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1　はじめに

　2001年6，月、中華人民共和国教育部が『基礎教育

課程綱要（試行）』（以下「綱要」と略）を発布し、

第8回基礎教育課程改革が始まった。「綱要」におい

て新設した「課程基準」はかっての中央集権的な「教

学大綱」と比べ，学校に今までなかった裁量権を与

えた。その中で，新たに打ち出された総合実践活動

は「第8回教育改革」の目玉である。「綱要」の目標

にとして新たに強調された知識以外の能力・態度（創

造性，社会性，総合実践活動的な知識応用力など）

を児童・生徒に身につけさせることは，総合実践活

動においてこそ期待されるものである。

　2004年3月に中共中央国務院が発布した「2003－

2007年教育振興行動計画」では，教育行政と学校の

かかわり方が，教育行政改革の1項目としてあげら

れた。そして，教育行政の中央集権的な体制から規

制緩和への展開，自律的な学校経営へと進んでいく

という動きも見えた。中国の教育改：革は新たな段階

に入った。

　総合実践活動は「3級管理」（国家、地方、学校の

3段階で管理する）に基づいて進めるものである。

それによって、総合実践活動は特定のねらいがある

ものの，各学校が内容を独自に開発する必要がある

ため，これまでカリキュラム開発の経験が乏しい学

校組織に対し，大きな変化を迫る政策である。総合

実践活動が2001年に設置されてから6年経った。目

標に創造性，実践能力などを培うことをあげた総合

実践活動の展開は，今まで学校現場で長期に渡って

行われてきた知育中心の受験対応型教育にプラスな

影響を与え，学校の自主的なカリキュラム編成を促

したなどの成果が挙げられる一方，経営環境ωによ

る総合実践活動の実施における問題点も顕在化して

きた。主に挙げられたのは総合実践活動のカリキュ

ラム開発・実施における教師の力量不足問題および

それに関する支援体制である。

　以上の意識のなかで、本稿の意義は教育課程経営

の視点から，規制緩和の背景の中で，学校の「内」

と「外」における総合実践活動の経営環境に着目し，

総合実践活動のカリキュラム開発における教師の力

量向上に関する支援体制を把握した上で，そこから

読み取れる問題点をつかむことである。

　そこで，まず総合実践活動の現状と課題を踏まえ

ることにする。次に、湖北省の県庁所在地の武漢市

にある武昌区（今回の義務教育課程改革の国家レベ

ルの実験区）を中心に行ったフィールド調査（2006

年9月～10月）をベースに総合実践活動に対する行

政からの支援状況を明らかする。さらに、先進校・
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非先進校の例を通して学校の運営実態をとらえるこ

