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要旨：1949年社会主義公有制を経済基盤とする中華人民共和国が成立してまもなく、私立学校が中国で跡を絶った。
80年代に入って、改革開放の政策の下、中国教育改革に伴い、私立学校は再び復興し、中国教育の発展を促進する
とともに、中国の経済発展にも貢献している。しかも社会主義中国における教育事業の構成部分となり、その重要
性は再評価されている。私立学校の概念をとらえつつ、その復興に至る背景、私立学校をめぐる今日的な特質と問
題点、今後の社会的役割を探った。
キーワード：社会主義socialism、社会力量private-sector vitality、私立学校private school

１．はじめに

にする。これまで日本において中国私立学校に関する
先行研究１）は殆んど見られなかっただけに研究の意義

世界の民営化風潮の中、教育分野にも民営化の可能

は認められよう。筆者（呂）は中国全地域の動向を踏

性が論議されている。公立学校教育の病弊も長く指摘

まえつつ、特に中国福建省地域の私立学校へのインタ

されている現在、民営化による再生は一策に相違ない。

ビュー調査（2001年９月、2002年10月）を行い、本題

教育は、教育目標に向けて官民とともに惜しまず努力

における実証的研究を深化させるように努めた。

をする必要がある上、教育をいかに重視するかにより
２．社会主義中国における私立学校の定義及び類型

教育効果は最も影響を受けることとなる。教育の質を
高めるために、多様な試み、改革が世界各国で実施さ
れている。公立学校教育に対し、米、英国は率先して

中国では、法的な整備が非常に遅れている。教育に

教育の質の向上を目指し、私立学校化手法を取り入れ、

対しても例外ではない。学校で取得した学歴に対し、

教育改革に効果を奏してきた。しかし、このような世

国家による認可制が取られている。一般に、学校教育

界の公立学校教育改革が進んでいく背景の中、私立学

は、教育活動を終える際その学歴を認可する「学歴教

校に関しては改めて再考が求められている。この点、

育」とそれ以外の「非学歴教育」の二つに大別されて

日々の変化が激しい社会主義中国においても、教育改

いる。しかし、現代における教育活動の主役である学

革は進んでおり、２．２で後述するように社会力量を

校を如何に認識すべきか、これまで長期にわたって学

活かした私立学校は近年急速に発展している。私立学

校に関する政府の法的な規定、解釈が存在しなかった

校の成長は中国の教育改革に如何なる変化をもたらし

のである。中国において、日本における「学校教育法」

ているのかについて、考察する価値がある。本稿では

のような法律はいまなお制定されていないのが実情で

中国の私立学校の概念、復興に至る背景に着目しつつ、

ある。そこで、私立学校の概念は何であるかを明白に

公立学校の改革に与えた影響にも視点をあて、中国に

するため、まず学校という概念について検討しておき

おける今日的な私立学校の特質と役割を解明すること

たい。
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釈が適用できる。学校の意味の特定により、現在学校

1987年国家教育委員会（日本の文部科学省に相当）

は学校教育制度上の学校を指すようになったといえよ

は「社会力量弁学に関する若干臨時規定」（以下「若

う。

干臨時規定」と称する）を発布した。同規定の適用範
囲について、第６条は、社会力量が作った、学歴教育
を実施する学校以外の学校は規定に従うべきと定めて
いる。同年「社会力量弁学財務管理臨時規定」、1988
年に「社会力量弁学教学管理臨時規定」を相次いで発
布した。特に、後者の「社会力量弁学教学管理臨時規
定」第２条は、 本規定の適用範囲は、社会力量が設
置した、まだ国家学歴認定資格を取得していない、社
会に向けて学生募集を行う各級各類学校及びその分
校、部局、さらに独立設置した訓練センター、各類訓
練班、補習班など教育活動を行う組織など（以下学校
と称する） と定めていた。学校の概念において、非
学歴教育を行う訓練センター、班、補習班などをも学
校だととらえている。また、1991年発布した「社会力
量弁学印鑑管理臨時規定」第２条は、 各級各類学校、
教育訓練機構を学校の範疇とする

