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・交通手段として徒歩、バス、自転車、自家
用車などさまざまである。�

・登校してくる子どもたちは、校門に立って
いる先生方にきちんとあいさつをしている。�

・体操は校庭で行っている。�
・体力向上を図るため、教育委員会から学校に
毎日1時間の運動時間を確保するようにと
指導がある。�

　学校の工夫策として、週3回の体育の授業
と毎朝の40分の体操で、1日1時間の運動
時間を確保している。�

�

6：30ごろ�

登校～8：00

7：20～�
7：50

登校�

体操�

授業�

8：00～�
8：40

8：40～�
11：45

11：45～�
13：50

昼食�
昼休み�

起床�

朝の自習� ラジオ体操からリズム体操まで。
40分もかかる。�

家族の方（保護者・祖父母）との
登校が多い。�

・授業は1時限が40分である。�
・すべての教室にスクリーンがある。先生は板
書のかわりに、手元のパソコンに文字などを
打ち込んで、それがスクリーンに映し出され
ている。CD-ROMなどのソフトもよく活用
されている。�

・授業と授業との間に10分の休憩時間がある。�
　2時限と3時限との間に、「目の体操」（眼
保健操）もある。�

授業中、挙手し、発言する子どもが多い。�
私語、立ち歩きはまったくみられない。�

・お弁当を食べる子、学校の食堂で食べる子、
自宅に戻って食べる子と昼食のとり方がさま
ざまである。�

・昼休みが2時間以上もある。昼食の後、一
休みをする子、本読みをする子、校庭で遊ぶ
子など、思い思いに過ごす。�

教室でお弁当（弁当業者による配達）を�
静かに食べている。�

北京の小学生の1日�
北京編�2
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・学校は完全週5日制である。�
・5年生は教育課程の規定により、授業時数は週30時間となっている。曜日によって、
7時限行う日もある。�

宿題時間�

下校�

17：00ごろ～�
18：00ごろ�

18：30ごろ�

20：30ごろ�

19：00～�
20：30

13：50～�
16：15

16：15～�
16：45

16：45～�

授業（2時限 or3時限）�

・正規の授業と違って、希望者だけが参加する。しかし、実際この時間帯は保護者がま
だ仕事をしているため、ほとんどの子は補習クラスへの参加を希望しているようであ
る。�

正規の授業後の補習クラス�

夕食�

・安全のため、家族の方と一緒に帰宅
する子が多い。�

・高学年の場合、1人で帰宅すること
もある。�

・共働きの親であってもこの時間帯にはほとんど帰宅している
ため、家族で夕食のテーブルを囲むのはふつうの光景である。�

遊びなど� ・テレビを見たり、パソコンで遊んだり、本を読んだりして過
ごしている。時々、宿題をすることもある。�

�

就寝� ・学校の始業時刻が早いので、朝の起床が早く、就寝時刻もあ
わせて早い。�

・1時間ほど学校の宿題に取り組む。�
　場合によっては、親から出される宿題も
する。�

・「きちんと宿題をしなければいけない」と、
小学生手帳において明示されている。�

�

家族の方が迎えに来ている。�
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中国における近年の教育政策の変遷をみる
と、受験競争の激化や拝金主義的・個人主義
的教育観の広がりへの対策として、1990年代
半ばに中国の教育界や教育関係者の間に学校
教育の果たす役割を見直す必要があるという
認識が広まった。2000年代に入って、『基礎
教育課程改革要綱（試行）（2001年 6 月）』『新
教育課程標準（新しい学習指導要領）（2005
年 9 月）』が相次いで発表され、受験での合
格を目指す「応試教育（受験教育）」から、
子どものさまざまな素質や人間性を育てよう
とする「素質教育」へとカリキュラムを転換
した。「素質教育」は乱暴を承知で日本の教
育と比較すると、中国版のゆとり路線や新し
い学力観である。中国は「素質教育」を具体
化するため、各教科の改革を進めるとともに、
日本の「総合的な学習の時間」に相当する
「総合実践活動」を導入している。

