、あり

がとうございます。この場でお話させていただきますこと、感謝しております。先ほど

田中先生が紹介してくださいましたように、私はこれまで中国の教育に関心を抱いてお

りました。幼児教育から大学教育に至るまで、様々な中国の教育に興味を持ってきまし
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た。特に中国の教育改革と、どのような方向性を持っているのかに関心をもっておりま

すので、非常に哀先生の話を興味深く聞かせていただきました。哀先生のお話にもあり

ましたように、中国では1970年代に改革開放政策を実施しまして、教育の発展を意識し、

様々な政策を実行し、量的な拡大と質的な向上を図ってきました。それを踏まえて、本

日のご講演では、現時点での到達点と問題点、改善点、そして今後の見取り図が描かれ

ていました。 85年、 93年、 99年の文書は、中国の教育を全体的に理解するためには重

要な資料だと感じてきましたが、今回お話いただいた 2010年の文書も今後長期に渡って

参照され、今後の教育改革の動向を見る手がかりになるものだと感じました。その意味

で、本日ご講演してくださったお話の中には、中国の教育の全体像を見るための有益な

情報がたくさん隠されていたのではないかと感じました。

田中先生:ありがとうございました。両先生から、衰先生のご講演に対する全体的なご意

見・ご感想をいただきました。それでは、続きまして、両先生にフロアを代表していた

だいて、様々な角度からご質問をしていただきたいと思います。まず杉本先生からは全

体に関わるような質問を、そして南部先生からは個別に至るような質問をお願いしたい

と思います。

杉本先生:それでは私から、代表して質問をさせていただきますロみなさんが質問したい

ことを想定して質問し、みなさんのご関心にお応えできればと思います。さて、先ほど

感想で述べさせていただきましたが、この教育計画要綱は包括的なものですが、それぞ

れの理念が矛盾なく達成できるのかどうかということに関して、 4つの質問をさせてい

ただこうと思います。まず 1つめは、教育の公平と教育の質の向上ですロ教育の公平な

発達、公平性の確保というものと、質を向上させるということは非常に難しい問題で、

日本においても戦後、この問題に苦労して取り組んでまいりましたロ教育の格差という

問題に関して、ご講演の中でも、様々な問題点を指摘し、また様々な取り組みの計画を

お話していただきました。農村地域への経済の導入、弱い学校に関する施策、教育の質

を均質化するというお話もありましたロその中で流動人口に関する問題点もお話されま

したが、これには、様々な流動のかたちがあると思います。やはり、基礎教育・義務教

育の段階では、動く子供たちに対して質の高い教育を保障するというのは難しい問題だ

と認識しています。定住した人々への基礎教育というものと、流動する子供たちへの教

育というものの聞にはジレンマがあるかと思いますロこのような問題に対して、どのよ

うな対策を講じられているのかについてお話し、ただければと思います。

2つめの質問は、人材育成の理念と評価に関することです。人材育成の理念に関して、

人間の全面的な発達、素質教育、個性の発達という理念をお話いただきました。これに

関して、それらを重層的な仕組みで評価するというお話ですが、人間の全面的な発達を

評価する具体的な方向性やヒントをお話いただければと思います。

3つめの質問は、地方分権、学校間格差の解消、民間教育に関する質問です。この問

題は日本や他の国においても起こり得る問題ですが、資源に余裕のある地域とない地域
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との聞に格差があります。地方分権を目指しながらも、いかにして、そこで生まれる格

差をどのように解消、もしくは拡大を阻止していこうと考えておられるのかお聞かせい

ただければと思います。

4つめの質問は、民間活力に関するものです。日本は公教育に対して、教育支出が少

ないと言われており、またそれを民間活力で補っているとの話もあります。これは同時

に、政府の教育に関する責任の薄さを表しているとも言えます。地方に教育の権限が移

されることに関して、民間の活力を導入すべきなのか、あるいはその格差を解消するた

めに、公的な補助を強化すべきなのか、そのことに関してお話いただければと思います。

田中先生:杉本先生ありがとうございました。 4点に渡ってご質問いただきましたが、非

常に重要で、我々もぜひ聞きたい質問としてまとめてくださいました。

衰先生.とても価値のある質問だと思います。ありがとうございます。これらの質問から、

杉本先生は世界の教育の流れ、中国の教育事情をよく知っておられる、と感じました。

これらの質問は全て今の要綱を起案するときによく議論される問題でした。こうした重

大な問題に対しては、様々な意見があります。そのなかから、どの意見を採用するのが

よいでしょう。一番問題解決が早い方法、そしてこれからの教育の発展のためにいい方

法を意見として採用します。また、中国の実情に応じた解決策を考えなければなりませ

ん。中国の事情にもとづいて私の考え方を述べます。お答えになればと思います。

まず 1つめの質問、公平と教育の質の関係について応えたいと思います。この関係に

ついては、質のない公平は本当の公平ではないことから、質のある公平であるべきだと

基本的に思います。質のある公平、公平的な質、が重要です。この理念を政策で実現す

るために、これから 10年聞は公平と質の向上を同時に推進します。この要綱には、公平

を推進することが基本的な政策だとはっきりと書かれています。

具体的には次のことが重要です。 1つめは教育の公益性と普及性という性格を保つこ

とです。 2つめは、公平においては機会の公平が重要だということですロ 3つめは、義務

教育においては、義務教育の均衡的な発展のため弱者層に力点をおくことです。 4つめ

は、公平を推進するために公的教育資源を配置することです。合理的に配置するために、

農村地域に力をいれます。ここで強調したいのは、公平を推進するための主な責任は政

府がもっということです。最後は、中国社会の公平を推進するために全社会のカをかり、

皆で協力して公平を推進します。要綱のなかに 10個のプロジェクトが書かれています。

その中には、今話したことをどのように実施するのか、経費をどのようにかけるのか、

などが詳しく書かれています。どうしても公平と質が矛盾する時には、公平を優先しま

す。

流動人口の子どもの教育についても話したいと思います。実は、 1990年代後期から流

動人口の子どもの教育が社会問題になり、近年特にそれが目立ってきました。流入地の

政府、さらに公立的な機闘が責任をもって、流動人口の子どもも都市部の子どもと同じ

ように教育を受けられるよう保障します。今の流動人口の子どもの教育については、 8割
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以上は今までの都市の公立学校が負担しています。 10-15%の学校はわざわざこれらの