とした。

学校についての解釈を法律上初めて提起したのは、
1993年「中華人民共和国教師法」（以下「教師法」と

図１

称する）である。当法律第40条では、 学校とは就学

（出典：国家教育委員会師範教育室

前教育、普通初等教育、普通中等教育、職業教育、普

中国の学校系統図
編集『教育法導

読』北京師範大学出版社、1996年、p.51.）

通高等教育及び特殊教育、成人教育を行う学校を指す
２．２．私立学校の定義及びその変容

と解釈をしている。職業教育、成人教育を行う学校と
しては、幅が広く、学校を特定することが難しい。し

国家と社会の関係から考えれば、国家は社会の中で

かし、この規定で示す学校は成人大学、成人専門学校

最も大きな集団、最大の社会力量である。学校の性質

などを含めて、学歴教育学校であると理解できる。そ

は設置者、経費の由来によって大きく変わっているが、

して、1995年教育に関する基本的法律ともいえる「中

事柄の目的に着眼すれば、本質はより一層明白になる。

華人民共和国教育法」（以下「教育法」と称する）が

学校の性質を考えるとき、設置者主体より運営経費の

制定された。同教育法第17条では、 国家は就学前教

由来に目を向ければわかりやすい。非国家地方財政教

育、初等教育、中等教育、高等教育の学校教育制度を

育経費、すなわち社会資金による学校運営を目的にす

実施する

るかどうかが私立学校の判定基準となる。社会主義中

と学校教育制度を明記している。国家教育

委員会師範教育室が編集した『教育法導読』によると、

国（1949年10月１日に成立した、中国共産党専制、社

学校教育制度上の学校を、正規全日制学歴教育を行う

会主義体制を採った中国を指す）において、1982年12

２）
学校としているのが特徴である （図１参照）。図１が

月４日、改正した「憲法」第19条は

示すように、普通教育と職業教育の複線により学校の

律規定に従って教育事業を行うことを国家は奨励す

概念はより一層明白化したと察し得る。

る と定め、初めて社会力量の概念について言及した。

各社会力量が法

上述した法律に基づいて、1997年「社会力量弁学条

それゆえ、企業、事業体組織、社会団体及びその他社

例」（以下「条例」と称する）が制定された。「条例」

会組織、国民個人、いわゆる社会力量が非国家地方財

第２条によると、 企業、事業体組織、社会団体及び

政教育経費を利用し設置した学校が、社会主義中国の

その他の社会組織、国民個人が非国家地方財政教育経

私立学校だと定義できる。

費を利用し、社会に向けた学校及びその他の教育機構

しかし、実際には、この私立学校については、民営
学校

（以下教育機構と称する）に本条例が適用される 。
学校及びその他の教育機構

を

３）

とも訳される場合があり、本質的には同じなも

のであるが、本稿では中国の特色ある私立学校として

教育機構と称する

として、前述した各臨時規定のように 学校と称する

捉えている。中国では、中国語で

ことは避けられている。その側面から、学校と言う概

校、社会力量弁学

念は既に特定の意味をもつことが理解できるだろう。

おり、政府が公的な名称をなお特定していないのが現

「条例」にはこの

学校

民弁教育、民弁学

などさまざまの名称は使用されて

状である。民主的な法治の社会に移すには、法の施行

について特に説明がなかっ

の際、明確な定義、名称が必要不可欠にもかかわらず、

たが、法律上の用語として、先述した学校に関する解
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中国では当分時間がかかりそうであり、課題が残され