とにする。そして、最後に得られた知見と今後の研

究課題を示すことにしたい。

皿．総合実践活動の現実と喫緊の課題

　総合実践活動の目標に，児童・生徒が「実践活動

を通して，探究と創造の意識を高め，科学研究法を

学び，総合的に知識を応用する能力を伸ばす」こと，

児童・生徒の「社会に対する責任感」「情報技術を利

用する意識と能力」を養い，「基礎的な技術能力を身

につける」ことを掲げている。総合実践活動の内容

は，「指定領域」と「非指定領域」に分けられている。

指定領域は，問題解決学習，ボランティア活動・社

会実践，情報技術教育，労働と技術教育という4っ

の部分から構成されている。非指定領域とは，「二二

隊活動，学校伝統活動（科技祭，体育祭，芸術祭），

児童・生徒の交友活動，児童・生徒の個人或いはグ

ループに対して行う心理健康活動など」の内容であ
る（2）。

　総合実践活動は、定められた狙いに基づき、各学

校が自主的・自律的に具体的な内容を開発・実施す

ることになっているため、中国の学校現場にとって

今までなかった新しい取り組みである。総合実践活

動は各教科とは異質性であることは言うまでもない

が、中国の場合において、自主性、実践能力を育て

ることを目標とし、総合実践活動と親和性を持つ自

治的な活動が今までなかったためゼロから手探りと

いう状況である（3）。さらに、現在の中国において、

総合実践活動は国家カリキュラムでありながら、受

験科目として位置づけられていないため、多くの保

護者が依然として学校に学力を求めたている状況に

ある。その結果、学校側も総合実践活動を工夫する

より、教科指導のほうに重点を置く傾向が多く見ら

れる。したがって、総合実践活動の開発・実施には、

教科以上の難しい取り組み環境におかれていること

が明らかである。

　実際、総合実践活動の担当教師が学校から十分な

支援を得ずに、テーマ設定、単元開発から具体的内

容の実施まですべてが任せられ、負担や苦痛、孤立

をかなり感じているようであるω。学校現場では教

師たちが闇の中で、総合実践活動で何をしたらいい

のかを模索し、各教科以上に苦労している様子が伺

えるだろう。

　中国における研究では、教師のノウハウと指導力

の不足によって、必要かつ適切な指導をできず、確

かな教育効果をあげることができないことが、総合

実践活動を推進する上での大きな問題点と指摘され

ている（5）。こうしたことが、総合実践活動の形骸化

をもたらすことが懸念される。したがって、総合実

践活動の趣旨を踏まえ、適切な指導を行い、確実な

教育効果をあげるために、いかに教師を支援するこ

とかが喫緊な課題である。

皿．武漢二二昌区の教育課程行政からの支援状況

　今回の調査先の武昌区を中心に行ったフィールド

調査の学校現場における総合実践活動を担当する教

師への支援状況を整理すると、大別して以下の2つ

に分けられる。1つは学校組織外の教育行政からの

支援である。もう1つは、学校組織における支援で

ある。現在の中国の総合実践活動の担当教師はこの

2つの支援体制の中で総合実践活動を行っているも

のである。

1、武漢市丘昌区教育局の「教研員」の職務

　中国の区レベルの教育行政機関は「教育局」であ

る㈲。区教育局ごとに、「教研室」が設置されてい

る。「教心室」はカリキュラムの研究や、管内の各学

校のカリキュラムの実施への支援・評価を行うとこ

ろである。教研室には、各教科を担当する教研員を

配置しているω。

　区レベルの教育局に所属する教研員の仕事とし

ては、管内の学校現場を回って、総合実践活動の実

施について指導・助言を行うことが日常の職務であ

る。今回の調査対象となった武昌区「教研室」に所

属しているA教二二は、主に以下の仕事を通して、

管内の総合実践活動を支援し、評価を出している（8）。

①年に1度の「下校」活動。学校の管理職を対象に

総合実践活動の実施状況について聞き取りをし、助

言すること。しかし総合実践活動に消極的な態度を

取る校長は、避けて会わないようにすることもしば

しばである。

②日常的に管内の学校を回って総合実践活動の授業

を参観・指導すること。例えば、学校で1週間続け

て授業参観し、その後自分で授業する。それから、
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学校の教師と授業研究を行う。