子どもたちのために作られた専門的な学校です。

2つめの質問、人材の育成と評価の問題について話したいと思います。子どもをどの

ように評価するのかについては、その評価規準も難しく、振り子のようだと中国ではよ

く言われます。先日、田中先生から学力に関する本をいただき、そこにおいてもカリキュ

ラム、授業、評価についてかなり詳しく述べられていました。評価、特に評価規準に関

しては、国の教育事情によって異なると思います。アメリカでは最近、中央集権的で統

一的な考え方や、知識が以前より重視されてきています。中国では今後、児童生徒の能

力面の評価や、個性に関することを重視していきます。以前中国では、教育イコール本

を読む、というイメージがありました。しかし、教育観は変わりました。現在、本を読

むことや知識を学ぶことは全て手段です。知識と能力を習得し、社会に出てからの実践

力を持つことが目的です。試験の改革、特に大学入試改革を通じて、こうした転換を行

います。今まで 1回の試験だけであった大学入試について、次のことが考えられていま

す。 1つめは、 1回の試験だけでなく、高校で学ぶ各教科の総合的な評価もみるというこ

とです。 2つめは、特技を持っている生徒、なにか素晴らしいことができる生徒に対する

優遇政策です。 3つめは、生徒の社会活動への参加が入試で参照されることになります。

しかし正直に言って、これらの改革はすごく難しいことなので、実験しながら探求して

います。

3つめの質問、分権と格差の問題について述べたいと思います。私の理解では、杉本

先生のお考えは、分権すると地域格差があるため、貧しい地域は教育のレベルが下がっ

てしまい、ますます格差が広がってしまうということですね。この問題は 2つの段階に

分けて考えます。 1つめは中央政府の段階です。中央政府によって教育に支払われる経費

は地域によって異なります。例えば、中央政府は西の内陸地域には多くお金を出してい

ます。西部では、教師の給料は、全て中央政府がお金を出しています。地域の発展レベ

ルによって、中央政府が支払う経費が変わってくるのです。例えば、西部に対しては教

育のおよそ 80%、中部に対しては 60%、沿岸部に対しては 20%を中央政府が出します。

2つめは省レベルの段階です。省の中でも、市や農村によって格差があります。省レベル

の政府も中央政府と同じように、各市、各農村の発展に応じて経費を出す比率を変えま

す。省レベルの政府の全体的な構成によって、省内の均衡的な発展を目指しますロ

最後に4つめの質問である民営教育について話したいと思います。おそらく杉本先生

は、民営教育が発展すると政府の責任が弱まるということを心配しておられるのだと思

われます。しかし、教育の公平は政府の責任である、ということは共通認識です。さら

に民間教育を運営したいという意欲はたくさんあります。民営教育を重視する理由は次

の3つです。 1つめに、民間資金を多く教育に取り入れることができます。 2つめに、民

営教育には、それなりに運営する方法や活力があります。公立教育にも影響を与えてほ

しいと思います。 3つめに、異なる家庭の需要に応じて、異なる教育を提供できます。同
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じような教育を受けさせることを公平といいますが、きちんと選択の権利を与え、行き

たい学校へ行かせることも公平の内実だと思います。公平の問題については政府主導、

選択の問題については民間のカを借りたいと思っています。共に協力して教育を発展さ

せます。

田中先生衰先生、ありがとうございました。非常に明断なお答えで、グローパルな教育

の中で起こっている問題に関して、非常に明解な見解を示してくださったと思います。

それでは続きまして、南部先生、ご質問をお願いいたします。

南部先生:ひとつだけ、具体的な質問をさせていただきます。大学の学生募集に関して、

大学の自主権が問題にされる、ということに関する質問です。大学の在り方に関して注

目を集めるのは、日本や中園、他の固においても同じです。中国では自主権の拡大とい

うことが言われていますが、日本においても同様の動きがありました。日本では国立大

学が法人化して以降、大学入試を大学が自主的に設定できるようになりました。その結

果、たとえば京都大学では入試の機会が減り、すべての学生を筆記試験によって評価す

るようになりました。これは、中国の教育において重視されている、素質教育や全人的

な発達という理念や、複数回試験を設けるという取り組みには反していますロそういっ

た可能性も含めて自由に踏み混むのか、あるいは政府の規制を強く発揮するなかで一定

の自由な権限も与えるということなのか、ということに関してお考えを伺えればと思い

ます。また中国においても日本において起きたようなことが起こりうるのかということ

についてもお話いただければと思います。

哀先生:本当に挑戦的な質問だと思います。中国では今、 2年に 1度国際大学総長シンポジ

ワムがあります。総長達にとって関心が高い問題が取り上げられます。日本の大学の法

人化について、日本の大学の総長による講演を何回か聞いたことがありますロそれぞれ

の総長によって意見が違いました。そのため、解決方法は 1つだけであるとは思いませ

ん。自分の国の実情を踏まえて解決方法を出すことが重要だと思います。

中国の大学に自主権利を与えるために、まずは大学を 1つの法人として考える制度の

建設が大切です。この要綱の中で強調されるのは、各大学が自分の大学の規則を設ける

ことです。中国には高等教育法があります。高等教育法には、大学の 6つの権利が書か

れています。そのような権利を、どのように確実に与えるのかが問題です。中国の高等

教育が抱える問題は、各大学の特色が少なく大体同じであることです。そのため、これ

からの改革において、類型を作り分類を行うという方法を取ります。それぞれ特色があ

る大学を構築したいですね。

大学の募集制度についての改革はゆっくり進めていこうと，思います。中国には大学入

試の全国統一試験があります。これからもある時期まではずっと行おうと思っています。

ここでいう統一試験とは全く同じ試験という意味ではありません。統ーというのは、時

間と難易度の統ーのことです。試験問題の編成は各省に任せます。今、中国には 31の省

がありますが、そのうち 13の省が各自の試験問題を編成しています。各省がその省ごと
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に、成績順位で採用を行います。

