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区Z王国
そして同じ言葉ですけれども、中国語で課程標準、アメリカでスタンダード、カリキュ

ラム・スタンダードという言葉が使われていますけれども、すこし意味が違います。みな

さんご存知のように、アメリカの場合と中国の場合は行政が違います。中国はだいたい日

本と同じで全国統一されたカリキュラムなのですが、アメリカの場合はやはり各州のカリ

キュラム、自分の州のカリキュラムが作られたんです。だから中国の場合は、このカリキ

ュラム、課程標準というものは教材・授業・評価の根拠で、国からこのようなものによっ

て、課程の管理・評価をするんです。アメリカの場合は全国の、例えば数学のスタンダー

ドというか、科学のスタンダードというか、だいたい指導のもので、提案で、各州のスタ

ンダード作る場合は参考になるものなんです。だからこのようなところから考えてみれば、

やはり違う点がありますロ

区Z王国
そして中国の課程標準が登場するもう一つの背景としては、やはり自分の教育実践に対

する反省がありました。反省というのは、先ほど言いました昔の教学大綱というものは、

やはり授業を中心にして、授業の中で何を教えるべきかということについて詳しく書かれ

てありました。けれども全体として課程やカリキュラムへの意識というものはないんです。

だからこのような課程標準ができるのは、やはりこの課程への意識を強くしたいわけです

ね。もう一つ、皆が反省していたこととして、中国の教育内容は複雑で難しい、そして古

い、といった色々な問題点がありました。けれども、これからはやはり子どもの生涯学習

を目指して内容を精選しなければならない、そして生活との関わりや、今の社会の科学技

術の発展との関わり、そういうようなことを考えなければならないと指摘されました。

区'74図
閉じ課程標準の枠組みだけれども、教学大綱と比べてみれば、やはり色々と違うところ

があります。たとえば今ピンク色で示しているところは、これは重要なポイントです。や

はり昔はね、そんなに明確な課程目標はなかったんです。一般的な教育目的は各学習指導

要領の中に書いであったんですけれど、今の課程標準には、「知識と技能」、「過程と方法」、

「感情・態度と価値観」というような三つの目標が作られました。これは一つの大きなポ

イントです。ここで皆さんに見ていただいている中で、皆さんが気になることがあるかも

しれませんね。日本とちょっと違って、感情・態度は、ただ科目に対する意欲・関心・興

味・態度じゃなくて、全体としてわりに道徳教育の意味も含まれています。だから価値観

もここに書かれています。そしてもう一つ大きなポイント、変わったことは、この「学習

領域、目標、基準及び案例」、このようなものはもともとの教学大綱の中ではなかったんで

す。今の課程標準で出来たものなんです。
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区Z王国
まとめてみれば、新しい課程標準というものにはいくつかの特徴があります。例えば課