私は、2007年 6 月に北京を訪問した。その
際に、中国教育部（日本の文部科学省にあた
る）の基礎教育課程教材発展センターで『新
教育課程標準』の作成に携わっている研究者
―今回の北京調査部分をご協力いただいてい
る劉 堅氏と付 宜紅氏―に今回の調査結果お
よびその背景について、インタビューを行っ
た。また、実際に調査にご協力いただいた小
学校 2校を訪問し、児童、教員および校長へ
のインタビューを試みた。
本報告では、アンケート結果とインタビュ

ー結果をもとに北京の小学校の今を報告し、
これをもとに日本の小学校教育のあり方につ
いて考えたい。

1 . 「応試教育」から「素質教育」へ……
『新教育課程標準』の作成にかかわっ
ている方へのインタビューから

中国では今、子どものさまざまな素質や人
間性を育てようとする「素質教育」が推進さ
れている。その背景には、「応試教育」の過
熱への対策や、詰め込み教育による弊害の排
除がある。

［外発的動機づけ］

中国では、学業面での子どもへのプレッシ
ャーが高いとされている。北京の小学生は東
京の小学生と比較すると、学習時間が長い。
東京の小学生は平日に平均で101分勉強する。
これに対して北京の小学生は132分勉強して
いる。北京の小学生は下校時刻が遅いため、
平日にはあまり塾に行かないことを考えると、
家庭学習時間は北京の小学生のほうがはるか
に長い。北京の小学生は学習時間が長いだけ
ではない。表 1のように、東京の小学生より
も「新しいことを知るのが好きだ」が74.5％
と高くなっており、勉強への肯定的な様子が
うかがえる。
しかし、学業面でのプレッシャーは重圧と

なっている可能性がある。「勉強で友だちに
負けたくない」が79.9％、「親の期待が大き
すぎる」が32.0％などと東京よりも否定的な
状況が読み取れる。このことは学習意識にも
影響を与え、「問題が解けたり、何かがわか
るとうれしい」が東京の小学生よりも少なく
なっている。一般に北京の小学生は優等生的
回答をしようとする傾向があり、数値にバイ
アス（イエス・テンダンシー）がかかってい
るものと思われる。それなのに学習意識に関

樋田大二郎（青山学院大学教授）�

北京調査から教えられたこと�
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して、このような否定的傾向が浮かびあがっ
てきている。
インタビューに応じてくれた劉氏は、この

調査結果について「今回の北京調査の結果を
みると全体的に数値が高く表れている。しか
し、もし外部からのプレッシャーがなければ、
多くの質問については、日本とほぼ同じよう
な数値が出るのではないか。あるいは場合に
よっては、日本より低い数値が出るかもしれ
ない」と述べ、「『問題が解けたり、何かがわ
かるとうれしい』をみると、北京は49.4％で
日本より30ポイントも低いという結果となっ
た。これについては、やはり内発的動機づけ
より外的な動機づけが強いことがわかる」と
している。

［教授スタイルの変化］

「素質教育」は、日本のゆとり路線や新し
い学力観に近い方向性を持っている。前述の
劉氏は次のように述べている。「中国では今、
教授方法が大きく変わりつつある。国として、
学習内容の難易度を下げており、かつ、学習
内容がより生活と密着するように考慮されて
いる。これは大きな変化だ。地域とのつなが
りを持つような学習内容も多くなってきてい
る」「また、教師の教育方法については、教
材を教えるのではなく、教材を使って教える
ようになっている。直観、マルチメディア、
子どもの創造性を引き出せるような方法、子
どもの学習への参画などを重視している。確
かに中国では、学校ではパソコンやインター
ネットの使用率はまだ低いが、これからでき
るだけマルチメディアを使いたい」「最近、
アメリカのコロンビア大学から訪中団があ

り、北京の小学校の数学の授業を見学して驚
いていた。以前は、中国の授業の内容の難し
さについて驚いていたが、今回の訪中では、
子ども同士のコミュニケーション、授業中、
意見を発表したり、先生が子どもの意見を尊
重したりしている様子をみて、驚いていた。
もちろん、このような授業はまだまだ少なく、
広がっていないが」。