普陀区教育局に私立学校の設置認可申請をし、その後

ていよう。

私立学校の理事会による校長の任命がなされた。校長

計画性が強い社会主義体制を取っている中国では、

は教師を雇用期間一年と期限付（更新可能）にして採

たとえ市場経済に移行したとしても、政府の計画的な

用し、また生徒を募集するなど学校全体の仕事に関わ

政策が事物の発展にとって決定的に作用している。無

る権限を付与される。学校内は許可により、共産党支

論、私立学校の発展にも同様であるに相違ない。前述

部（何人かの共産党員による党の基本組織）が設置さ

した四つの臨時規定はいずれも非学歴教育を行う私立

れ、学校の運営に参入している。学校は1998年９月１

学校に対する規定であった。当時の学歴教育を行う私

日に創立されたばかりだが、2000年には２学年11クラ

立学校に対して、このような法的な規定が制定されて

ス合計512名の生徒、49名の教職員が在籍していた。

いないことから見ると、私立学校が復興した初期、当

この他、国家企業、政府公益機関が共同で設置し

時政府の指導管理の重点が非学歴教育を行う私立学校

た私立学校も存在する。

にあったと推測できるだろう。一方、中国の私立学校

（２）社会団体、政治団体による私立学校の設置

の復興は非学歴教育から始まっているとも言える。

上海民弁僑華中学は華東師範大学帰国華僑連合会に

「若干臨時規定」第５条によると、社会力量は主に短

よって1993年に創立された私立高校である。校舎は借

期間の職業技術教育、訓練研修、継続教育、基礎教育、

用、生徒が納付した学費、建設費、寄付金、地方教育

予備校などの教育活動を行うことが望ましいと定めて

局からの経費援助による学校運営である。学校は理事

いるからである。実用性、短期間訓練を最大特徴とす

会を設立している。公立学校を定年退職した教師が教

るこの時期の私立学校はその時代の背景を反映してい

員構成の主体になっている。教育の質、学校経営効率

る。1966年〜1976年までの文化大革命で教育が荒廃し、

が評価され、1999年に大学の合格得点基準に達する生

その教育を受けた10代、20代の若者はすでに社会の中

徒が高校卒業生の97.5％を占め、実際に合格した生徒

堅労働者になり、発展にふさわしい素質が求められて

は全体の89.9％を占める状況にある。

いる背景がある。もう一つとして、意識形態が重要と

（３）企業による私立学校の設置

見られる共産党政権は意識形成に重要な堡塁、

上海民弁浦發中学は、1997年に銀行連携を重視する

イデオロギー装置として学校教育に対し、他の社会力

成浦企業グループの投資で創立された。実際に投資し

量からの進出に警戒心を抱いていることが考えられ

た資金は1.2億元である。世界との交流を進め、教育

る。

設備は世界でも先進的なレベルに達する。学校は英語、

しかし、90年代に入って、学校教育分野で私立学校

コンピューター教育を強化していることを特色として

は奨励されるようになった。1995年『中国教育年鑑』

いる。市場意識のもと、教育を 買い にくる 顧客

にはようやく私立学校についての統計が掲載された。

である生徒を最大限に尊重する。必修科目と選択科目

そして「条例」第５条では、各社会力量が職業教育、

があり、また同じ科目でも、A,B能力別クラスに分け、

成人教育、高等学校、就学前教育（幼稚園）、義務教

生徒は自分のぺースに合わせ、選択できるようカリキ

育段階の教育機構を設置することを奨励するとしてい

ュラムが用意されている。教師も、効果重視、市場競

る。後述するように私立学校が発展している現状を見

争の原則に従い、優れた教師が採用され、すでに定年

つめ、政策上から、政府は学歴教育を行う私立学校の

退職した教師の再任用は少ないのが特徴である。
（４）国民個人による私立学校の設置

設置を奨め、指導管理の重点をこの類の私立学校に移
して、私立学校の発展を促そうとしている。学校の意

上海民弁華光高級中学は上海市普陀区業余大学学長

味を特定したことにより、現在私立学校は主に学校教

陳済周をはじめ、11人で120万元を集め、1997年９月

育上の小中高段階に注目していることがわかる。

に創立された。現在借用した建物を改造し、校舎とし
て利用している。再就職の定年退職した教師は教師全

２．３．私立学校の類型

４）

体の86.4％を占めている。学校経費は生徒が納付する

−上海の私立学校を例に−

学校の建設費、援助費、学費から構成される。

それでは、私立学校の創立者、経費に焦点をあて、

（５）株式による私立学校の設置

設置者による分類でモデル事例的な上海における私立

広州私立華聯大学は株式による資金を集める短期大

学校の特徴を見てみよう：

学である。1994年における大学の資産評価によると大

（１）国家企業、政府公益機関による私立学校の設置

学資産は500万元であったが、1998年の再評価の際、

上海民弁黄河高級中学は上海市紡績工業職員大学

約5,000万元になった。株券は3種類あり、法人基金株、

（公益機関）が独自で創立した高等学校である。当の

創設者株と普通株がそれぞれ全体の30%、25%、45%

大学の講義棟を増築し、完成した部分を教室として利

を占めている。創設者株は創設者及び大学の発展に貢

用している。会議室、食堂などは大学と共用している。

献している個人のために発行されている。普通株は社

教育場所と教育設備が確保された後、所轄の行政地域

会に向け発行されている。普通株の株主はその持ち株
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正月に熈小平は中国の南方を視察し、経済政策加速化

このほか、外国と共同で学校を設置することもある。

を訴える講話を行い、同年10月の第14回党大会では計

以上見てきたように、中国において、私立学校には

画経済から社会主義市場経済への移行を宣言した。社

５）

が伺える。設置経費の由来も多様

会主義思想の拘束から一層解放され、経済は更なる発

である。教育の発展には、社会力量を最大限に生かす

展を遂げたのである。1999年７月末、全国個人貯金額

ことが否定できない。企業が学校を経営すること、株

は59,200億元に達する。社会にある多額な貯金は私立

式による学校設立は教育資金を集めるのに斬新な道を

の学校の設立を経済的にも可能にした。一方、政府の

提示している。これに対し、政府の政策誘導、規制緩

教育経費は全体的に不足している。国家財政的教育経

和は必要不可欠であろう。

費は常にGNPの２％台にとどまり、ほかの発展途上

設置形態の多元化

９）

国インド、インドネシアなどよりも少ないのである 。
３．私立学校が復興した歴史的背景
３．２．社会文化、教育的背景
1949年に社会主義中国が成立した後まもなく、社会

