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はじめに

教養教育lは、 日中を含む世界の高等教育関係者が高い関心を持つ問題で、ある。第二

次世界大戦後、日本は GHQの主導のも とでアメ リカのGeneralEducationを新制大学

に導入した。しかし、 GeneralEducationの理念や実態への正確な理解を持たないまま、

既存の教育制度に付加された形で始動された改革であるだけに、教育現場に多大な混

乱と迷走を招いてしまった （吉田， 2013,p.26）。高等教育の大衆化と普及化にと もな

い、近年の日本の教養教育は、専門教育に対峠する幅広い知識、専門教育との有機的

関連が強調され、リメディアル教育、グローパル社会に対応するスキルの習得などの

目標が新たに付け加えられている （上掲書，p.268）。

欧米及び日本で言う教養教育に対応する用語と して、中国では、「通識教育Jとい

う言葉が用いられている。GHQという外圧で、 アメリカのGeneralEducationをモデル

に導入された日本の教養教育と異なり 、中国の通識教育は、中国社会及び各高等教育

機関の要請に応じながら、欧米式の教養教育の復活と拡大に加え、社会主義とい うイ

デオロギー教育、中国伝統文化の伝承、さらにグローバル人材の養成などのような様々

な役割が期待されている。したがって、中国の通識教育は、欧米の高等教育から強い

影響を受けたにもかかわらず、中国の伝統と社会の要請に基づき、実施される もので

ある。その中身は欧米日の教養教育の枠組で説明しきれない部分が多く、中国独自の

特徴を帯びているこ とをあらかじめ指摘しておきたい。

このように、日本・ 欧米の教養教育と似て非なる中国の通識教育はいったいどのよ

うな教育なのか。その具体的な教育内容はどういうものなのか。また、通識教育の効

果ははたしてどのくらいあるのか。本稿は、欧米と 日本の教養教育を念頭に入れなが

ら、中国の通識教育の定義を明らかにしたうえで、その発展のプロセス、及び具体的

な内容を明らかにする（第 1節）。その次は、中国の トップ大学の復旦大学、ト ップ大

学を目指す蘇州大学、さらに外国語の専門大学の上海外国語大学を事例に、それぞれ

の大学で行われている通識教育を紹介する（第2節）。最後は、中国の通識教育の特徴

をまと め、その問題点を提起する（第3節）。
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1 .中国における通識教育

1.1. 「通識教育」の定義

アメリカの GeneralEducationの訳語として、「通識教育」は、現在の中国の高等教育

に定着されているものの、 いままでは、 「通才教育」、「普通教育」、「一般教育」、 「全人

教育」 などの用語も用いられていた（尼・旬~＇ 2016）。一方、 1949年までの中華民国

時代、そして現在の香港と台湾地域においては、 LiberalArtsの訳語として、「自由教

育」、「博雅教育」という用語が使われている（陸・徐， 2016）。日本と同じく、 中国で

も、「通識教育」の概念に対して、長年論争が続いてきた。その中で、陳向明の説明が

論争の代表的な意見と言える。陳によれば、「通識教育は、大学の理念であると同時に、

人材養成のモデ、ルで、もある」（陳， 2006a, p.65）。「通識教育」の目的は 「ある狭い専

門の専門人材ではなく、深遠なる理想、閤達なる見識、博雅なる精神、優美なる感情

を備える全人」を養成することにある。したがって、 「通識教育」 （GeneralEducation) 