［評価方法］

教育内容・教育方法の変化に応じて、評価
方法も変わろうとしている。「学習内容、教
授スタイルの変化に対応して、評価の内容・
方法、評価の利用などについても変わりつつ
ある。またテストは学習のプロセスとして重
視され、単なる成績の良し悪しを判断するだ
けではなくなった。テストの方法も変わって
きた。とくに小学校では、筆記テストだけで
はなく、場合によってはゲーム、活動を使用
し、評価することもある（劉氏）」。

2 .  よく統制された教室 ……小学校の見
学と教員・児童へのインタビューから

以下では、われわれが学校訪問で見たこと、
聞いたこと、考えたことをいくつかご紹介し
たい。
小学校訪問では、休み時間に無邪気に遊ぶ

児童の姿、訪問者であるわれわれに人懐っこ
くあいさつする児童の姿に、子どもらしさを
感じた。日本の子どもと変わらないな、とい
う印象を持った。
しかし、授業中の様子については、日本と
の違いを感じ、大いに驚いた。国語の授業や
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表1　学習に対する意欲�

   東京（1,105） 北京（1,195）�

勉強で友だちに負けたくない 56.8 79.9�
新しいことを知るのが好きだ 61.7 74.5�
問題が解けたり、何かがわかるとうれしい 79.5 49.4�
親の期待が大きすぎる 16.5 32.0

注1）複数回答。�
注2） （　）内はサンプル数。�

（％）�
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英語の授業では、学習内容を頭だけで理解す
るのではなく、身体や気持ちで感じとらせよ
うとしており、この面では日本と共通の志向
を感じた。しかし、北京では日本と違って授
業が非常に統制されていて、とてもスピード
感がある。さらに、次に述べるように、良く
統制されていた。

［規律の正しさ］

中国の小学校を訪ねて感じたのは、子ども
たちが集団行動の規律をしっかりと身につけ
ていることである。
始業前の数分間、立ち歩く者はなく、先生

が「休め」と号令すると、全員が一斉に机の
上に伏して（頭を置き）休んだ。授業中は、
まったく私語をしない。さらに、小学 5年生
の国語（中国語）の授業では、先生が「 2人
組で話し合いなさい」「 4 人組で話し合いな
さい」「ノートに考えを書きなさい」と指示
すると、全員が間髪を入れず指示にしたがっ
た。あまりの反応の速さと規律正しさに、驚
きと疑問を感じた。速さや規律正しさは、気
持ちや余韻とどこまで両立するのだろうか。

［学歴主義］

中国は学歴社会である。どの段階の学校を
卒業して社会に出たか、つまり、日本でいう
中学卒業か高校卒業か大学卒業かで、どのよ
うな仕事につけるかの大枠が決まってしま
う。とくに、大学卒業の学歴は、最近は希少
価値が下がってきているとはいえ、日本より
もはるかに高い価値がある。2006年の中国の
大学進学率は22％（「人民網日本語版」2007

年 6 月28日）にとどまる（なお、北京市では
72.9％と非常に大学進学率が高い）。
今回の国際 6 都市調査では、北京の小学生
は東京の小学生より学歴主義的で上昇志向が
強く、しかも、競争社会認識が強いという傾
向がみられた（表 2）。「いい大学を卒業する
と将来、幸せになれる」は、北京で41.9％
（「とてもそう思う」の％、以下同）、東京で
24.4％である。また、「将来、一流の会社に
入ったり、一流の仕事につきたい」は北京
62.8％に対し、東京で32.0％、「（わが国は、）
競争がはげしい社会だ」は北京で64.7％なの
に対し、東京では25.0％であった。

［小皇帝といわれるが］

中国では1970年台初頭から人口抑制策が始
まり、1979年から厳格な「一人っ子政策」が
推進された。今では、子どもの両親も一人っ
子のケースが多くなっている。 1人の子ども
に対して、両親と 4人の祖父母、合計 6人の
愛情が集中するため、甘やかされて育ち、
「小皇帝」と呼ばれるわがままな子どもが増
えたといわれている。
ただし、教育問題は、どこの国でも大げさ