現在問題になっているのは、能力の全てが点数に反映されるわけではなく、点数が低

い生徒の中にもきちんと得意な領域を持っている生徒がいることです。そのため、政策

面においてもこうした事情をきちんと考えて改革していこうと思います。改革は、まず

一部の学校で実施しようと思います。最初は、全国の大学の 1%から実施し始め、 5%く

らいで実験した後、どのような政策にするか考えます。

大学に募集を行う権利を与えると同時にもう 1つが強調されていることがあります。

「太陽の光の応募」という言葉があります。つまり、応募は常に公平で、社会による監

督を受ける応募であってほしいのです。この改革には結構時聞がかかると考えています。

しかし、ある時期をこえると、その効果が見えてくると思います。謝謝。

(回中先生についての記録合国一成教育方法学講座 M1)

(杉本先生、南部先生についての記録山本はるか教育方法学講座 M1)

(哀先生についての記録奥村好美教育方法学講座 M1)
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中国未来十年的教育改革

中央教育科学研究所所長 支援国

中国《国家中長期教育改革和友展規剥綱要 (2010ー2020年)))(以下筒称《教育

規却j綱要)))，子 2010年 7月次布，受到国隠上的J'JZ栄注。主主是本世紀以来我国政

府最重要的教育文件，是我国教育史上具有里程碑意X的一件大事，披7干了我国未

来十年乃至 21世紀教育改革和友展的新篇章。 7月 13-14日，在北京召升了 1978年

改革升放以来的第四次全国教育工作会ti，国家主席胡錦涛、国条院主主理温家宝it
表了重要俳活，対貫千切《教育規測網要》倣了全面部署。

一、改革是《教育規刻鯛要》的主旋律

〈ー)改革升放是 30年中国取得巨大成就的基本経詮。

士主部綱要是一部改革的綱要，充満了改革的精神和改革的要求。

1978年以来，中国経済快速度展得益子改革升放，教育的成就也得益子改革升

放。堅持改革ヲ干放是中国快速度展最重要的経詮，我国鋭意推進各方面体制改革，

成功実現了)A高度集中的t十剥経済体制到充満活カ的社会主X市場経済体制的房史

特折。在不断深化経務体制改革的同吋，不断深化政治体制、文化体制、科技体制

以及教育体制的改革，不断形成和友展符合当代中国国情、充満生机活カ的新的体

制机制，効我国経済繁栄次展、社会和潜稔定提供了有カ制度保障。

改革奔放以后，我国分刻子 1985、1994、1999年召升三次全国教育工作会決，

在三ノト美鍵肘刻，頒布了三ノト綱領性文献，推劫了改革奔放 30年来我国教育事.ill'.不

断返上新的台険。 1985年頒布的《中共中央美子教育体制改革的決定》提出，教育

体制改革的根本目的是提高民族素炭，多出入オ、出好人オ，必須有系統地主並行改

革。把it展基硝教育的責任交姶地方，有歩事草地実行九年制s.条教育;淵整中等教

育鎗オキ，大カ it展取.ill'.技;;ft教育 z 改革高等学校的招生t十是j 和主~.ill'.生分配制度，ず
大高等学校亦学自主板。

1993年頒布的《中国教育改革和友展綱要))，在 1985年《中共中央美子教育体

制改革的決定》的基硝上，対教育工作提出了“建立造庇社会主久市場経済体制和

政治、科技体制改革需要的教育体制，更好地J;j社会主X現代化建淡~R条"的新要
求，対我国教育体制改革的方向、目椋、思路和改革的内容，進一歩倣丁深刻的岡

述，全面地勾画了如何建立起与社会主X市場経務体制相進五量的教育新体制的藍図。

1999年頒布的《美子深化教育改革全面推進素康教育的決定》提出了“全面推

述素康教育，物建一ノト充満生机的有中国特色社会主s.教育体系，J;j実施科教栄園

占t略莫定堅実的人オ和知沢基砧"的杏斗目杯，要求改革教育体系鎗椅、教育制度、

管理体制，J;j実施素康教育創造条件。

肘隔 11年，園内外孫境変生了深刻変化，我国在世界経済和国隊事長子中的影哨

越来越大，実現金面建波小康社会目杯進入美鍵的最后 10年，教育升始)A大国向強

固速道。在主主祥的美鍵吋期召ヲ子第四次全国教育工作会吠，頒布《国家中長期教育

改革和友展規剥綱要))，再次吹哨教育体制改革的号角，在継承以往教育改革手ロJ変

展成果的基硝上，対未来十年我国教育体制机制改革倣出了新的峨略部署。

(ニ〉教育規測網要在題目上就突現了改革的主題

規剥是"*逸it展的t十均L包括明碗皮展目杯和任条以及制定完成目杯任弁的行

劫t十~D。我国教育部在本届政府第一任期伊始， 2004年初的吋侯，即7干始着手研究

制定 <<2020年中国教育皮展綱要》的工作，当吋的題目中未合“改革"ニ字。 2008
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年 3月，根据党中央的指示，要深入系統升展大学>J、大淵研、大吋it，就制定《規

剥綱要》制定新的工作方案和湖研方案。当年 8 月，温家宝~理主持召7干国家科教
領専小組第一次会淡，原則通辻了綱要制定工作方案。此吋，綱要的題目巳更改:h
“国家中長期教育改革和友展規均j綱要ヘ会上，温~理特刻要求，規均l綱要的制定
“要体現改革倒新精神。教育規~D要成:hーノト改革側新的規1自L 必須~持解放思想、
大胆突破、男子制新。要樹立先進的教育理念， ~中破f寺銃規念手ロ体制的束縛。"按照
主主ー思想的指引，研究起草姐始終符以改革側新精神謀者j教育事~科学友展作:h教
育規測網要制定的基本原則，井将改革的思想貫穿綱要全文始終。

(三)改革内容占綱要全文三分之一以上

《教育規均j綱要》除F予言和実施タト，包括主主体哉略、~展任条、体制改革、保
障措施四ノト部分。

第三部分“体制改革"淡了六ノト章常憐改革， JA人オ培券体制、考武招生制度、

現代学校制度、亦学体制、管理体制、対外ヲ干放六ノト重点領域対改革主並行了系統淡

t十。第二部分:h “~展任条ぺ包括学前教育、;iU子教育、高中断ト段教育、lIR、~教育、
高等教育、書道綾教育、民族教育キロ特殊教育八章。主主部分主要是明碗国民教育体系

中各級各炎教育的変展目半宇和任条，但毎一章中都体現丁以改革促進~展的誠略思
想。比知学前教育一章，包括三条内容: 1.基本普及学前教育;2.明碗政府取責:

3.重点皮展次村学前教育。第 l条中提出了“到 2020年，普及学前一年教育，基本

普及学前商年教育，有条件的地区普及学前三年教育"的変展目キ示。 :h 丁実現~展
目椋，后商条中提出了一些重要挙措，女ロ“建立政府主号、社会参与、公亦民11'、井
挙的亦固体制。大カ皮展会亦幼JL困，釈放扶持民亦幼JL因。カロ大政府投入，完善

成本合理分担机制，対家庭生主主持困雄幼JL入国始予キト助。"“釆取多科形式ず大荻村

学前教育資源，改ず建、新建幼JL因，充分利用中小学布局湖整富余的校舎和教姉

挙亦幼JL園(班)0"彼明星，主主些挙措的実演是通辻弟、学体制改革来ず大学前教育

資源，保涯普及目旅的実現。

第四部分:h“保障措施ぺ包括加重量教姉臥伍建没、保障経費投入、が快教育信

息化道程、推進依法治教、重大項目和改革斌点、カロ霊長姐奴領尋六章。主主六章的内

容是均実現第二部分各級各笑教育次展目訴手ロ任条倣文事事的，也包合大量改革的内

容。比女P“カロ強教9市臥伍建波"一章，首先JA9市徳、止条水平等方面対各級各美学

校建淡高素康教姉臥伍提出了要求。 :h了主主到主主些要求，用相当多的篇幅対教9市管
理制度改革倣了部署。比虫~，“知恵学校肉位管理，側新蒋用方式，規tB用人行先，
完善激励机制，激変教9市釈放性和音D造性。建立健全X条教育学校教9市和校長流劫

机制。城鎮中小学教9市在坪蒋高級取美子(取称)肘，原則上要有一年以上在衣村学

校或薄弱学校任教経応。カロ張教9市管理，完善教姉退出机制。推行校長取扱制。"途

些改革挙措是カロ強教9市臥伍建t史的有カ保障。

jJ列卜，:h了切実推進改革、尽快見到成放，差E守n提出了本届政府庖劫突施的

10大改革減点任条，既要保証改革的釈放推進，又通辻由点到面的減点，保近改革

的稔妥実施。

二、当前我国深化教育体制改革的援迫性

胡錦涛主席在全国教育工作会伏的俳活中指出: “改革是教育事~~展的強大
劫カ。要深化教育教学改革，重視教育改革的系筑波t十字ロ整体安排，カロ快重要領域

和美鍵杯令改革歩伐，以改革推劫~展，以改革提高炭量，以改革増強活カ。" 30 

多年来，随着教育体制改革的不断深入，現在教育改革進入了深水区，制約教育更

好~展的深屡次矛盾凸呈出来，士主些矛盾既有規念上的沖突，也有利益上的沖突:
既有与伶主主体制的J中突，也有新F生的矛盾。影哨主主些矛盾的因素更如実余，改革

也更がヌ良准，也更か迫切。
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〈ー)通辻改革促進人的全面皮展

人カ資源是経済社会友展的第一資源，教育是升友人カ資源的主要途径。促主主

毎小学生主劫地、生劫活波地変展，7i!毎小学生提供透合的教育，是倣好教育工作

的出$t点字ロ落脚点。但目前智育第一的片面$t展規辱致深堂教学重知釈伶授，経能

カ培葬，考核予Hfトキ示准和方式単一，深程淡t十不完善、教学方法落后等尋致我1fJ的
学生実践能カ、側新精神不強，等等。改変主主科状況，首先必須カロ快推述人オ培券

模式改革。努カ促進学尽結合、知行合一，改革教育教学方法，升展庖$t式、探究

式、対法式、参与式教学，激変学生的好奇心，培券独立尽考能カ。堅持教育教学

与生芹労劫、社会実践相結合，も上学生不伏学会失ロ玖，支E学会劫手、学会倣事、学

会生存、学会与刻人共同生活。カロ快推進深程教材改革，科学迭捧不同教育険段学

生必須掌握的核心内容。其次，要改革t平伶迭抜、考試招生制度。改変単純以考試

7i!手段、以分数7i!申示准的学生t平併方式，対学生徳、智、体、美各方面$t展情況作

出会面t平併，建立科学的会事合素炭坪併制度。強化人オ迭抜使用中対実践能カ的考

査，克服社会用人単純追求学府的傾向。改革考試招生制度，政変“一考定終身"