は、「専門（才）教育」（Specializededucation）に対して提起された概念で、あり、 「通識

教育」の中の「通」は、「何でも知っている」という「通才」ではなく、縦横無尽に知

識を活用できる 「貫通」型の人材を養成する教育であることを強調した。

季（2002）は、中国における「通識教育」と「専門教育」の関係についての研究を

まとめ、両者には下記の 3つの関係がある と指摘した。①「通識教育」は「専門教育」

の補足であり、専門以外の知識と技能を指すものである。両者は並立関係にある。②

「通識教育」は「専門教育」の延長と深化であり、狭い「専門教育」をより広い範囲

で応用するために役に立てる知識である。「専門教育」は、「通識教育」の下位関係に

ある。③「通識教育」の多寡が「専門教育」の深さを規定するので、前者は後者を学

ぶための基礎である。よって、「通識教育Jは「専門教育Jの上位関係にある。後述す

る中国の 「通識教育」を導入する経緯からみれば、初期は①の専門教育の補足機能が

強調されていたが、近年は②の「専門教育」の延長と深化の役割が期待されるように

なった。

1.2. 中国の通識教育の歩み

科挙制度が終了し、近代の大学制度が成立してから、初めて通識教育の重要性を提

起したのは、国学研究者の銭穆とされる。 1940年に、 銭氏は『大公報』において、 「改

革大学制度議」を題する文章を執筆し、今日の学者たちは、専門に長じても通識が欠

乏している問題を指摘した。そのような状況が続くならば、学者とは言いながら、「天

地ノ大、古今ノ全体を見えず」、結果として断片的な学問しかできないという専門教育

偏重の問題に警鐘を鳴らした。翌年の 1941年に、清華大学学長の栴胎埼と社会学者の

j番光旦はが 『大学一解』 において、「通識は元、専識 （専門知識） は末」と論じ、通識

教育は専門教育よりも重要であることを強調した（陸，2016）。民国時代の通識教育は、

欧米の文学・哲学なども取り入れたものの、その主体となるのは、依然として儒学を

中心とした中国の伝統文化である。その背後には、「国学」と「西学」の論争がきっか
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けで始まった国学の復興運動があった （励， 2013）。また、当時の大学教員は、海外留

学経験者を含め、ほとんど中国伝統文化の啓蒙教育を受けていたため、科挙試験制度

が幕を閉じたとは言え、中国の伝統文化を次世代に伝える強い使命感を持っていた。

1949年の中華人民共和国が成立してからまもなく、 「ソ連一辺倒」の政策のもとで、

中国の高等教育は、 アメ リカ型の制度から、細分化された専門教育を実施するソ連型

の教育制度に切り替えられた。この政策転換によって、人文社会学がほぼ全滅した。

通識教育も、政治科目を除き、高等教育の世界から姿が消えた。

1977年、文化大革命によって 10年間も中断された高等教育が再開されたが、経済

をいち早く回復するこ とが至上命題となったため、 中国は、理・工・農・医などの実

学の教育に集中的に資源を投入して発展をはかった。しかし、すぐにこのよ うな実学

偏重の教育の歪みが露呈され、通識教育の重要性が再び提起されるよう になった。1987

年、香港中文大学における教養教育を紹介した論文を皮切りに、 中国においては、通

識教育に関する議論がヒートアップされるよう になった（陳・劉，1987；楊， 1989）。

「通識教育」の重要性が最初に公文書に言及されたのは、 1995年 7月に国家教育委

員会高等教育司（現：国家教育部） が発表した 「大学生の文化素質教育試行に関する

通知」（中国語： 《美子弄展大学生文化素庚教育成点工作的通知》）である。 1990年代

に、日増しに加熱される 「応試教育」の歪みを是正すべく、国家教育委員会は、初等

中等教育において、受験知識以外の幅広い知識と技能の習得を提唱する 「素質教育」

への転換を促した。一方、受験を終えた大学においては、狭い「専門教育Jの枠組を

打破し、中国の伝統文化も含む教養知識の習得に力点をおく 「文化素質教育」の実施

を提唱した。その内容は「通識教育」と共通する部分が多いため、「文化素質教育」を

「通識教育」と同義に扱う研究者もいる（黄， 2005）。

「文化素質教育」を推進する具体的な方法として、通知の中では、「理工系の学生

は、文学、歴史、哲学、芸術などの人文社会科学知識を学び、人文系の学生は、自然

科学の教育を受ける」としづ文言のように、分野の枠を超える知識の習得が推奨され

ていた。しかし、この通知を受け、1999年に 「文化素質教育基地」として指定された

53大学・ 32基地の大部分が理工系大学であることに鑑み、中国の大学における 「文化

素質教育」は、 主として人文社会学の普及という意味合いが強し九

1996年、いままでの計画経済に基づき、「国家の須要」に応じて、大卒者を指定し

た職場に配置する 「配分就職制度」が、大卒者個人による 「自由就職制度Jに切り替

えられた。1999年の高等教育の規模拡大によって、大学の進学者が急増し、大卒者が

深刻な就職難に遭遇した。いかに大卒者の就職率を高めることが各大学の重要課題と

なったため、大学教育は就職に直結するような教育に偏ってしまった。その問題を是

正するため、通識教育の重要性が再び提起されるようになった。

このように、2000年までは、通識教育が専門教育偏重の問題を是正する手段として、

政府主導で中国の全大学を対象に展開されてきた。2000年以降は、上記の目的に加え、

トップ大学を中心に、エリ ート養成を目的とする通識教育の実施が新たなブームとな

った。こうしたトップ大学においては、欧米式のカレッジと中国の伝統的書院と合体

した 「住宿式書院」（residentialcollege）を設立し、 選ばれた優秀者を対象に通識教育
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を実施する。次節では、全大学生向けの通識教育とエリ ート学生向けの書院式の通識