③半月に一回学校現場で「教研活動」を行うこと。

総合実践活動について、管内の各学校の総合実践活

動の専任教師を対象に研修・研究会を行う。

④管内の各学校から総合実践活動の実践例を集めた

「実践例集」や総合実践活動の「手引き」を編集す

ること。

⑤区レベルの「総合実践活動優秀授業コンクール」

を開催すること。「総合実践活動優秀授業コンクー

ル」は、教育行政が総合実践活動の実施を促進する

目的で行っており、学校でのその実施を評価する最

も重要でよく使われる手段である。区レベルの「総

合実践活動優秀授業コンクール」での優勝者は市レ

ベルの「総合実践活動優秀授業コンクール」に参加

することになる⑨。だが、「総合実践活動優秀授業

コンクール」における評価基準が明確でないために、

選ばれた優秀授業に対して、納得できないとの声も

多い。その原因とは、教研員が自ら評価基準を作り、

自ら評価することになっているから、主観的な見方

になりがちだという点である。そして、省教研員、

市教研員、区教警鐘の間の微妙な人間関係、権力及

び利害関係も「総合実践活動優秀授業コンクール」

の結果に反映したのである。

　そうした活動を通して、A教研員は総合実践活動

の専門家として、管内各学校の総合実践活動を指導、

評価し、その結果を区教育局に報告する。A教官員

は日常的に学校現場に密着し、各学校の総合実践活

動の実施状況を鮮明に把握している。事実、A教研

員は各学校現場の総合実践活動の専任教師にとって

師匠のような存在であり、非常に頼りになる人物で

ある。

　また、A教研員が行う研修活動への参加を通して、

管内の総合実践活動に熱心に取り込む教師のネット

ワークができ、これらの教師の間に協力体制もでき

上がっており、互いに相談したり、協力をしたりす

る姿も見られた。教師の総合実践活動における資

質・能力の向上、及びそれへの意欲的な参加の動機

付けにもなっている。そのようなA教研員を中心に

形成したネットワークは、学校を超えた総合実践活

動を取り込む専門的な組織と見てよいだろう。

2　武漢市武昌区教育局の学校における総合実践活

　　動の実施に対する評価

武昌区教育局が、管内の各学校での実質的な総合

実践活動の実施を評価する際に使う判断材料は、上

述したように教研員からの情報以外、総合実践活動

の「暴露」（学力試験）の成績を通して評価を出すこ

とになっている。区教育局が学期ごとに行う総合実

践活動の形式は、ペーパー試験である。試験の問い

に対して児童が文章で答える形である。しかし、そ

うした各教科と同じ形式の「調考」は、総合実践活

動の趣旨にそぐわず、総合実践活動の教育的効果を

検証できないことが明らかである。また、区教育局

が学校を評価する際、総合実践活動の「調帯」成績

は入れていないため、総合実践活動の「調考」に消

極的な学校も現れた。

IV，武漢市武昌区の小学校における総合実践活動

　　の運営実態

　中国では小学校から教科担当制である。今回の調

査対象の武昌区の小学校において、学校ごとに、1

人から2人の総合実践活動の専任教師がいる。そし

て、3年から6年の各クラスの担任は、総合実践活

動の兼職教師として配置される。

　前述したように、総合実践活動は今までなかった

ゼロからの取り組みとして、学校現場の教師は大変

苦労の状況にいる．総合実践活動は受験科目ではな

いため、学校現場での総合実践活動の運営実態は、

学校の管理職特に校長の総合実践活動に対する認

識・態度に左右されるものである。以下に、フィー

ルド等を通しての先進校、非先進校を例示すること

にする。

1，先進校の状況

　今回調査に当たった総合実践活動の先進校T校の

校長は、総合実践活動の教育的な効果を認識し、積

極的な態度をとっている。学校の新学期のはじめに

学校全体の共通認識を確かなものとするために、教

職員会議で総合実践活動の実施を強調し、総合実践

活動の専任教師が総合実践活動の年間計画を説明す

る。学校での総合実践活動のカリキュラム開発主体

は総合実践活動の専任教師2人である。総合実践活

動の専任教師2人が、A教研員が主催する研修活動

で指導を受けてから、後に校内研修を通して、指導

的立揚に立ち研修で身につけたノウハウを総合実践

活動の兼職教師たちに教える。T校では、2人の専任
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教師が学校からの経費、授業時間の調整や、他の教