的倣法，ず大考生的自主逃捧机会，允セ午考生多次造事手。完善招生釆取オ法，建立

健全有利子守口人オ、側新人オ迭抜的多元求取机制。

(ニ)通辻改革推劫教育1;t先変展

教育佐先$t展，切実保涯妻E務社会友展規却IJ1;t先安排教育$t展、財政資金依先

保障教育投入、公共資源1;t先満足教育和人カ資源升$t需要，是我園長期堅持的一

項重大方針，是着目良子社会主X現代化建淡全局的重大蛾略迭拝。当今世界，経済

企球化深入$t展，科技進歩日新月昇，国隊尭争日起激烈，知沢越来越成7i!提育長事

合国カ和国隊尭争カ的決定性因素，人オ資源越来越成7i!推劫経済社会$t展的成略

性資源，教育的基磁性、先尋性、全局性地位和作用更か突出。十年材木，百年村

人，教育培券人有一ノト周期，主主粋滞后性決定了教育不f又要在資源分配吋得到佐先

保障，而且在吋阿上必須率先度展，提前儲各経務社会$t展所需要的人オ。

保障教育伏先友展，必須進一歩深化財政教育体制改革，明司南各級政府投入教

育的取責，落失政府t主展手ロ管理教育責任，釈放推劫建淡覆差城歩的基本会共教育

Æl条体系，逐歩実現基本公共教育月ll~均等化。教育投入是文様国家長逸変展的基
袖性、占え略性投資，要健全以政府投入効主、多渠進棄事集教育経費的体制，大幅度

増加教育投入， 2012年実現国家財政性教育経費支出占園内生芹忌値的 4%，井保

持稔定増長。

(三)通辻改革促進教育公平

我国《教育法》規定，保障会民不分民族、性刻、隣昼、耳R.']r、経済状況、宗
教信仰等依法享有平等受教育的杖利。党和政府堅持把促進教育会平、保障困堆群

体受教育的叔利キロ机会，作均一以貫之的基本教育政策。在全面実行九年制免費文

芸子教育、切実保障困堆群体受)(~教育叔利和机会方面取得星著成主t.教育会平送
出了重大歩伐。

但是f乃然存在着星幸子的差距，突出表現在:ー是城多教育成量相差技大。我国

)(~教育険段学生育主主1. 6 イ乙多人，在地方政府投入先主的教育経費体制下，生均
教育経費、生均預算内教育経費、生均預算内公用経費存在明星的差距，教姉水平

的城多差距明星。学校危房主要存在子荻村，毅学主要$t生在荻村，代深教9市主要

在*-村，城多教育差距成7i!最大的教育不公平。ニ是京中西部教育$t展相差教大。

区域教育$t展差距突出地表現在教育投入差距明星、民族地区教育相対落后，中西

部是久長子教育代深教姉的主要集中地，大班額現象突出，商学府教9市比例均低子会

国平均水平，信息化程度与京都地区相比差距教大。1;t}j買高等教育資源偏少，部属

高校布局不尽合理，重点高校求取比例倫イ氏。三是取.']r学校勿然兵t子相対不利地位。
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我園駅止教育投入長期滞后子普通教育，取~学校学費普通備高。耳J\~学校学生尚
未享有与普通学校学生同等的学>.j条件与升学机会，不同炎型学校教育資源未能実

現横向淘lt与相互汗放，耳J\~学校半~生升学渠道童相対狭窄。四是城市地区ß_条教
育捧校問題突出。部分薄弱学校的存在，成先促進s_多教育均衡変展的主要障碍，

是城市X条教育険段捧校現象的主要原因。五是弱勢群体会平受教育的机会迩没有

得到全面保障。全国道齢流劫JL童中f乃然有 6%左右的苦言子没有受到完全的s_条教

育。残疾JL童教育水平171落后子普通JL童教育水平。

~縮小差距，増進公平，必須在経済:tt展辻程中，通辻体制机制側新，消除造
成教育不公平的制度因素。調整教育政策キロ規則，促進教育資源配置的合理化、均

衡化。

(四)通辻改革提高教育成量

新中国成立 60多年特則是改革升放 30多年来，在我国主主祥一ノト掬有 13イ乙人口

的変展中大国，升粋了一条中国特色社会主s_教育:tt展道路，建成了一ノト世界最大

規模的教育体系，実現了由人ロ大国向人カ資源大国的特変。同吋，我イI'J也3青醒地

看到，我国教育述不完全進座経済社会:tt展和人民群余接受良好教育的需求，主要

問題是:tt展不修科学，大而不強， II貫量不高。主要表現在人民群余有上学的問題基

本解決，但上好学的問題依然突出;学生透庄社会和就~制止能カ不強，側新型、
実用型、交合型人オ禁供。

今后，提高JJt量持是我国教育改革:tt展的核心任条。要樹立以提高炭量~核心
的教育:tt展j(Ji¥，注重教育内通:tt展，鼓励学校5か出特色、亦出水平，出名if市、育英

オ。一方面要カロ強教育投入保障机制建淡，不断増か教育投入，改善各級各美学校

亦学条件zj号一方面必須深化改革，逐歩建立起以提高教育成量~~子向的管理制度
和工作机制，把教育資源配置和学校工作重点集中到提高原量上来。制定教育成量

国家椋准，建立教育炭量保障体系。同肘，要カロ快淵整教育鎗拘和布局，使人オ培

券鎗拘与F~~吉拘対接，カロ快培券各地経務社会:tt展望E鉄人オ。
(五)通辻改革増強教育活カ

改革奔放以来，以特交政府管理取能不ロ筒政放校~重点的教育管理体制改革不
断推進，依法落実幸ロず大学校自主叔，増強学校的自主亦学能カ。但在具体落突亦

学自主枚方面勿然存在校責不明的阿題，政府、学校、社会的美系尚未理p阪，政府

f乃然管了一些不波管、管不好、管不了的事，辻度千預学校教育活劫，行政許可事

項備多，知学校的組奴机拘数量平ロ領i手取数受地方組鋲人事部n繍制的限制，学校

的寺~-t是萱要経辻教育行政部 n寧批，学校人員調劫和逃耳専要受制子地方政策的規
定，甚至要経辻政府主管部n的寧批。迭些因素削弱了学校按照教育規律亦学的釈

板性キロ主劫性，束縛了学校的亦学活カ。

要改交士主科状況，必須推進教育体制改革，建波現代学校制度。特刻是要落突

高校jJ.、学自主杖，建淡現代大学制度。要按照国家法律法規和宏規政策，保1iE高校

自主升展教学活劫、科学研究、技求升:tt和社会Æl条，自主波量和調整学科、寺~，
自主制定学校規刻井m_奴実施，自主淡宣教学、科学研究、行政管理机拘，自主繍

定内部枚入分配，自主管理不ロィ使用人オ，自主管理和使用学校財芹与経費。要完善

大学治理主吉拘，充分:tt拝学*-カ量在教学、科研和学校管理中的作用。か張大学章

程建淡，尊重学*-自由，営造Jt松的学*-亦境。通辻耳専任制度、肉位管理制度、考

核坪併制度的改革側新，提高大学教育教学炭量不ロ科研水平。

三、教育体制改革的内容与自転

《教育規剥綱要》対未来十年我国教育体制改革目椋、任要子倣出了明司南部署。

改革目椋是，圏貌促進教育公平、提高教育炭量，進一歩消除制約教育:tt展キロitl新
的体制机制障碍，全面形成与社会主久市場経務体制和全面建波小康社会目杯相造
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占主的充満活カ、富有数率、更が7f放、有利子科学友展的教育体制机制。以人的変

展~核心，対人オ培非体制、考t式招生制度、亦学体制、管理体制等美鍵領域実施
系筑波t十，明鳴了 6項重点改革任条2

一是改革人オ培券体制。規均j綱要)A徳オ兼各、文理兼融、独立思考要求出:5t.
提出更新教育理念，改革人オ培券体制，側新人オ培券模式，強湖注重学尽結合、

知行統一、因材施教，推進大中小学有机衡接，教学科研突践禁密結合，改革社会

人オ坪ずト及造用制度。規えj綱要在全面部署推進素康教育的基拙上，寺n淡t十丁学

校抜尖倒新人オ培非改革i式点項目，探索:5t現和培券側新人オ的途径，争取近些年

有所突破。

ニ是改革考試招生制度。按照政府宏規管理、学校自主招生、学生多次迭捧的

思路，逐歩形成分業考滅、金事合坪併、多元求取的考試招生制度，カ加ロ5強量信息d会ト7升干示和ロ
社会盤督。在我国，高考改草阿題受到社会高度栄注，反映的主要阿員題E有2 “一考