10年間の文化大革命当時、知識人が無視されたが、

主義理念の理解に基づき、1952年にごく一部分の国家

改革開放に伴って、知識の重要性は改めて人々に認識

企業、政府機関が設置した以外、中国で活躍した私立

され、教育はそこで大変重要視されるようになった。

学校は政府に納めて公立に変更され、1957年からその

知識を尊重する、人材を尊重する社会風土が形成され、

姿は中国から消えた。数十年が経過した現在、前述し

よりよい教育への要求が高まっていったのである。し

たように、私立学校は再び中国各地で発展しようとし

かし、毎年、数多くの学生は定員制限で進学すること

ている。1978年まで皆無に近かった私立学校は、1991

ができないのである。1998年のデータによると、155

年に全国で私立初等、中等学校だけで1,199校に上っ

万の小学生、794万の中学生、117万の普通高校生が進

６）

ている 。2000年の統計によると、全国私立小学校は

10）
学できなくなっていた 。高等教育における在学学生

4,341校、私立中学校、高校は3,316校、職業中学校は

は同年齢層の3.4％過ぎないのである。1999年に募集

999校、高等教育機関は約1,325校あり、在学学生は約

11）
定員数を拡大しても、10％に過ぎないのである 。よ

７）

438.5万名である 。その復興の背景にある中国社会の

り多くの教育を受ける機会が要請されている。一方、

大きな変化に注目してみよう。

経済発展の要請に応じて、人々は職業能力を高める必
要がある。その職業能力に対する教育は不可欠になっ

３．１．政治経済的背景

ている。しかも、経済の発展にともない、社会的に転

1978年12月、中国共産党の第十一期中央委員会第３

職は激増し、人々の生活も多元化し、多様な教育も求

回総会が開かれ、経済の飛躍的発展を目指し、政治体

められたのである。現在知識の時代において、知識の

系、経済体系の改革開放政策が確立された。当時党の

更新は早くなり、生涯学習としての継続教育は政府に

最高指導者G小平は1978年の全国科学会議で

現代化

とって大きな課題となっている。経済改革により、富

のカギは科学技術の現代化である 、 科学技術人材の

裕階層の人数はますます増えつつある。彼らは将来へ

養成の基礎は教育にある

と述べ、科学技術と教育の

の投資効果予測として、子供に最高の教育を受けさせ

役割を高く評価した。教育改革は科学技術の発展とと

ようとし、よりよい教育の選択を求めている。改革開

もに経済発展戦略の重要課題として認識され、その重

放以来、政府は

要性が強調された。教育改革の一環として、外国の発

を重要視し、努力している。にもかかわらず、教育の

展経験を学び、私立学校の役割が改めて認識されてい

財政困難などにより、政府だけで国民の学習ニーズを

た。一方、政府によって幹部の

満たすことは実際に難しいのである。

若年化、知識化

の

教育を発展の根本

と唱えて、教育

スローガンが掲げられ、それは幹部の昇進への重要な

この点で、中国の私立学校の復興時期は世界的社会

要素となった。一般的な労働者にとって、この二つの

主義危機と重なっていることに注目する必要がある。

条件が備えれば、幹部への道は開かれ、すなわち社会

そこで、中国共産党は信条主義から脱出し、より一層

的地位が向上する可能性、希望が与えられたのである。

思想統制からの解放のもと、政権維持のための現実策

そして、実際には、知識について政府が学歴に基づい

に目を向けたのである。貧困は社会主義ではない、経

て評価することによって、社会では学歴追求の教育投

済発展のほかに社会主義は生き残る道がない。意識形

資風潮が引き起こされた。

態をこえ、経済優先で教育は経済発展のため奉仕する
が、教育は根本で必要である。そこで、私立学校は復

一方、改正された「憲法」第11条は私有制経済の存

興したのである。

在を認めて、保障している。改革開放政策の施行によ
り、経済は急激に発展し、裕福層が輩出されてきた。

４．中国私立学校における問題点

1990年、農民の貯金は1,841億元、非農業者の平均収
８）

入は1980年より68.1％増えている 。特に、1992年の旧
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４．１．私立学校における宗教教育の是非