に語られる傾向がある。そこで、われわれは、
小学生の寮生活をみることで、この「小皇帝」
の問題を確かめてみた。その結果は、少なく
とも、寮生活をしている小学生は“わがまま”
という表現が該当する子どもではなかった。
北京の小学校では、安全対策で、登下校の

際に、ほとんどの児童に保護者の送り迎えが
ある。保護者が遠いところで働いていて送り
迎えができない子どもを対象に、小学校に寮

表2　社会観・価値観�

   東京（1,105） 北京（1,195）�

いい友だちがいると幸せになれる 68.4 57.4�
いい大学を卒業すると将来、幸せになれる 24.4 41.9�
（わが国は、）努力すればむくわれる社会だ 30.3 48.1�
（わが国は、）競争がはげしい社会だ 25.0 64.7�
将来、一流の会社に入ったり、一流の仕事につきたい 32.0 62.8�
�注1） 4段階の選択肢のうち「とてもそう思う」の比率。�
注2） （　）内はサンプル数。�

（％）�
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が併設されていることがある。私たちが訪問
した 2校のうちの 1校はそうした子どもを対
象とした寮を持っており、全校児童の約 4割
が寮生活をしていた。寮の居室は、すべて 8
人部屋だった。居室の窓には赤い旗のシール
が何枚かずつ貼ってあった。整理整頓が上手
にできるたびにシールが 1枚貼られていくの
だ。われわれの目には、どの部屋も整理整頓
が徹底されているようにみえた。
寮には遊技場があり、設備が大変充実して

いた。テレビゲームその他の一人遊びのおも
ちゃや遊具はなく、大半の遊具が複数の子ど
もで遊ぶものなのが印象的であった。寮に持
ち込むことが許されている私物のおもちゃは
人形が 1つだけということであった。われわ
れが寮でみた小学生の生活は、このように、
「小皇帝」のイメージとは異なり、楽しくか
つ厳格な集団生活といえる。

［家庭学習］

日本で暮らす中国人に小学校時代のことを
たずねたところ、親と教師からの勉強への圧
力が強かったという。また、周囲の子どもが
一生懸命勉強するので、自分も一生懸命勉強
するのが当たり前だと思っていたと答えた。
この勤勉さの背景の 1つに、前述のように 1
人の子どもに対して 6 人の親と祖父母がい
て、この 6人が熱い教育期待をかけるという
状況がある。
今回の調査結果では、北京の小学生は非常

によく家庭学習をしている。平日には予習、
復習や宿題にかける家庭学習時間が長い。自
分で授業を発展させて学習することも多い。
私たちの訪問した学校では、学校が教科ごと
に宿題用のノートを作成して、子どもたちの
宿題指導を徹底していた。教員へのインタビ
ューでは、「小学生手帳の中に、決められて
いる家庭学習時間の中で宿題をして提出する
ことが触れられている。ほとんどの子がきち
んと宿題を提出している。たまに提出しない
子がいる場合、本人や保護者とコミュニケー
ションをとり、その原因を見つけ出し、宿題

ができない場合、教えてあげている」と話し
ていた。「宿題の量は、低学年ではとても少
ない。 1年生は基本的には学校で宿題を済ま
せ、家に持ち帰らないようにしている。 2年
生、 3 年生はだいたい20分から30分程度。
中・高学年は 1時間程度」と述べていた。
児童へのインタビューでは、「毎日宿題を

やるのが大変ですか？」という質問に対して、
「いいえ、大変ではない。勉強はだいたい 3時
間かかる。宿題の内容は、新出漢字の書きや、
予習復習もある。金曜日までに、学校の宿題
を済ませる。学校の宿題以外に、土曜日、お
父さんからの宿題もある、それはだいたい半
日かかる（模擬試験のようなテスト）」とい
う回答だった。
学校の学習奨励は宿題だけではない。表彰

による学習の奨励も盛んだ。北京の小学校で
は、赤い線が入った肩章をつけている児童が
いた。成績優秀も含めて、徳・知・体・美・
労などさまざまな面において優秀であること
を示す肩章だった。