定終身

内容希和ロ7形夢式不利子素E庚貫教育等ロ規刻綱要按照高考制度必須堅持、高考改革勢在必

行的原則，提出 2 一是按照不同炎型人オ培非要求，把普通本科和高等取.'l教育入

学考t式分子f;二是完善高中学.'l水平考武和主事令素炭坪fト，寺|辱学生学好各n深程，

克服文理備科現象;三是探索有的科目一年多次考試，減軽高考1Iカ:四是完善高

校招生名額分配亦法，清理井規tB升学カロ分政策，量産主戸考試招生公平会正:五是カロ

快建立多渠道升学和学3J的“立交耕"， '"学生成長成オ提供多次迭捧机会。考慮

到高考渉及面f、敏感度高、政策性重量，規剥綱要提出成立国家教育考t式指尋委員

会，研究制定改革A主体方案，指辱改革釈放稔妥、有序推進。

三是建波中国特色現代学校制度。推進攻校分升、管亦分寓，保障学校亦学自

主枚，建淡依法亦学、自主管理、民主監督、社会参与的現代学校制度。在高等教

育領域，社会対高校行政化問題波法救多，看法不尽一致，主要是不俊成政府有美

部門管理学校、学校管理内部事条吋，辻多采用行政管理手段和;方式。規者.D綱要」よ

失隠出:5t.提出:ー是要堅持和完善党委領専下的校長負責制。主主是党対高校領専

的根本制度，符合我国国情、具有中国特色，必須長期堅持井不断完善。ニ是政府

有美都n要特交駅能，改造管理高等学校的方式，進一歩由亦教育向管教育特交，

由管微規向管宏規特交，由単一的宜接管理向善子送用車事合手段管理特変。三是高

校庇当面向社会，按照国家法律法規和宏君見政策，自主弟、学。要完善内部治理結椅，

カロ強章程建淡，実行民主管理，充分湖劫各方面的釈板性，建波充満生机活カ的中

国特色現代大学制度。四是要随着国家事.'l単位分業改革推進，探索建立符合学校

特点的管理制度キロ配套政策，取消失隠存在的行政級刻和行政化管理模式，克服行

政化傾向。

四是改革弟、学体制。堅持教育公益性原則，形成以政府亦学~主体、会社会釈
放参与、会亦教育和民jJ、教育共同友展的格局。民弟、教育是我国教育的重要組成部

分，要大カ支持民弟、教育，更好地満足人民群余多祥化教育需求、増強教育皮展活

カ。在政策上，要落突民亦学校、学生、教v市与公亦学校、学生、教v市平等的法律

地位，清理井刻正各美技視性政策;要制定完善各美佐恵政策，引i手キロ鼓励社会カ

量以多科方式出資、摘資兵亦教育:要健全公共財政対民亦教育的扶持政策，特刻

是対民亦非営利性学校要最合予大カ支持。在管理上，要切実カロ重量対民亦教育的統棄事、

規刻字ロ管理，支持民苅、学校完善法人治理主吉椅，建立凡隆防拡机制和信息公子千制度，

釈放探索営利性与非営利性民jJ.、学校分炎管理的亦法。在目杯上，要鼓励民亦学校

側新体制机制和育人模式，提育成量，亦出特色，争官D一流，形成会亦教育和民亦

教育共同友展的格局。

五是改革管理体制。継綾深化教育管理体制改革，要以特交政府取能手ロ筒政放
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枚7iJ重点，提高公共教育服条水平，明有南各級政府責任，規花学校F台、学行7iJ.促進
管亦t平分寓，形成政事分芳、叔貴明司商、銃棄事協調、規子正有序的管理体制。管理体

制改革的基本原則是，政府要按教育規律管教育，学校要按教育規律亦教育。重点
是:一要改造政府管理学校的方式，把t主管的管好，把波放的放ヲ干，減少幸ロ規花対
学校的行政官批キロ宜接干預，更多地主主用法規、政策、椋准、公共財政等手段奇|辱三
和支持教育支展。ニ要道一歩明者南各級政府之間的事杖与責任，重点是ず大省奴政
府主主等教育的叔カ，カロ5量省級政府$t展教育的責任，促進省域内教育合理布局和資
源it化配置，提升基硝教育希ロ取.ill'.教育的保障能カ，充分$t葬地方政府茨展教育的
釈放性。

六是ず大教育升放。堅持以ヲ干放促改革、促$t展。ヲ干展多屡次、寛領域的教育
交流与合作，提高我国教育園隠化水平。透度国家経済社会対外7干放的要求，培券大
批具有国隠視野、通晩国豚規則、能移参与国家事弁和国隊尭争的国隊化人オ。引
主社佐E貫教育資源，推劫我園高水平教育机拘海外亦学，提高我国教育園隊交流合作
水平。

回、推進教育体制改革的路径与方法
7iJ了知恵対教育改革$t展的領辱，根据《教育規~D綱要》的要求，園券院成立

了由中央和国家机栄20小部 fl組成的教育体制改革領尋小組，官~教育改革茨展的
重大方針政策キロ措施，研究部署、指尋実施教育体制改革工作，続等協調教育改革
$t展中的重大問題。改革的基本尽路是:

(ー)整体推進
教育是ーノト系統工程，渉及学生、教姉、学校、政府等多ノト主体，包含深程淡

t十、教学、 t平ずト等多ノト亦帯，需要教育、財政、人事、労劫等多ノト都fl共同配合，
需要会社会共同参与。因此，教育改革必須系銃器H十，整体推進。考試t干併制度不
改，深程教学改革彼声量失E貫性推進，学生和i教姉ヌ住以真正得到解放。没有姐鋲、人
事、労劫部fl的配合，単掌教育部fl的カ量，教姉管理制度戸生以実現実E貫性突破，
佑秀人オヌ住以進入教室臥伍，不合格教姉堆以退出，全面提高教姉臥伍止条水平就
f良雄実現。増加投入、建立完善保障机制需要$t展改革部 flキロ財政部 fl 的支持，~
重吉経5金、宣伶主E詮寓不7f新岡宣伶部fl支持。主主次規却l綱要対各級各炎教育以及教
育体制机制美鍵王不守守的改革倣了整体淡t十和全面部署，カ圏実現系統改革的目椋。
同肘，)A.規着j綱要7f始起草制定，就姐建了由$t展改革、財政、人事等十余ノト相栄
都委姐成的領専小組手ロ工作小室[，共同参与起草制定工作:綱要頒布実施以后，又
成立了由 20ノト相美部委、科研机4均等生E成的国家教育体制改革領専小組，旨在カロ大
対教育改革的統実事跡湖カ度。貫f切落突綱要任9}-，渉及 60多ノト部fl和困体的合作。
教育改革，只有系統跡洞整体推進，オ能減少阻カ形成合カ。