教育の内容について見てみる。

1.3. 通識教育の内容と方式

通識教育の内容と方式は、表 1のように、主として①正規のカリキュラムとしての

通識教育、②隠れたカリキュラムとしての各種課外活動、③寮生活（書院）とい う 3

つが挙げられる。

表 1 通識教育の内容と方式
a. 政治系科目：マルクス主義理論、思想政治課

ア）公共必修科目 （通称： 「両課」）、軍事理論……

（全国統一）
b. スキル系科目：外国語、コンビューター技術、

①正規の
体育．．．．．

カリキュラム モジュール方式 ：人文、社会、自然科学、中国
イ）通識教育選択科目

a. 

（大学独自）
の伝統文化

b. グレート ・ブックス
c. 討論授業

②隠れた ア）素質教育活動 a. 学内の講座、 部活動・サークル……
カリキュラム
（第二課堂） イ）社会実践活動 b. ボランティア活動、社会調査、実習…・一

③その他 ア）寮生活 a. 新入生全員を対象
（書院） b. 選ばれた学生を対象

出典：厄・旬日（2016,p.14）より加筆

①正規のカリキュラムとしての通識教育。この部分に関しては、ア）全国統一の公

共必修科目と、イ）各大学が独自に開設した通識教育選択科目の二種類がある。全国

統一の共通必修科目は、 a.マルクス主義理論、思想政治課（通称：「両課J）、 軍事理

論とい う政治系科目と b.外国語、コンビューター技術、体育というスキル系科目に

分類されている。必修科目に加え、各大学は、さ らに独自の「通識教育選択科目」を

開設している。詳しい説明は事例研究の部分に譲るが、人文、社会、自然科学、及び

中国の伝統文化などのようなモジュール授業で、通識教育を実施する大学が多い。また、

「グレー ト・ブックス」のプロジェクトに基づき、 古典の閲読と討論授業を組み合わ

せる通識教育が多くの大学に導入されている。

②各種課外活動を通して実施される通識教育。教室で行われる正規の授業に対し、

課外活動を通して、学生に多様な知識と能力を身に付けさせる効果が期待されている。

このような中国語で 「第二課堂」 （第二の教室）とも呼ばれる課外活動は、 一種の隠

れたカリキュラムとしての通識教育と見られている。 1999年に教育部の補助金で設立

した 32の「文化素質教育基地」は代表的な 「第二課堂」である。また、各大学が独自

に主催する講座、文化・スポーツ活動、読書活動、サークル部活動も重要な通識教育

を実施する場である。その他、 夏休みなどの長期休暇を利用して実施するボラ ンティ

140 



ア活動、社会調査と実習も通識教育の一部と位置付けられている。

③寮生活、中でも近年の「住宿式書院」（residentialcollege）で実施する通識教育。

中国の大学は全寮制なので、在学期間中、すべての大学生が学生寮に住むことが要求

されている。ただし、いままでの学生寮は、あくまでも生活の場に過ぎず、大学生の

学習は主として図書館と教室で行われる。 近年は、 学生寮を生活の場から通識教育の

場に変えようとする試みがトップ大学を中心に行われている。学習機能を強化したこ

れらの学生寮は、欧米のカレッジをモデルにするものが多いが、儒学を教える科挙制

度時代の「書院」の運営方式も一部取り入れられている。また、このような住宿式書

院は、さ らにa. 学生全員を対象とする書院と、 b.選抜された学生のみを対象とする

書院の二種類に分けられている。

学生全員を対象とする書院については、復旦大学と西安交通大学がその代表例であ

る。いままで、は宿舎のルームメードがほとんど同専攻の学生だ、ったが、現在の書院制

では、異なる専攻の学生を同じ宿舎に配置するよ うに工夫されている。 書院では、講

座、読書会などの活動を行うための空間を特別に作り、教員によって担当されるチュ

ーターが学生の指導にあたる。

選抜された学生のみを対象とする書院ついては、北京大学の 「元培学院Jが先駆者

と言える。2007年に設立された「元培学院」は、 2001年にスター トした専門の枠を打