失を私立学校が負えるのか、疑問の余地がある。私立
学校において、資金の投入と報酬問題の解決は重要な

中、日両国とも国家が行う学校教育に宗教教育は存

課題といえよう。

在しないのであるが、日本では、私立学校での宗教教
育に対しては寛容の姿勢がとられている。私立学校で

ところで、私立学校の経常教育経費は学生側から集

の宗教教育は日本の法律によって保障されており、し

めていると考えられる。一般的に、学費以外、学校建

かも、実際に多くの私立学校によって実施されている。

設費、学習援助費（強制寄付）、小額あるいは高額の

中国では、宗教信仰の自由は「憲法」第36条に保障さ

無利子教育貯金などの形式により、教育を受ける学生

れているが、「教育法」第８条では、国家における教

に資金の提供が求められている。従って、学生の負担

育と宗教の分離を定め、「条例」第５条では、社会力

増加となり、経済的に困難を抱える学生にとって不利

量は宗教学校及びこれに類する学校を設置してはいけ

であるなどマイナス面がそこで生じている。多くの私

ないと規定している。従って、中国では、私立学校で

立学校は現在、実質上一部分の人、とりわけ、経済的

の宗教教育及びその他の宗教活動は認められておら

な富裕者だけに教育を提供している。より多くの人に

ず、宗教教育、宗教活動を行う私立学校が存在しない

教育を提供できる私立学校への発展には、教育経費問

のが現状である。近代中国において、外国宗教団体に

題の解決は重要なポイントといえる。現在政府は主に

よる宗教教育は実質上外国政府の植民地拡張を助長し

税制優遇措置、土地の提供使用について

12）
たことがあり 、しかも、中国の歴史を顧みれば、宗

益用土地

教団体による既定政権に対する反乱も少なくない。こ

接的な経費の援助は地域の経済状況に影響を受けてい

のため、与党共産党は宗教、宗教教育に対して敏感で

る 15）
。私立学校の日常教育費用が削減され、一般に教

厳格と言っても過言ではない。しかし、宗教学校は近

育経費の使用状況に困窮していることは明白になって

代中国の教育に多大に貢献していることを看過し得な

いる。私立学校は学校自体の収入に基づく教育の再投

13）

優先

公

政策を取っているが、私立学校に対する直

を果たしたことに着

資が実に困難であり、このことが私立学校の発展に大

目すべきである。 すべての力量を団結すべき （毛沢

きく影響することは否定できない。実際に、経費が不

東語録）時代にある現在、宗教教育を再考すべき時期

十分で廃校に追い込まれる私立学校も多く出ている 。

にあろう。

日本における私学助成を参考にしつつ、中国政府の経

い。近代中国に

文明の啓蒙

16）

費援助が望まれる。
４．２．経費及び営利性問題

高い学費以外、寄付金の金額を入学合格の基準とす
14）

る私立学校も珍しくない。高額の教育貯金によって、

中国の私立学校には、社会からの寄付金は少ない 。
1997年に約124億元の私立学校の資金に対して、寄付

実質上営利的経営をしている私立学校も出現してい

金が6.4億元という実状である。寄付金誘導政策、税

る。営利と非営利の問題についての議論

制制度の欠如が指摘されている。私立学校の設置に関

られ、新たに制定される「民弁教育促進法」には営利

する基本条件は「教育法」の規定に従う。費用につい

容認という報道もあった。経営というと、利益を生み

ては、 定められた基準に達する設置場所、施設及び

出すことが最も大事である。今日において経営理念の

設備を有する

重視も見られるが、根本的に利益の追求は変わらない。

を有する

必要な資金と安定した経費の供給源

17）

は長く続け

利益がなければ発展しないからである。学校経営も教

と定められている。設置申請が許可された
資格を

育理念を重んじるが、経営発展も無視できないのであ

持つようになる。こうして、学校設置の最初からすで

る。教育の目標があり、目的をもった以上、営利とい

に問題を抱えている。資金の投入という概念を導入す

う付属行為を伴っても倫理的に問題にならない。逆に

ると、成果が一層問われることになる。私立学校の設

教育資源の効率化につながっていくに相違ない。私立

立動機については疑われるだろう。私立学校の教育経

学校の公益性を強めるため、営利の問題より、むしろ

費を「条例」で

如何に寄付金を増やすかは、政府の政策誘導、税制の

日あるいは登記した日から私立学校は

法人

学校外の目的では投資、配分するこ

改革に期待されると言ってよい。

とをしてはいけない、該当学校の教育投資を増加する
こと及び教育状況の改善に限る

と使用目的、範囲が
４．３．貴族学校と民工子弟学校

明確に規定されているが、実際には他用される場合が
多く、私立学校の発展に危険性をもたらしているので

公立学校教育は国民の平等性を尊重しているが、教

ある。教育改革の中、教育経費の提供源として学校に

育財政による教育資源の配分は限られている。すべて

よる企業の経営が許可されている。私立学校も同様な

の人々に平等を与えようとする制度は、かえって人々

権利がある。しかし、有限な教育経費を使用し、運営

の間に結果として不平等をも生み出している。この欠

を始めた企業（成立後、法律で独立した法人資格を持

陥を補うのが、私立学校である。教育に対する様々な

つ）が経営に成功するとは限らない。実際に経済上密

需要に応じて、私立学校は教育を受ける機会を提供し

接な関係があり、企業経営が失敗した場合、生じた損

た。多元化社会の各求めに対し、公立学校は対応でき
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ないが、私立の方では円滑に解決できるのである。先