(ニ)重点突破
苅了兼頗長逸$t展与近期目杯， <<教育規剥綱要》圏貌教育改革$t展成田喜目杯，

着服子促進教育会平，提高教育炭量，増強可持綾$t展能カ，以カロ強薄弱杯雫和美
鍵領域苅重点， -tfl淡t十了本届政府庖劫実施的 10ノト$t展項目和 10ノト改革減点。
十大改革減点是:推進素E貫教育改革法点，J_美子教育均衡$t展改革減点，取.ill'.教育
亦学模式改革減点，終身教育体制机制建淡減点，抜尖官j新人オ培券改革減点，考
試招生制度改革t式点，現代大学制度改革減点，深化治、学体制改革減点，地方教育
投入保障机制改革減点，省級政府教育統等生事合改革t式点。

(三)減点先行
教育是民生工程，渉及千家万戸。教育改革渉及面jt，問題集余，任条規巨。

苅了釈放稔妥地推進改革，一些渉及利益格局湖整的重大体制机制側新，要在一些
地方和学校先行先武，先在点上取得径詮，オ能在面上推進，減少改革的成本，使
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改革的枚益最大化。《教育規剥綱要》明繍要求，“根据銃棄事規刻、分歩突施、減点

先行、劫恋調整的原則，逸事手部分地区和学校*展重大改革減点。"

升展改革減点工作，一要尊重基展，保耕各地各校釈放性，釈放菅造大胆武耳金、

勇子制新的良好気園。二要我准症鎗，探索正繍尽路手ロ有数挙措，着重解決体制机

制性障碍，7i7全面推進改革釈泉主~~金。三要主主重突放，努カ解決老百姓栄心的重大
現突阿題。四要考慮忌体布局。ー是区域分布，我国各地主E務社会$t展不均衡，道

到的阿題不同，解決問題的思路孝ロ弟、法也会不一祥，因此要tよ不同経務社会友展水

平的地区都有減点。ニ是展級分布，各級各炎教育、各級政府管理叔限剥分存在差

昇，因此$L在省、市、長キロ学校不同居面子干展減点。三是吋問分布。教育改革周期

長，短肘I司ヌ住見放。因此減点要考慮吋毅性，既注重逸期目杯，也要注意近期主主呆，

泣百姓能尽快感受到改革的成放。
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一，改革は「教育計画要綱」の主旋律目

...改革開放」は中国が~年で発展した基l

本的経験 l 

iR}l:l年から改革開放政震を実施 l 
時計画経済体制から市場経済体制への転換l
司政治、文化、科学技術などの改革 l 

→教育体制の改革 l 

これまで三回の全国教育工作会議による目
教育体制の改革 目

第二回全国教育工作会議RH)J 目

『中園教育改革・発展要綱」の公布 目

国t~~逗童福孟:，n~主主主~ iîI ';~ll;fl~務理竃:!l~.a: ;:i~iif~剖副

置霊童E璽m::lヨ

Eヨ::::[IJE車t-@}fi宣E

中国の「国家中長期教育改草・発展計画要綱(2010-
2020年~に基づき、敏育改革の背景と現状、肉容と方法を.
報告する.

.ー..改革』は『国家中長期教育改革・発展計.

画要綱」の主旋律 . 

.ニ.教育体制改革の切迫性 . 

・三.教育体制改革の内容と目標 . 

.四.教育体制改革を推進する方策 . 

これまで三回の全国教育工作会諸による 目
教育体制の改革 目

第一回全国教育工作会議 目

「中国共産党中央委員会教育体制改革に闘目
する決定」の公布 目

-民族の素質の向上、より良くより多い人材の育成.

.義務教育の普及 . 

・中等教育の構造調整、職業教育の発展 . 

・太学の自主戴量権の拡大 . 

これまで三回の全国教育工作会融による
教育体制の改革

第三回全国教育工作会議(~J

「教育改革の深化と素質教育の全面的な推

進に関する決定』の公布

EL凶孟溢謹国亘函L主ヨ・・・・・・・
内1I::J~[!.;l~I;;;'f.売却E君呈 v宣言'~~i:t91~~-t:ヨ

聖堂図主主主璽霊園!!ヨーー



158

子どもの生命性と有能性を育てる教育・研究をめざして

2. r教育計画要綱』のテーマの工夫から見る
「改革』の重要性

-温家宝総理:計画要綱の策定において「改革と創
造の精神を体現し、創意工夫を生かして、既成
の枠組みを乗り越え、勇気を持って革新を成し
遂げ、新しい教育且念を確立し、伝統的な観念
と体制の束縛を思い切って突破しなければなら
ない」と指示

・改革・創造の精神は要綱作成の基本方針

【国自由司

四Eヨ布正当白砂~~1日

E 
図面通凪溢幽
m~;司匝恒三事提~:"f~l!ゆE

E霊園
睦鞠翌朝

E..:1，也'}.oI.¥ '，L[I)J， :1;，11珊
E含L ，，~"j【姉守cW'L肝ー司.i，T'JLI'，tl詞伊覗ぞ押電 l:j主φ1
E;:r J'il'.. .lt，C1i"'J]目.;1・・・
El;l，:T:ti:a，.:{'亙:甲田 f.:r::.. 
E ji[IJJ'~~.L! '1'，'.'量ÞI'."~.