［通塾］

北京では通塾率が高い。子どもは平日、学
校の勉強に忙しい。これに対して、塾は土日
に集中して勉強する傾向がある。しかも 1教
科だけではなく、2～ 3教科を勉強するので、
学習時間も長い。
学歴主義が強く、 6人の親のポケットから

教育費が支払われる中国では、私的手段を利
用しての学歴獲得が過熱している。北京の通
塾の特徴は表3にあるように、通塾率が76.6
％と高いこと、通塾日は土曜日と日曜日に集
中しており、通塾日数が 1 ～ 2 日が70.4％と
多いこと、 1回あたりの学習時間が日本より
も長いことなどである。
インタビューに答えてくれた児童は、「日

曜日は塾に行く。国語、数学、英語で、朝 7
時半から11時半まで、半日かかる。習い事は
以前やったが、今は、中学受験のためやめた
（児童Ａ）」「今、塾に行っている。国語、数
学、英語で、毎週日曜日に通っている。数学
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は 2時間、国語も 2時間、英語は半日かかる。
習い事はフルートを習っている。小学校 2年
生から始めた。幼児園の時には、国語、数学、
英語、囲碁を習っていた（児童Ｂ）」と答えた。

［板書が少ない理由－デジタル・ディスプレ

イの活用］

北京を訪れる前に、われわれは、 1つ大き
な疑問を抱えていた。北京の小学生は、あま
り先生の板書を写さないのである。「黒板に
書かれたことを、きちんとノートに書く」こ
とが「よくある」と答えた児童の割合が、東
京で64.7％に対して、北京では28.2％にとど
まっていたのである。なぜ、学校の勉強をし
っかりと行っている北京の児童が、先生の板
書をノートに写さないのだろうか。板書をノ
ートにとることは日本の小学校教育の基本中
の基本である。
北京の授業をみて、すぐに答えがわかった。
見学したすべての教室に大画面ディスプレイ
があり、教師が黒板を使わず、このディスプ
レイをパソコンにつなげて、さまざまに使い
こなしていたのである。教科によって、黒板
の使用頻度が違ってくるとは思うが、われわ
れが見学した授業では、どの教室でも黒板は
ほとんど使われていなかった。黒板を上手に
使う教師が優秀な教師であると信じてきたわ
れわれには、とてもショックなことであった。
教師へのインタビューでは、ノートテーキ

ングは「低学年は知っている字が少ないので、
あまりすすめていない。中・高学年は少しず

つやっているが、ノートをとるのは基本的に
は小学生はまだ難しい」と答えた。北京では
漢字が板書のハードルになっているのかもし
れない。

［「応試教育」がなくならない理由］

中国は、猛烈な学歴主義社会である。前述
のように家庭では、勉強させるために 6人の
おとなから、子どもへの強い学習圧力がかか
る。また、中学進学システムも子どもに勉強
を強いる。さらに、教師は「学力に関する要
求」があるので、宿題や練習を出さざるを得
ない。
インタビューで、ある教師は次のように答

えている。
「私たちはとくに何かやっているわけでも
ない。今、中国は人口が多いし、無意識のう
ちに、子どもたちへのプレッシャーが大きい
と思われる。また保護者が子どもにプレッシ
ャーを与えている。学校では、私たち教師に
もある程度学力に関する要求があるので、私
たちはふだん子どもに対して多くの宿題や練
習を出さざるをえない状況でもある。それら
は自然に、子どもにプレッシャーを与えてし
まうだろう。また、子どもたちは次に、やは
り中学校に行く。何によって中学校に入るの
か。小学校では『素質教育』といっているが、
進学に際してはやはり成績が重視されてい
る。小学校を卒業できても、いい中学校に行
けないと、いい大学には入れない」。

表3　学習塾�

   東京 北京�

学習塾通塾率 行っている 51.6 76.6�
 行っていない 34.8 12.2�

通塾日数 　1～ 2日 39.3 70.4�
 　3日以上 58.8 27.6�

　1回の学習時間 30分くらい＋ 1時間くらい 19.0 11.3�
  　2時間くらい 27.7 28.6�
  　3時間くらい＋ 4時間以上 50.7 58.3