分であり、中国の戸籍、人事編制など社会制度の制約

に

とも関わって、私立学校教員の採用は問題になってい

富

を手に入れた人々は子女にその経済力に応じ

てよりよい教育を求めている。この点、私立学校はこ

る。私立学校における教員の仕事は決して「良い仕事」

のようなニーズに対し、直ちに機会をとらえ、体制を

と思われていない。私立学校に来ても、再び去ってい

整えることができる。 貴族学校

くケースも多いのである。上海における私立学校での

はこのような要望

20）

教員の異動は毎年20％位である 。

から生まれた。立派な建物、最先端教育設備、優秀な

（２）教員の高齢化

教師を備えているうえ、国際化に目を向け、英語教育、
コンピューター教育が行われている、前述した浦發中

上述したこと以外、多くの私立学校は教育経費が少

学の豪華さはその頂点にあろう。一方農村から出稼ぎ

ないこととあいまって、定年退職した教員を大量に採

のために大都市にきた人々は教育に目醒めたが、政策

用している。表1の上海市普陀区の４つ私立学校のデ

の無力により、彼らは自ら教育を興したのである。民

ータを見てみると、定年退職した再就職教員が多く、

工子弟学校はその形式である。校舎を借り、 教室と

教員の平均年齢が高いことがわかる21）
。私立学校にと

しての最低条件を満たしていない

って、定年退職した教員の採用は老後の心配がなく、

教室、譲り受けた

人件費の節約ができるほか、豊富な教育実践経験があ

中古の机や椅子、無資格教員の存在がその学校の多く
18）

である。その生徒の親の職業が、収入が低く

り、すぐに仕事に対応できるという実益がある。しか

安定性に乏しい職業に偏っていることも内実的特徴で

し、それに付随しているのは平均年齢が高いという高

ある。

齢化問題である。教育観が古く、学生との交流にも欠

の実態

私立学校は教育の水準に差が生じている現実に適応

け、教育への精力に限りがあるなど、様々な欠点が指

し、社会により多くの教育を受ける機会を与えている

摘されている 22）
。それゆえ、私立学校教員の後継者問

ことで評価されているが、現状では、上述のように、

題も、現在直面している課題なのである。
表１

校舎、設備など両極化しているのである。私立学校は

教員の高齢化

懸念されている社会の急激に進んだ両極化を象徴して
いる。富の配分のアンバランスは世界各国至る所で起
きて、新たに不平等を生み出していることが現代社会
の大問題になっている。この不平等が教育によって再
生産され、社会階層差の激化、社会的な不安定につな
がっていくことに留意する必要があろう。平等である
はずの社会主義における矛盾にも注視すべきである。
先富論

をとった政府は弱者の保障、両極化の解消
（出典：劉培鴻編著『開拓民弁教育的空間』華東師範

を重要な喫緊の課題とすべきである。貧困の消滅は社

大学出版社、2000年、pp.40〜41.に基づき作成）

会主義の責任に相違ない。富への基本とされる教育の

以上述べたように、学校教員集団の不安定性は、私

面からいかに展開し、解決できるのか、現政府はその

立学校の発展に対して不利な影響があると指摘できよ

試練に直面していよう。

う。
４．４．教師について
５．私立学校の役割について社会的な認識

学校教育において、教師の役割は周知のとおり重要
である。社会的地位が高い日本の教師の情況に対して、

北京での調査によると、 現在中国での私立学校に

中国私立学校の教師は現状の中で真価が問われてい
る。私立学校における教師に内在する問題について以

関心をもつ

下の側面から検討したい。

国で私立学校を発展させるべきだと思う

と回答した人は全体の72.3％、 現在中
と回答した

23）

人は全体の69.7％である 。このように私立学校の役割

（１）不安定な地位

は肯定的に評価されている。私立学校は国民の素質を

教師の給与は長い間、中国12の業界中で下から３位
19）

までしか上がらなかった 。現行制度で教員養成は主

高め、社会問題の解決、国家の将来の発展にも貢献し

に師範教育を行う学校が担っている。その学校の卒業

ている。私立学校が社会主義教育事業の重要な構成部

者は全員各公立学校に配属される原則があり、中国に

分であることは、ますます人々に認識されているので

おいて教師の人材市場への移動は規制されている。公

ある。

立学校の教員不足問題とあいまって、実際に公立学校
５．１．教育の発展を促進

以外、教員資格を持つ者は極めて少ない。私立学校の
教員は待遇が当の私立学校によって決められている。

中国政府は教育を最も重要なストラテジーと位置付

実際に私立学校は福利厚生面に関する整備がまだ不充

け、その重要性を強調し、発展させようとしている。
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その発展のために、中国政府は教育経費を