程標準に素質教育の理念が明確に現れています。そしてとても学習方法を中心にしていま

す。もう一つは各学年じゃなくて学習段階に分けて目標を設定して、目標に至る学習内容

の前後順序は詳しく決めていないけれども、だいたいの枠は書いて自由に、やはりその教

材と授業の多様性を目指して促進するためにそのようなものが作られたということです。

区Z王国
しかし、同じ枠組みの中で、違う科目の内容基準はやっぱり違うところがあります。例

えば国語の場合は、能力表現によって設定したんですね。このことはやはり英語で、

performanceという言葉が使われてね、このようなものによって設定した内容ですね。そ

して英語の場合は段階によって、発達段階によってスタンダードが作られたんです。

区'7-1図
この表の中は総合的科目ばかりです。このような総合的科目には気をつける点がありま

す。学習内容によって、内容基準を設定するんです。

区'7-1r H~ 
もちろんこの課程標準を実施するためにいろんな研修をやります。ですから、共通的な、

あるいは科目別の批判であったり、あるいは教材に対しての意見であったり、いろいろと

意見がありました。

区Z王国
実施する事情については、全体からいくとこのような歩みがありました。最初 2001年

の 9月から全国の 42のパイロット地域で実験して、すぐ全国でやったのではなくて、や

はり少しずつ広くして、少しずつ全国に施行するようになりました。去年まで、最初して

きたパイロット地域の小学校では六年生まで一回り、中学校では三年生まで二回り新しい

課程を実施しました。

区Z王国
この課程標準の実施効果としては、四段階があります。この四段階は、中国が新しいも

のを、全国がどのように受け入れて、それを研修して実行して、評価して、最終的に反省

に基づいて調整していくようになったかを表しています。このようなことがいえると思い

ます。そして、この実行する聞に、教育部から全国の教師へのアンケート調査を行ってい

ます。実はここ(スライド)には二回実施したと書いてあるのですが、実は 07年のとき

ももう一回やりました。完成する直前にもう一度やりました。



222

区Z王国
こういう調査から見ると、その設計理念に対して多数の先生たちが賛成していることが

わかります。この図から見ると、 96%です。ものすごく多いです。だからみんな、「いい

理念だ、すばらしい。」と言っています。

区Z王国
そしてこの課程標準の理念を実現する可能性に対して、教師たちの答えはこの図に示し

たように、だいたい 81%が可能だと思っています。

区74n~ 
そして、課程標準の内容を実現できるかどうかについてアンケートを行ったら、やはり

90%以上の先生たちは、やや難しいがちょうどいい、だいたい実現できると答える人が多

いことがわかりました。

区三(lq~ 
新しい課程標準実施以来、現場から見ると、やはりいろんなことが変わりました。特に、

子どもたちが生き生きしているのです。子どもたちが授業の中で質問したり、活発な発言

とか検討とか、いろんなものを作ったりとか、そのような授業があちこちに見られるよう

になりました。けれども先生たちは、その中身については、前勉強したものとこれから勉

強するべきものとのつながりがちょっとずれるものがあると感じています。だから先生た

ちは心配していて、やっぱり昔の教科書を持っておいて、何か教えなければならないとい

うことが普段多くなりました。もう一つは、このような新しい課程標準を実験するために

先生たちは精一杯頑張って、仕事が沢山どんどん、どんどん増えてきていることです。先

生方がプレッシャー、圧力に感じているという状況です。このように、現在から考えてみ

ると良い点もあるし、それから問題点もあります。

区741'171

それから課程標準を発表し、実行して以来、学者たち、教師たち、いろんな人から、も

ちろん社会でも、このようなものに対していろんな議論がなされるようになりました。昔

はみんな、課程標準とは何か全然知らなかったんです。今このような発表された論文数か

ら見るとすごいなと私も思います。

区Z王国
次は目標のことです。先に見ましたように、この 3つの目標はお互いの相互関係という

のがピラミッド型というか、そのような関係です。そしてここに示したように、この左の

三角形には矢印が二つあります。この二つは違う考えです。左側の、この上から下への矢
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印は、もともとこのような考え方を持っている人がいます。感情態度・価値観ということ