注）「無回答・不明」は省略した。�
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［中学進学と教員研修］

中学受験と教員研修制度について、日本で
読んだり聞いたりしたことがわかりにくかっ
たので、訪問した小学校の教員と校長にたず
ねた。わかりにくかった理由は、中学進学の
制度が頻繁に変わっていたり、教員研修が日
本とは大きく異なるシステムだったりしたか
らであった。
まず、中学進学についてインタビューした

教員は次のように話してくれた。
「毎年、国の政策が違う。今年は中学入学
試験をしてはいけないという政策らしい。試
験できない場合、成績と関係なく、学区内の
いくつかの中学校の中から自分が行きたい学
校を選んで、自分の履歴（近年の成績、とっ
た賞など）を書いて希望する中学校に提出す
る。中学校が引き受けてくれたら、入れる。
落ちることもある。今まで受験してもいいと
いう年もあった。私立中学校については試験
が許されるが、それらの学校はたいてい寄宿
制である」。
次に、教員研修については、訪問した小学

校の校長は、以下のように教えてくれた。
「必ず受けないといけない研修については、
5年に 1回。教師の継続教育の一つと位置づ
けられている。研修は 7つか 8つのカリキュ
ラムで構成されている。それぞれ教材がある。
内容は職業道徳を含めて、教育理論、心理学、
コンピューター、また、専門の教科である。
たとえば国語であれば、国語や英語などであ
る。研修は一定の時間数を満たさないといけ
ない。時間数を満たし、かつ試験に合格した
ら、研修の通知表にそれぞれの試験の成績を
載せ、合格の印を押され、継続教育合格証を
もらってはじめて、教員免許が更新できる。
一度先生になったら、永遠に先生としてやっ
ていけるわけではない。ごくわずかだが、現
実に試験に落ちる先生はいる。本校にもその
ようなケースがあった。そうした先生は食堂
に移動したり、財産管理員になったり、経理
をやってもらったり、あるいはこの学校から
離れていくことになる」。

3 .「素質教育」やゆとり路線は根づくのか

教育は社会変革の前衛か後衛か。これは従
来から議論のつきぬ問題である。中国は今、
教育が後衛であることを脱しようとしている。
受験競争の激化、拝金主義的・個人主義的教
育観の広がりに対して、中国政府は学校がま
ず「素質教育」を行い、これによって社会的
風潮を改めようとしている。しかし、学校は
「応試教育」を求める保護者の要望にある程
度応えざるを得ないようだ。このような中で
「素質教育」を広めることは困難を極めるだ
ろうことが容易に想像される。
日本では、中国の「素質教育」にあたるゆ

とり路線をはじめてからすでにずいぶんと時
が経っている。
東京の小学生は北京の小学生よりも内発的

動機づけから学習する傾向が強く、「問題が
解けたり、何かがわかるとうれしい」と答え
る割合が高い。ゆとり路線の成果とみること
ができるのではないか。しかし、そのかわり
「新しいことを知るのが好きだ」という割合が
低かったり、学習時間が北京の子どもよりも
短かったりする。ゆとり路線は、学習習慣や
学力水準の側面からは見直しが迫られている。
また、東京など大都市圏では中学受験が小

学生の心身をむしばみつつある。幸い、日本
の小学校は、中学受験にはかかわらないよう
にしているので、小学校教育自体が「応試教
育」になってしまうことは避けられているが、
小学生には進学塾で「応試教育」的学習方法
や学力が求められている。

今、日本では次の学習指導要領で、ゆとり
路線（「生きる力」）から撤退するのではなく、
ゆとり路線に加えて家庭学習指導の徹底や教
師主導の学習指導の充実をはかり、「生きる
力」の学力の一層の充実を図ろうとしている。
北京調査が示唆するものは、授業場面での実
際の教え方、塾、中学との接続のあり方、教
師の質などが、ゆとり路線定着の鍵になるか
もしれないということである。
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