H輔耐弾針司
E;1'.1:“'Tl::l:.:ヨザ・::rmi距.11

HT縄開欄甲'
E::-~幸~嘗宮珂i，l'; J;，_ _  

~占tl! .LM'1; 

改革関連 I 

「教育計画綱要

・{宗主

・第一部全体戦略 I 

・第二部発展任務 I 

・第三部体制改革 I 

・第四部保障措置 I 

国E宣言盛量陸軍事凪1師同

-改革を通じた人聞の全面的発達の促進 E 

.改革を通じた教育の優先的な発展の推進E

.改革を通じた教育の公平の促進 E 

~草を通じた教育の質の向上 目

・改革を通じた教育の活力の増強 目
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~圭歪君主堕星畑出【ゆEヨïi可:[)1}i;JJ:並玉置ヨ tI改革を通じた教育の優先的な発展の推進

問題 対 策 背景 対策

.知育第ーの.った敏宵観 - 人材育成モデルの改革
-銅線伝慢の重視、能力宵成 - 指繍方患の改革

の縫視 . 教育・[J掌を生産・労働.社会
-単ーの僻価基[]と方法 実胞と結合させる方針の堅持
. 不完全なカリキュラム包威 - 歓育際程と敏材の改革
.遅れた指様方法 _li価、賦験と入学募集制度の故

革
司生徒の実路骨量カや創造力

.わが国の方針としての敏育 .敏育財政制度の破草

の優先的発属 -政府のD宵支出に対する責任

-経債のグローパル化、科学 の明確化

妓衡の進歩、園際的蔵争の .政府の敏宵発展・管理に対する

激化による人的資Dの重要 責任の明確化

性のいっそうの高まり -都市と鹿材をカバーする公穆宵

.経済発思に比ベた人材育 サービスシステムの樟立、公害k
の不足 成のD慢さ 宵ザーピスの均衡化の実現

~年に教育支出を~の

alにまで増加

~)改革を通じた教育の公平の促進 ~改革を通じた教育の質の向上目

問題 対 集 問題 対簾

~岡市郎~材却の敏宵格差 格差の是正と公平の促進 ~宵の量的な規模館大に -敏宵投入の保障システムの改普
~・中・酉萄地域の聞での l 比ベた質的向上の遅れ -教育の質向上に方向付けた学

敏宵格差 .体制の革新 .学生の社会実践能力、t~u 枝管理システムの形成

. .裳敏宵止普通敏宵の格差 - 教育蔵量置と規則の聞盤 -起霊能力の羽さ -質向ょに重点を置いた象宵資源

-都市慨における字枝問格差 l:aJ育資源の配置の合理化 -創造型、実用型、複合型人 の配置と学技軍曹

.ー悔の弱者周(聞書児や[l 材の不足 !'.-量宵の貨に聞する園寵畠準の

民工子"など)が平等に敏 策定、故宵の賓の保障システム
育を受ける暢会の未保障 の確立

.敏育の構造とE置の間益、人材

育成構造t量震構造との遺跡

b1改革を通じた教育の活力の増強

問題 対 篇 目標

-EZ品も輔社会の関 -現代的な学校側鹿の建D
I"IIF~学の自主議量権のさらなる拡

-政府r:IJol学級の歓育活動に 大
関与しすぎることによる、教 -太掌の管理構造の覗普
育活動への束鱒 -末学職員の撮用と僻価制度の

-学校運営の活力の不足 改革

教育の公平の推進と教育の賀の向上に焦点を I 

当て、教育の発展と革新を制約する体制的な陣 I 

害を取り除くことよって、社会主義市場経済体制 I 

と『小康社会Jの全面的な建設という目標に適応 I 

する、活気にあふれ、劫率的で、いっそう開放さ I 

れ、科学的発展に役立つ教育体制を形成する。 I 
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EEヨ古'f竜ヨ七:I1:i主ø7.ß.~主事軍司

①普通大学本科課程と高等職業教育の入誌の.

分離 . 

②高校学力検定試験と総合素質の評価の改普.

③一部科目試験の年複数回実施の模索 . 

④大学の学生募集定員の分配方法の改善 . 

⑤多様な進学・学習ルートの確立 . 

2試験と学生募集制度の改革

醐輯輯覇闘
圃君事害調冒哲司~言言明1?開1司司

直言調型車問胃荷主l!m軍軍圃

陣~I.c極書置~丞a主国

.大学における党委員会の指導のもとでの l
学長責任制の堅持、改善 l 

.政府関係部門の職能の転換 l 

.大学の自主的な運営と民主的な管理の推l
進 l

・大学における行政化された管理体制の改l
草 l

回E通語謹路措置[tJ~是ヨ

'1~lr5T~睦言H~~~量主宰量規iFÆJlP蓮司

.各レベルの政府の聞での職権と責任の明目

確化、省レベル政府の、教育を総合的に 目

計画する権限の拡太と、教育発展に対す目

る責任の強化 目



161

平成19－23年度「子どもの生命性と有能性を育てる教育・研究推進事業」

-ヨg;:留軍趨ヨ

~教育計画要綱』における計画内容の全 l 
面的な実施 l 

・児童生徒、教師、学校、政府、社会全体のl
参画 l 

.教育機関、財政機関、人事機関などの政 l
府部門の協力 l 

~窪ヨ雄三主協:&iJl理[1)1品開

-教育現場の尊重 l 
.問題点の洗い出し、対策の模索 l 
.実際の効果の重視、関心・注目を集めるl

問題の解決への努力 l 
.全体構造の考慮 l 

・地域格差をふまえ.各地域で改革実厳壬デルを実施 E 

$省.市、県の各レベルで改革実験モデルを実施 E 

事長期的目標と短期的効果をともに宥11

凶E翠~;.，"U量堅固

直4孟孟ミ孟孟tli坦且遁藍呈i孟孟挫司;通車~
四日珪-;]，";ØThlUt.:;'J，d園自~~"'}!:是初日_\~事却盟国

量輯接持費横暴錨画面・・
置品川町長リ脈事甥~~I9l:司河圃~~i'~司t.;走塁Þ):"~:E:~事'iI

睦開哩明朝a;i~!l4ii曹曹司圃・
置~j'.{i.~;司書孟;'Jfl:']回目i'~1!，~t{ig~-:t~皇重量

団匝進主孟副園通量量j孟孟庄司~畠車
曙?軍.1ki;"iヨII回[cDJI]園~~~.i布'，~ニ制~~=:t~j量事ヨ寸圏
内園~~11'ZìO司君~!l:5砂1:~:M;"，i時冴::'-l:ìM園~~~~~ヨ~~-空軍ヨ
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