が一番基礎的なことと恩われて一番重要なことで、とれに基づいて勉強して授業を受けて

方法を学んで、後は知識・技能となります、というような考え方を持っている人がおりま

す。もう一つは、下から上に矢印があります。これは知識と技能が一番基礎的なことです、

という考えです。そして、長期的な狙いは感情態度と価値観です。このようなものは学校

の考え方です。右側のこの三角形は、だいたい大方の考え方かもしれないです。知識と技

能、過程と方法そして感情態度と価値観は、人の素質の三つのことで、どれが欠けても駄

目です、という考え方です。

区立国
だからこのようなことについていろんな議論もあります。ある人は過程と方法を一番重

視していて、やはり知識を身に付けても、方法がわからないと駄目ですと言います。しか

し他の人はやはり知識と技能というものは基本的目標で学力の核心であり、そして試験な

どの評価の方法でその水準を測ることができるという考えを持っていますロやはり見方が

違います。ただ、どれを重視するかはともかく、みんな共通点があります。共通点という

のはこれです。三つの目標にどのように準拠した評価をするか。特に「感情、態度、価値

観」というのは明確でないですから、評価はさらに難しいです。特に価値観といわれてい

るのですから、これはものすごく難しいことです。

区互圏
そして課程標準における理念に対して議論もありました。ここで理念として、数学の課

程標準の中で理念を述べました。一つは「人々が価値のある数学を学ぶJ。けれども、価値

のある数学というのは何でしょうか。三番目は「人々が必要な数学を習得することができ

る」。誰が必要性を判定するのでしょうか。三つ目は「人それぞれが数学において異なる発

展を獲得する」ことですが、それは言わなくても当然のことです。当たり前でしょうとい

う、いろいろ言い方はありました。

区三(r 211 
そして課程標準の内容基準に対して一番大きな議論はやはり、内容基準の根拠は何かと

いうことです。もともとはやはり知識の系統性を重視したのだけれど、いま子どもの経験

を重視して子どもの経験を重視する場合はどのようなものによって内容を作るのですかと

いうことです。もう一つは、精選、この言葉は日本から学んだのですが、でも精選とは、

その根拠は何なのでしょうか。何が子どもの一生に関して必要なことですか。そういう議

論は難しいということで、もちろん他のものもまだあります。例えば、スパイラル型の目

標設定の合理性は何でしょうか。今、重なっているところがたくさんありますので、今ど

ういう風に合理的にその水準を決めるか、そういうことはまだわからないのです。
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そして、今の課程標準の改訂をやっていたんですが、発表していないけれども去年から

教育部で、改訂する原則として一応作りました。だいたい基本的な方向、改革の方向、そ

して枠組みは変わらないです。その中で、いろんな意見が出たんですが、今の授業時聞は

変わらないです。生徒の学業負担を注意しなければならないのです。こういうようなこと

を指示したんですが、もともとは、去年で一応仕事が終わって今年は新しいスタート、課

程標準を発表する予定だったのですが、でも今までもう半年以上たっているけれどもまだ

発表していないんです。これはやっぱりいろんな事情があります。

区74函
数学の場合は課程標準を改訂しました。他の教科より、数学課程標準は一番早かったん

です。 2004年から 2006年の聞にやっていたんです。やっぱり数学という科目は、全社会

で注目されました。このピンク色のところは大きな変化がありましたところですね。黄色

のところはやや少し変わったところです。

区74圏
具体的に言えば、例えば目標のところでは、もともとは基礎知識、基礎技能、という二

つの基礎がありますから、新しいものができたときに、基本思想と基本活動経験を加え、

四つの基「四基」、このようなものになりました。そして、教師たちが使いやすいようにた

くさんの例を出したんです。今数えてみれば、課程標準の中で 80以上の例を出したんで

す。このようなものはやはり大変な仕事でしたが、簡単に、わかりやすいようなものにな

りました。

1;;<. 7 4 1-"271 
そして、一応訂正をしたんだけれども、これからの中国のカリキュラム、このスタンダ

ードというものには、いろんな課題が残されています。たとえば「学習段階の設定の統一

性」ということです。今各科目の聞に違う設定があります。たとえば数学の場合は一年生

から三年生までが第一段階、四年生から六年生までが第二段階、七年生から九年生までが

第三段階です。けれども国語の場合は一年、三年で一段階、三年、四年で三段階で、五年、

六年で三段階というように、このような違うやり方があります。これと、学校で授業をや

る事情は違います。たとえば、実現場から見ると学校はだいたい低学年の教師はずっと低

学年の子どもを教えています。中学年の教師はずっと中学年を教えることが多いです。ど

うしてかというと、経験があるからです。このようなことにはやっぱり不信があります。

もう一つは科目の聞の内容の「交差」と「重複」です。例えば、ごみの問題です。ごみの

ことが、低学年の生活科、三年生からは社会科、数学、小学校の理科、中学校の生物、そ

れから科学、このようなたくさんの科目からどんどん出て、子どもたちから、「またごみ
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記録：小山　英恵（教育方法学講座　Ｍ１）
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中国における課程標準改訂の動向
一義務教育を中心にー

中国中央教育科学研究所

研寛員高峡

20閃年7月31日@京都大学

g回忌a0823@yahoo.∞Im.cn

L基礎 教 向ける課程標準改吋り返り

|・1902ー1923年学校規約に現れ以タンダ-t:・1923-ー1952年限程標準綱要・1952-2∞1年教学大綱・2∞1ー現在 隈程標準

活再「眼程榎単』、『教学大綱JIま「学習指導要領Jにあたる.
肝の『霞程調皐JIま2001年からの斬しい腕榔皐酬す.