師からの支援などの面において、それらを得やすい

学校全体の総合実践活動の支援体制を整えている。

インタビューを行った20代の2人の専任教師は、学

校での仕事環境に満足し、非常に自分の仕事に誇り

を持ち、生き生きとしており、その仕事ぶりは印象

深いものであった。A教研員は、T校と信頼関係を構

築できており、Tの校教導主任が「総合実践活動の

実施において、A教研員からの支援は非常に役に立

っている。まさに、うちの学校の教員の師匠のよう

な存在です」と語っていた（lo）。

2，醜聞藩校の状況

　しかし、T校のような先進校はいまだ数少ない、

多数の学校の管理職が総合実践活動を重視しておら

ず、受験科目である国語算数などの教科指導に重点

おく一方で、総合実践活動の実施や学校での支援体

制づくりに無関心であることがわかった（ユ1）。そうし

た学校では、総合実践活動のカリキュラム開発・実

施は専ら専任教師に任せ、教師が苦痛や悩みを抱え

ながら、孤立した状況に置かれている。そして、専

任教師の資質・能力及び総合実践活動に対する認識

における個人差は、そのまま総合実践活動の実施に

現れていることがわかった。また、総合実践活動の

専任教師の配置において、学校側が有能であると判

断する教師には受験科目の教科を担当させ、そうで

はない教師を総合実践活動に回す例もあった。

　以上のように、同じ地域および同じ教研員の指導

のもとにおいても、学校の管理職、特に校長の総合

実践活動に対する認識の差異によって、学校におけ

る総合実践活動の運営実態が異なり、総合実践活動

の実質的な実施に直接的な影響を与えることが明白

になった。その背景に、教育行政が学校を評価する

際、総合実践活動に関する内容を主な判断材料とし

て扱っていないことがある。

　しかしながら、総合実践活動の先進校全般からと

らえると以下の2つのタイプが先進校として考えら

れる。1つは安定型である。T校のような校長が総

合実践活動を重視し、支援体制を整えているポジテ

ィブな学校環境があり、専任教師がまず区教亡霊A

先生の行う研修活動で総合実践活動のノウハウを覚

え、それから総合実践活動のノウハウを学校内で広

げ、さらに学校内での総合実践活動の支援体制を強

めていく形がある。

　もう1つは不安定型である。学校の管理職が特に

総合実践活動に関心を示しておらず、校内での総合

実践活動の支援体制も形成していない状況。だが、

専任教師がA教研員の総合実践活動の研修活動を通

して資質・能力を高め、学校で自らの独自の努力で

総合実践活動における実績をあげたことによって、

学校が総合実践活動の先進校の列に入ることになっ

たこともある。

V．フィールド調査等を通しての知見と今後の研

　　究課題

1．得られた知見

　中国の第8回教育課程改革で導入した総合実践活

動は、創造性、社会性、総合的に知識を運用する能

力を育成すること目標にし、狙いがあるものの、各

学校が独自で実質的な具体内容を開発・実施するこ

とになっているため、中国の学校現場にとっては今

までなかった皆無からの取り組みである。それゆえ

に、教師の資質・能力が厳しく問われていることに

なるだろう。

　中国において、総合実践活動を推進するために、

教師のノウハウと指導力の不足が大きな問題点とし

て指摘されており、いかに教師を支援するかが喫緊

な課＝題になっている。

　現実として、総合実践活動は今までなかった新し

いものであることからこそ、カリキュラムの開発・

実施には、学校組織内外における教師への支援体制

を整えることは、必要かつ不可欠である。しかし、

受験科目とされていないため、多くの学校が総合実

践活動を軽視する傾向があり、決してすべての学校

で総合実践活動に取り組みやすい環境を作り上げて

いるとはいいかたい。また、教育行政が、総合実践

活動の実施を学校を評価する主な判断材料に入れて

いないことも、総合実践活動の推進にネガティブな

影響を与えたと考えられる。

　以上のような総合実践活動の実態において、武漢

市島昌区のA教研員が総合実践活動における教師の

資質・能力向上に果たした役割に注目すべきと考え

られる。

　前述したように、武昌区の管内において、A教研

員は総合実践活動の専門家として、学校現場に密着

し、管内の総合実践活動を指導、評価している。A

一66一



中国の「総合実践活動」における行政からの支援状況と学校運営実態に関する考察

教研員が行う研修活動への参加を通して、A教漏電

を中心に、各学校の総合実践活動の専任教師がメン

バーとした学校を超えた総合実践活動に取り込む専

門的な組織が形成した（以下「A教研員の専門組織」

と略）。

　「A教塾員の専門組織」の特徴と教師の資質・能

力向上に果たした機能を以下のように分析した。①

学校を超えた総合実践活動の専門的な組織であると

いう特徴がある。②A教研員が行う研修活動への参

加することを通して形成されたその組織では、総合

実践活動の中堅教師を育成することにしている。後

に、中堅教師が各学校での総合実践活動を推進する

引率者の役割を担い、校内研修や学校での支援体制

の形成を促すことによって、学校組織での総合実践

活動を行いやすい環境づくりにポジティブな影響を

与えている。③A教研員の専門組織では、管内の総

合実践活動の専任教師の問の協力関係ができあがり、