破して教養を実施する「元培実験班」の延長である。学院の進学者は文系または理系

の総合入試枠で受験し、最初の 1年間半は通識教育と各自興味のある専門の基礎科目

を履修する。 2年次の上半期に、チューターと相談しながら興味に基づき、今後の専

門を選択する。東京大学の 「文科三類 ・理科三類」や北海道大学の 「総合入試」と類

似した受験方式と進学後の専攻分野の選抜方式と言える。 しかし、進学後、学生全員

がチューター付きの「元培学院」学生寮に入居することや、専門分野が決まってから

も異なる専門の学生が混住する とい う特徴は、東京大学、北海道大学と大きく異なる。

選抜された学生のみを対象とする書院の設立は、エリー ト養成の機能を維持と強化

する目的が強い。その代表的な書院は、例えば漸江大学の 「竺可棋書院」、 南京大学の

「匡亜明学院」、及び今回の事例研究の一つで、ある蘇州大学の「敬文書院」「唐文治喜

院」が挙げられる。

一方、通識教育の授業を担当するのは、政治、外国語、体育としづ公共必修科目を

除き、すべて各学部 （学院）の教員である。

2. 事例研究

2018年 2月から 3月にかけて、 筆者は、中国の総合大学の復旦大学、蘇州大学、及

び外国語専門大学の上海外国語大学の教務関係者を対象に、 各大学の通識教育につい

てヒアリ ング調査を実施した。
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図 1 中国の大学の構造及び調査大学の概要

中国の大学に関しては、正式のランキングはないものの、中央セクターの大学（教

育部、 あるいは他の省庁所属）をエリート大学、 あるいは重点大学と見なすのが一般

的である。また、「211プロジェクト」（中国語 ：「211工程」） と 「985プロジェクト」

（中国語： 「985工程」） などのような政府の大型補助金の取得の有無によって、さら

に大学をいくつかのラ ンクに細分化することができ る。 「211プロジェクト」 とは、 1995

年に21世紀に向けて中国の100の大学に重点的に投資していく という政府の大型補助

金のことであり、 2009年までに計 112大学が指定されている。 事例研究の蘇州大学の

ような地方大学も含まれているが、中央セクターの大学がその大部分を占めている。

「985プロジェクト」は、世界一流大学の育成を目指して、1998年からスタートした

大型補助金である。1999年に最初に「985プロジェクト」の対象校に指定されたのは、

北京大学、清華大学、復旦大学、上海交通大学などの有名大学9校であり 、「九校連盟」

とも呼ばれている。 2000年以降、 「985プロジェクト」の指定校の範囲はさらに拡大さ

れ、現在は延べ 39校が政府から重点的に支援を受けている（李敏， 2011）。

このように、中国の大学の構造は図 1のようにまとめられる。 「九校連盟」の名門

大学はピラ ミッドの頂点に輝いてお り、それに次ぐのはその他の 「985大学Jである。

「985大学」以外の中央セクターの大学と地方の 「211大学」はその中間層を形成して

いる。「211大学」以外の地方大学は階層構造の中の下層に位置している。さらに、民

弁大学は最下層の底辺部に位置付けられる。

事例研究で取り上げられた3大学はそれぞれこのピラ ミットの頂点、中間に位置し

ている。 中でも復旦大学は、 「九校連盟」の加盟校として中国では屈指の名門校である。

蘇州大学は地方大学とは言え、 「211大学」の最初の指定校であり 、江蘇省及びその周

辺地域で高い威信を持っている。さらに、上海外国語大学は、北京外国語大学と並ん

で、中国における外国語の専門大学の双壁となっている。要するに、今回の事例研究

で紹介される大学は、いずれも中国の名門大学であるということをあらかじめ強調し

ておきたい。

2.1. 復旦大学における通識教育
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1905年、復旦大学は、中国の教育家馬相伯によって、私立の復旦公学として創立さ