[隈程標準Jメ リ カ ゆ ← ド と の 遣 い

アメリカ 中園

-畠準、買を高める -集中から多様的へ

知織から実践へ

a 
-掌街団体、民間組織 -教育都をはじめ各大学、研究

発行 梅闘の学者が絹鍋し、教育郁
が売行する

量
-指噂、提案..宥

-教材・捜集・卸値の拠り所であ
仏国家による隈程の管理・僻
価の基礎である

日

1基礎教育における課程標準改訂の振り返り

2課程標準の概要

3課程槙準の実施

4課程標準についての語論

5課程標準の改訂

6課題

f 
2.1.1課程標準登場の背景ー諸国改革の示唆

-主に、アメリカのrStandard-based movement J 
の影響

・日本の「学習指導要領」

司肉容の輔温

2.1.2課程標準畳場の背景ー教育実践の反省

-教学→課程

・統一性→柔軟性

・複雑、難しい、偏り、古い→基礎的、共通的

・肉容の精選

・生活と関わり、科学捜術の発展との関わり
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日

~ 
2.2課程標準の枠組みー『教学大綱』との比較

教学大綱 原理楓.

冨担の車賀

前文 科目白位置づけ 標種目畠串概章
霞計構想〈隼曹段陸、目..事司肉容.実施
橿冨について3

知踏と盤情
霞種目視 楓程曲目的、目偲I掴E揖的】 量種と方鐘

盛情・盤底と価値橿

内容a・ 捜禽肉曹I知寓と銭幅目.担1.目視 掌置即領域.目視、‘継車ぴ事例

擾集担冒 置車提冨

異障担冒
橿鍵の時間量について 腎恒橿冨
積蟹中における注意すベ曹聞・点 教糾書白骨.膚
手;tトと腎価 リソ-，えの開"と利用

閉ま'じ枠，能組軽量力み虐表の歯現中にに、よよ肉ーっ容でて畠語設準宮定の寸す部4るE分f(草国が需語各1) 自の特色を持って、異なる

科目 肉... 付録

官官銭簡 晴簡のための優れた詩、文章

目置
官置知闘 のすすめ

司血胃.崎 按外a・のアドバイス

文化窓闘 文法.修辞における重皐知a・
(234買の肉、付慢が183頁}

音声項目. 
. 一孝司段階(1-2学年} 文2量:.

英冨
.=孝司段階(3-4:学年〉 樋飽寝

第三学習段階(5-6学年} 置量畢
貧困孝司段階(7-9学年〉 鏡傭，宥'.

捜軍用冒

冒...

3.1課程標準実施のための教員研修

①『通識」研修:地方の教育行政部門などの管理者
を対象に

→新しい謀程標準について共通寵識を持つこと
ができた.

②教科別『課程標準』についての研修:教師を対象に

→担当する教科の謀程標準についての理解と
把握。

③教材についての研修:教師を対象に

→教材肉容の理解、教材の使い方を把握する。

2.3課程標準の新しい特徴

-眼祖榎準に素質敏宵の理念が明櫨に現れている.

-三つの目標を申心に

・4量科主‘から実生活との闘遣を重視する.

・学習方建を董える.

『結果的目楊と体届量的自4置を'量定する.
. ...偏提冒がより使用者により使用しゃいようにした.

・学習段階を分けて、目栂限定する.目標に至る学習肉曹の前後順
序l孟細か〈決めない.設材と擾震の多織化を促進する.これは『教
学大綱』と大きな区別である.

「 二 習肉容によって肉輔制限する

(総合的科目:11史と社会、晶徳と社会、科学、芸術)

肉事a・ 付録

私は成長する
私と宮阜

晶徳k聖士会 私の故郷 • 私は中国人

世界に近づ〈

芸術と生活

芸術k感情
基衡における

華街
芸術と文化

能力発遣水車.
芸術k科学

桝学揮求(温曹、方法、能力}
裏側(15個}

科学(7一事学年〕
生命栴学

知雌鏡簡の
地..宇宙と空間科学
栴学、技術と担金@聞係

目標の闘嗣

3.2課程標準の実施状況

-謀程!.!胞が全国で実施するまでの歩み

2001年9月から42のパイロット地域で裏取した、児童生徒の0，379も(47
万)

2002年金圃の児童生徒の4.77%(895万)が斬しい保程に入っていた.

2003年全国の児童生徒の19.0%。切O万)が新しい標程に入っていた.