それによって、相互の情報交換を行い、仕事への意

欲向上にもつながる。

　「A教掛員の専門組織」は、総合実践活動におけ

る教師の資質・能力向上に関する学校内外の支援体

制の中で重要な役割を果たしていることが明らかで

あるが、その限界性と問題点も顕在している。それ

は、①区ごとに教研削は配置されているから、それ

ぞれの教研員の資質・能力、総合実践活動に対する

理解における個人差がある。いかに、区教研員の力

量を確かなものにすることかが課題である。②同じ

区でも、学校の管理職、特に校長の総合実践活動に

対する認識における差異によって、学校内の総合実

践活動の運営実態が異なり、結果として「A教研員

の専門組織」が果たせる機能が違ってくる。

2．今後の研究課題

　以上のように、「A教動員の専門組織」が総合実践

活動における教師の資質・能力向上に関する支援体

制の中で重要な役割を果たしていることは明らかで

ある。しかし、他方、教育行政が学校を評価する際

の判断基準に総合実践活動に関する内容を入れない

ことや、教育行政が学校管理職を評価する方法上の

問題、学校の管理職の総合実践活動への理解・認識

不足が、総合実践活動が置かれた環境での阻害要因

となっている。それらの環境の中で、「A教研員の専

門組織」が発揮できる機能は限られている。今後い

かに、それらの課題を解決するかが、区・市・省の

地方レベルのみならず、中国全体にとって重要な課

題であることは間違いないと考えられる。

　今後、「A教研員の専門組織」を含め、中国の総合

実践活動における促進要因・阻害要因を研究対象と

して、その実態を解明し、研究内容を深化させてい

きたい。

※本稿は、財団法人福岡アジア都市研究所平成18

年度若手研究者研究活動助成の研究成果の一部であ

る。

【注】

（1）本稿で使う「経営環境」の中身とは、カリキ

　ュラム編成に関連した人事、予算政策や教育行

　政からの支援、評価、及び学校のカリキュラム

　開発・実施に関する支援体制である。

（2）総合実践活動の「非指定領域」の具体的内容

　については、拙稿「中国における徳育実践活動

　としての「特別活動」の特質」『九州教育学会研

　究紀要』第33集、pp．149－156に詳しく述

　べている。

（3）藤原幸男「教科と「総合的な学習の時間」の

　関連の構成」『琉球大学教育学部教育実践総合セ

　ンター紀要』第12号、2005年3月目．55。原文1

　　「「総合的な学習の時間」の実践過程は以下の4

　点であげるように教科とは異質である。むしろ

　教科外の自主的・自治的な文化活動と親和性を

　持つことが多い。」

　　中国の「総合実践活動」は日本の「総合的な

　学習の時間」と類似性があり、それにあてると

　思われる。日本の場合は、「教科外の自主的・自

　治的な文化活動」が主に、「個性」「自主性・実

　践能力」を育つことを狙いとしている特別活動

　を場として実施されるものだと考えらえる。中

　国において、日本の特別活動と形式的に近い内

　容のカリキュラムがあるが、それが政治思想教

　育の強化を首眼に置く「徳育」の実践活動とし

　ての本質を持つため、中国の場合が「総合実践

　活動と親和性を持つ自治的な活動」はないと考

　えられる。

（4）2006年10．月に、武漢市武昌区で総合実践活

　動の実態調査を行った際、総計5回にわたり、
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　武昌区のA教研員、及び総合実践活動の研修会

　に参加する管内の各学校の教師を対象にインタ

　ビューすることによってその実態を察すること

　ができた。

（5）郭元祥ほか編著『総合実践活動課程教師

　指南（3～4年級）』陳西師範大学出版社，

　2006年、p．1。
（6）中国の各段階の教育行政機関の名称は以下の

　通りである。国家レベルは中華人民共和国教育

　部である。省レベルは、○○省教育庁である。

　市レベルは、○○市教育局である。区レベルは、

　○○区教育局である。

（7）教研員は、日本の充て指導主事に相当する。

　教研員は学校現場の教師から選ばれ、正式な職

　名はr教諭」である。

（8）2006年9月20日から10，月25日、武漢市武

　昌区で総合実践活動の実態調査を行った際、武

　昌区のA教研員へのインタビュー、その教研員

　の日常の職務の観察、職務日記の写しなどのフ

　イールド調査を通してまとめた内容である。

（9）中国では、国、省、市、区の各レベルの教育

　行政機関が主催するコンクールがある。区レベ

　ルのコンクールは一番基礎にあり、その優秀者

　は上級の市レベルのコンクールへの参加者にな

　る。このように、区から国までの各レベルで現

　れた優秀者が上級レベルのコンクールに昇進す

　る形となっている。

（10）2006年10月18日に、総合実践活動の先進校

　　丁校で行った、T校の教導主任へのインタビュ

　　一によるものである。

（11）2006年10．月に、武漢市武昌区の6校への訪

　　問、及び武昌区のA教研員、管内の各学校の

　　教師を対象に行ったインタビューに基づき、

　　まとめるものである。
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