三つの増

られたのである。現在公立学校は私立学校の経営方式

にし、国家財政教育経費を2000年までGNP割合

を取り入れ、体制変換による学校のリストラクチャリ

の４％までにするとの目標にしてきた。ただし、現状

ングなど、多様な形式で体制改革を行っている。以下

では、1996年国家財政教育経費はGNP全体割合の

公立学校の改革を見てみよう。

加

2.44%を占めるにすぎない。増加した1998年国家財政

中国では、故G小平の名言

白い猫か、黒い猫かに

教育経費は2,032.45億元であり、前年度より9.12％増

関係なく、鼠を捕まえる猫は良い猫だ と言うように、

大したが、実際にGNPの割合から見ると前年度の

手段、形式にこだわらず、結果、目的重視という考え

2.49％から2.55％までの伸び率にとどまっただけであ

方が政府の方針にもしばしば見られる。教育体制改革

24）

る 。財政困難は教育の発展に不利な影響を与えてい

の中では、主に中国東部で経済が相対的に発展してい

る。私立学校は社会力量により、資金を集め、教育に

る地域において、評価が良くない公立学校の学校再生

投入し、教育を発展させようとしている。1997年、私

を中心に、1993年から公立学校の所有権と経営管理権

立学校では約130億元を教育事業に投入し、政府の教

との分離が行われている。公立学校の所有権は国家に

育経費負担を軽減している。私立学校にいる在学学生

属するが、経営管理は私立学校と同じように取り扱わ

人数は約1,066万人、私立高等教育機関にいる学生数

れている。1998年末までに、既に12省、市で、1,000

25）

は同公立の半分近くである 。国民の資質レベルを高

校近くの公立学校がこのような教育体制改革を実施し

めるには、私立学校が多大な役割を果たし、教育の発

ている。改革後の学校は所管行政機関の許可により、

展を促進し、貢献したのである。

《私立学校経営許可書》が発行され、私立学校として
認められるのである。

５．２．内需の拡大

このように、公立学校から私立学校への転換によっ

私立学校の設立により、学校で教育を受ける人が増

て、様々な形式で公立学校の体制改革が遂行されてい

えるにつれて就職者が減る一方、1997年のデータによ

る。公立学校資産を所有権不変の前提とし、学校を法

ると私立学校に約52万人の教職員が在籍しているとい

人化し運営する、公立学校の経営権を特定の経営者に

う現実のなかで、私立学校における就職の選択肢が増

委任する、二つの公立学校を改めて組み合わせ、調整

えている。現在改革中ではあるが、失業率をも軽減し、

し、新たな公立、私立学校に変換する、一つの公立学

社会の安定につながっている。内需の不振という経済

校を撤去し、その場所で新たな私立学校を設置するな

背景の下、前述した国民の巨額の貯金をいかに動かす

ど、多様な方法で改革の道は模索されている。それで

かは政府にとって重大な課題である。古くから教育熱

は、上海市普陀区私立蘭田中学校を事例に、設置過程、

心な中国人は、貯金の目的に関する調査によると

学校運営、
教育効果の視点から詳細に検討してみよう 。

27）

（１）設置過程

73.2％の人が教育を第一位、第二位にしている。ある

元勤建中学校の評価が良くないため、1992年区教育

家庭消費に関する調査でも68.8％の人が教育支出を第
26）

一位、第二位にしている 。教育市場に潜在する教育

局は当の学校を撤去することにした。１学年の教師、

消費力は大きい。私立学校の出現は教育消費の場所を

生徒を北海中学校に、もう一学年を洵陽中学校に転入

一層提供し、消費を促進した。私立学校の設立におい

させ、退職した教師も両校に配分し、６名の職員を残

て、教育資金の投入も必要である。その投入、消費に

し、校舎、校地を保留した。区教育局はその上で、経

ともない、補充という需要が生み出され、内需を拡大

費100万元を投入し、教室、グランドを整備し、１年

し、経済的な発展を促進し、貢献しているのである。

間をかけ、蘭田中学校を創立した。同時に、４つの政
策として、外国語教育における特色の創出、華東師範

５．３．教育体制の改革−公立学校の私立学校化

大学外国語学部との連携、行政区範囲での学生募集、

私立学校は個性を伸ばす資質教育への模索をしつ

校長の募集を行ったのである。1993年に就任した校長

つ、市場原理の下、学校の特色、教育の質を学校発展

は教職員を募集し、教務、総務各１名、その下に学年

の根本と意識したのである。芸術、音楽、外国語、コ

長、教学研究組組長各１名を配置し、６クラス300名

ンピューター、陶芸などの教育は私立学校の特色とさ

余りの学生を募集した。教育経費充実費として、学生

れている。特色のある私立学校は価値観を多様化させ、

から一人1,000元を預かり、卒業時返却することにし

多元化社会における人々の学校に対する認識を一新さ

た。

せ、人々の学校に対する要求を満たしている。私立学

1994年11月に《蘭田中学校体制転換計画》草案を作

校の発展は社会の要請に応じた以外、その教育体制が

成し、慎重な検討のもと、学校は1995年５月に区教育

果たした役割も無視できないといえる。教育市場での

局に体制転換の申請を出した。６月に教育局から許可

競争の中、私立学校の発展は公立学校に危機の意識を

がおり、７月に体制転換後初の生徒募集が始まった。

もたらした。私立学校との競争に直面し、公立学校は

予定募集定員数228名に対し、応募者は多く、３日間

自らの硬直化した体制に着目し始め、そこで改革が迫

で1,000名を超えた。区教育局の許可により、７クラ
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ス405名の生徒が合格した。９月に私立蘭田中学校の