2005年金園の小学校1年生、中一生徒の100%が新しい課程1::入っていた

戸2001年から2007年計、最初に指定したパイロット輔の小

学校では、六年生まで一回り、中学校では三年生までニ固り新

陳程の実肢を終えました。
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E 

3.3課程標準の実施効果

8年聞の課程標準の実施は四段階に区分できる

-教育行政、学校管理者と教師の研修、理解する段階

・教師が実行する段階

・教師の教育活動によって、問題が発生し、疑う段階

・課程標準編集者、教科書編集者の反省、聞堕する段階

e教育協の全国の教師へアンケート聞査からみる斬しい隈程調隼

【200博.2(闘年ニ固を実施した)

課程標準の理念を実現する可能性について

完全に寓現 努力すれば寓患は置しい異耳臣官官ない
実現哩曹晶

~ 81'16の教師I主眼桓楓111の理念を実現するのは可傭と思っている.

院 脚"が醐鵬醐曜日嗣声

-ー斉.，院から討自歯型の摂換に変わりつつある.

-新しい教斜書[;1;基礎・習が漏り、子どもの活発で4華々な宥えが噌えたが
計算能力t.t.<な仏教科書以外の基礎肉容も補完して教えている.

-擾調障の雰囲気が活発になった.ただ酎歯の結畢が問題と彊れている状況

がよくあるため、子どもの結簡を肯定すると同時に、銀銭目視も忘れてはいけ
ない.

-擾調障のための隼備の時聞が轟くなった.子どもが蟻し〈、能動的に掌ぶた

めに授.の工夫をする.

-教科書の使い方が震わった.以前I立教科書を敏える.現在I立教科書で教
える。それ以外の情報も含め、多面的に理解し.浸透する.

課程標準の設計理念について

曲目

。非常に賛同 貨同 どっちでもないあまり質問 反対
しない

時限計理念を賛同する教師Iま9696.

課程標準の内容の難易度について

60 

-l5 
剖

36 
30 

26 
20 

16 

10 

5 

0 彊Lい世UlL-いちょうど且い畠L-~\ 晶L過曹晶

別 .1'16の教師I孟.程榎111の肉容は実現できると思っている.

4課程標準についての議論

保程標.の実施に伴い教育研究界において新しい隈程、
課程標準についての譜論が止まらなかった.

:>限程標準についての研究

2∞1-2007年、約4000舗の研究輪文が発表された.

・初期学者による海外の理論の紹介

・中期教師の学習と理解

・最近聞係者による解説、評価、反省、批判
(100余舗の論文)
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4.1課程標準の目標について

.三つの目標の相互関係

惨 ピラミッド型

己記盟出器=ついて
I r数学課程標準』の理念を述べる部分では三つの

文が指摘された0

・「人々が価値のある数学を学ぶ」

時価値のある数学とは何

・「人々が必要な数学を習得することができる」

訪韓が「必要性』を判定する

・「人それぞれが数学において異なる発展を種得
する』

|四I=>"gわなくても当然なこと

5.1課程標準の改訂ー具体的な要求

一間査に基づく

ー児童生徒の掌業負担に注意:足し算Iまかりで引き算なしに
してはいけない.

一違う意見を重視、現在の授業時聞を変えない、難し〈しな
い.

一基本的な方向、枠組みを変えない(小学校科学科を除(>.

一時間:07年末までに修訂完了、08年に公布;08年から教
科書の修訂;09年8月から新しい教科書を使う予定。

唱9

敏科の義組佳によるものではな 革本の目置で‘寧力の犠心ある.
知愉と按簡 〈、学習者の発遣、生酒の学習 鼠取なEの評価方震で.その水

のために必要なもの. .'量測ることができる.

『績酋』、『知憾と撹簡の冒得」よ
体験‘学ぶ温植を経践する.体
践が目欄でもあり、革本目標を

過程と方温 り、「過程」、「学ぶことができる』
連成する手段でもある.観察に

という学ぴ方法豊重複する.
ょっτ.評価できる.

以前の知織と接触だけを量慢し、

感情‘態度
人の慮備を軽視すると遣い、学 賓遺目慣である.教科別の目視
曹者に自在陶〈、一人ひとりの. ではな〈、全教科に共通するもの

と価値観
怖に関心をも色、道徳と人格に である.野信できない.
関心を持つ.