文

妙

（４）私立学校化の是非

運営を始めた。旧学校の生徒は元の公立学校政策のも

義務教育段階の公立学校は学費免除の原則がある

とで取り扱われ、新入生の費用徴収は私立学校の規則

が、体制転換からの私立学校は学費を相対的に高く徴

によって実施された。1995年12月に学校年度検査が通

収している。一部の経済的に困難を抱える学生は教育

り、《私立学校経営許可書》を取得したのである。

上の不利益を被っている。実際に学校の教育費用を社

（２）学校運営

会に負わせ、政府が自らの教育に対する義務や責任を

この中学校は元の学校管理体系を改革し、校長責任

放棄しているという批判はできるだろう。有限な教育

制を取り、校長の下、学生部、教学部、服務部を設置

28）
財政経費の使用を効率的にするという評価もある 。

した。生徒一人当たり学校教育費94元（上海市）は政

一方、公立学校からの転換により、この種の私立学校

府から学校への経費援助として支給されている。その

は旧体制の影響がまだ強く、とくに政府による管理の

ほか、学費及び学校が設立した企業の収入によって学

色彩は強いと言える 29）
。体制に不透明性も残されてい

校の費用が提供されている。学校はこれらの収入の

る。これらは将来の発展に非常に不利だと考えられる。

10％を教育設備の増加及び教育条件の改善に投入する

しかし、旧体制に対する大胆な改革は評価すべきであ

と決めている。政府は教職員の給料、手当を３年間減

ろう。教育資金を社会から集めることに成功し、転換

らしつつ、４年目から負担しなくなる。親からの援助

後の私立学校による高い質の教育に注目すれば、この

費は区教育局によって管理されている。学校はそれを

改革は一定の成功を収めていると認められよう。

使いたいとする場合、予算に基づいた申請が必要であ
６．おわりに

る。専任教職員ポストは区教育局人事課に登録してか
ら、学校がその任用を決める。非常勤教師については、
学校は自主的に決められる。任用する場合、《招聘契

世界的な経済不景気に覆われ、政府の財政難は今日

約書》が作られ、契約者双方が署名することになって

的な特徴であり、万国共通の難題である。とりわけ中

いる。学校は教師の研修を奨励し、しかも能力給によ

国の場合は、世界最大の人口大国として、最大の教育

る教職員賃金配分体制を整え、透明化を図った。学校

人口を抱えている。教育経費の不足問題の解決は当面

の国有資産について、作成された《協議書》に基づき、

緊急の課題である。私立学校の設立を通し、政府は教

学校はこれを使用するとともに、管理、修繕をしなけ

育を改革し、経費を社会各方面より多様かつ柔軟に吸

ればならない。

収し、教育の発展に一定の成功を収めたといえる。し
かし、今日の社会主義中国の私立学校はさまざまな課

（３）教育効果および社会認識

題を抱えている。社会の問題は私立学校と関わり、強

生徒は上海市普陀区の英語大会で何度か表彰され、
教師は市英語優秀授業一等賞を獲得し、上海テレビは

く影響を及ぼしている。社会保障システム、社会の両

『ＨＥＬＬＯ、蘭田』をテーマに学校の英語教育を報

極化など、社会問題を解決しない限り私立学校の問題

道した。個性重視の教育も注目されているほか、上海

は残るだろう。現状では、受験競争の圧力もあって、

市の

金の鍵大会に、団体優勝、個

一部分の私立学校は成功しているが、大部分の私立学

人一等賞３名、二等賞３名、三等賞３名、優秀な成績

校はなお困難な状況にある。私立学校の発展に政府の

を収めた。『文ｻ繃報』、『解放日報』新聞なども学校の

政策誘導、制度改革が期待されている。そして、何よ

ことを評価し、報道している。

りも有力な政策実行が望まれるのである 。

国際科学と平和

表２

30）

とりわけ中国の都市と農村の経済、制度面の格差は

蘭田中学校に関する親の認識

激しく、社会的に問題になっている。農村の貧困が改
善されない限り、中国の改革は成功したといえないだ
ろう。人類最大の敵である貧困に勝つには、教育は不
可欠で、その役割は明白である。多くの教育人口を抱
えている農村では、私立学校の活躍が期待されている。
私立学校、政府にとって、そして筆者の研究にとって
もそれは重要な課題である。教育の国際化が進んでい
る今日、外国の教育機関が中国と共同で私立学校を積
極的に設置することを、筆者は提唱したい。また現在

（出典：劉培鴻編著『開拓民弁教育的空間』華東師範

水面下で活発に行われている宗教活動が今後、特区設

大学出版社、2000年、p .70.）
表２に示されるように、区科学研究室の教育調査に

置、認可審査制度などによって、各宗派による宗教教

よると蘭田中学校は肯定的に評価されている。学校は

育がどう可能性を有し、展開していくかを研究してい

区の教育系文明機関

区の金の鍵科技特色学校

きたいと考えている。

な

ど数多くの栄誉称号を得るに至っている。
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