安三つの目標をどのように皐拠し評価する.とりわけ『感
情、態度価値観」に関する目楓は明確ではなふ評価はさら
に麗しい.

4.3課程標準の内容基準について

-内容基準の拠り所は何
....知識の系統性か子どもの経験

精選された内容、精還の根拠は何回

・スパイラル型の目標設定の合理性と各段階での水準が
不明確

・肉容基準はまだ唾昧で、児童生徒がその教科を学習し
たよ、身につけるべき昆知と素養を明確に決めてない.

e 最低基準か理想基準

・地域の格差による適応の問題。統一した課程標単は臭
なる地域でどのように使用するか.

5.2課程標準の改訂一作業のプロセス

-改訂作集の時期

2005年4月、『教事問種標.J'i最初に改町し、錦町年に他の教科l主改

訂をし始めた。

2008年に改訂した課程楓準を錆表する予定だったが、延期する見込み.
(中国の国情}

・際担楓皐研契グループの変化

，散学グループl立6人から、 激学司~.教授、算数数学教師を含む14人と
増えた.

科学(理穂)グループl二科学院の教授が参加し、この敏科を小学校一
年(現在.i三年}から教えると決め、限程.. 準を作り直した.

・改町方向

目4置と肉容~$をより明確.完備、 使用しやすいように示す， C勘嗣‘定
‘) 
教材の.威、教師の教授、単曹の評価に応じる.
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5.3課程標準の改訂一変化

四つの聞係を合理的に把握する.

-温程と結果の関係

・児童生徒の能動的な学習と教師の教授の関係

・合理に推理と演留推理の闘係

・生活の経験と知臓の系統性の関係

「
ー目標の郁分でIま、もともとの基礎知鶴、基礎技能という『両基」が、
そのよに基本思想と基本活動経駿を加え、「四基』となった.

F 目標と肉容基準でl弘知臓が更に精遇された。「洗練かつ漂い』と
いう方向である.

合知情l孟『教え本〈ても分かる」、『敏えτも分からない」、『敏えτから分かる』の三種.
に分けること却で音る.三つ目は教育肉容である.

アメリカItr広い.浅い』、中国以前Itr広い.漂い』、混在は『挽館、漂い』、そζで子ども
の負担宅I'j>怠い.知鱒量÷時間費量~x.xが前より太青ければ、子どもの負担が末音い.

〉付録に数字隈程標事の用帽の定自島と内容基準と裏側が含まれた.
案伊jが前より、夫量に増え、説明も詳しい固そして番号付で、使用者
が個べやす〈なり、保理繍単の本文も簡潔となった。

回1

28 
E ・司

ご静聴ありがとうございまし
fこ!

例・数学際程標..の改訂前後の比較

改訂前 改町後

眠種栂隼骨制定申依掴【法律など}

前文 眠墨書串岬性質、笹割【敏材、担S量、評価と
骨関係〉

前文
間程由車買 思糧@車置

院祖母基車概念
理愈と置

思畢骨畠本概念 i盟並区l
置計構想

肘舗想
殴計4障理

知陣と槙植 姐障と掠僻(r回轟J)
間種目欄 量E恒と方法 陣畢園調 過程と方涜

感情・・.t:価値楓 盛情-・鹿と価値観

内容楓皐
学習由慣場、目暢司畠.

肉曹司.. 
学習由旬幡.目.、畠皐 [減少〉

車ぴ裏側

鰻.提冨 擾震温冒

卸価損冒 実施健冒 僻価鍵冒 I塑置E薗多骨吐j"1

実施揖冨 敏軒書咽.威 .科書冊.成担冒

::t 

リソース町田発と利用
付録

6課題

-学習段階の股定の統一性
ヨー教科聞の遣い

P 理諭上と学校実際の矛盾

・教科聞の内容「交差重複」

1眠桓固相聞用箇@定.

2 肉書畠..t:揖.師事'J

》従来各教科の書長続性を重複することから、教科の聞の銃合を
重視する.ただ、教科聞の褒漉が不足し、肉容の霊績になった.

教科聞の共通する肉容の12.問題:伊lえl王、ごみ問題をどの教科
に入れることが最適であるか.

・低学年と高学年の学習肉容の按続

・学業成舗についての評価(学力評価)