れた。 1917年、私立復旦大学と改称し、 1941年に国立大学に改編された。さらに 1950

年と 1952年に、政府主導の大規模な再編によって （中国語：「院系調整」）、一躍中国

のトップ大学に変身した。2017年の時点では、学部生 13,361人、修士・博士 19,903

人、さらに留学生 3,486人を擁する大学院教育に力点をおく研究型大学である。

2002に復且大学は、全国に率先して学部生の「転学部・転学科」制度を設けたと同

時に、副専攻、第二学位制度を新設した。その後も、学部、専攻の壁を打破しよ うと

する一連の改革を積み重ね、 2005年 9月に復旦学院を発足させた。新入生がすべて復

旦学院に所属し、通識教育と専門基礎教育を受ける。二年次、あるいは三年次に進級

してから、また各学院・学部に戻って、専門教育を受ける。

なお、復旦学院の下には、元来の学生寮を統合した志徳書院、騰飛書院、克卿書院、

任重書院、希徳、書院が設置され、各書院には課外活動を指導するチューターが配置さ

れている。

通識教育の授業は、 「文化・歴史 ・文化継承」、「哲学知恵 ・批判思考」、「文明の対

話と世界的視野」、 「科学精神と科学探索」、「生態 ・環境 ・生命」、「社会研究と当代中

国」、「芸術創作と美学体験」という七つのモジュールで 180以上の選択科目から構成

されている。通識教育の授業と並行して、近年は「グレート・ ブックス」プロ ジェク

トに特に力を入れている。受講者が大人数になるため、講義以外に、受講者をグルー

プに分け、チューターの指導のもとでディスカッションを展開する授業方式が全学に

普及されている。チューターの教育力の保証と向上をはかるため、定期的に FDを実

施している。

復旦大学は、中国における通識教育の先駆者及び先進例として、 国内外から高い評

価を得ている。大学院教育に力点をおきつつある復旦大学は、学部段階はすべて通識

教育、大学院段階は専門教育を実施するという大きな改革を考案しているところであ

る。

しかし、中国の企業は卒業生の即戦力を重視する文化なので、大学院進学を選択し

ない学生にとっては、復旦大学の改革が望ま しいものとは言い難い。また、就職、 大

学院進学、あるいは海外留学の場合は、GPAがいずれも重要な評価指標なので、学生

は興味優先よりも、楽勝科目を選択する傾向がある。したがって、通識教育のさらな

る拡大は決して容易なことではない。

2.2. 蘇州大学における通識教育

蘇州大学は、1900年にキリスト教会監理会（メソジスト派）により 、「東呉大学」

(Soochow University）として建校された。1952年、 東呉大学は蘇南文化教育学院、江

南大学数理学部と合併して 「蘇南師範学院」となり 、同年、「江蘇師範学院Jに改称さ

れた。1982年には、教員養成の師範大学から再び総合大学に改組され、「蘇州大学」

と称するよう になった。その後、蘇州蚕桑専科学校、蘇州、｜シルク学院、蘇州、｜医学院、
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南京鉄道職業技術学院を編入し、 2017年に学部生 27,258人、修士 12,160人、博士 4ラ038

人、留学生 2,598人というマンモス大学に成長した。一方、1954年、台湾において、

私立東呉大学（SoochowUniversity）は、法学、人文系中心の大学として再建された。

前身の東呉大学は、法学とリベラルアーツに関して、 国内外で高い権威性を持って

おり、台湾で再建された東呉大学もその伝統と評価を受け継いだ。一方、蘇州大学は、

大規模総合大学に成長したものの、編入された部分の学院は、短期大学、職業専門学

院より四年制大学に昇格したものが多い。旧東呉大学から継承された学部 ・学院と新

設、合併された学部・学院との聞に、質の差が目立つO そのため、大学全体の質の維

持と向上をはかると同時に、いかにしてかつての栄光を取り戻すかは、蘇州大学の大

きな課題となっている。後述するよ うに、その方法は、全学向けの通識教育の強化と

優秀な学生を選抜して、新設の書院で、エリート教育を実施するという二つの方法で、あ

る。

蘇州、｜大学は下記の方針で、全学の通識教育に取り組んでいる。①専門外の通識教育

科目の履修を推奨すること。 ②一方通行的な教育の代わりに、方法論の学習に力を入

れること。③グレート・ブックスを推奨すること。さらに④蘇州大学、 蘇州地域の特

徴を持つ科目の設立を推奨すること。その方針に基づき、①全国統一の公共基礎科目

(37単位）のほか、 ② 「文学と芸術」、「歴史と哲学」、「数学と自然科学」、「社会科学」、

さらに「科学技術と発展」という五つのモジュールの選択通識科目 を設置した。それ

に加え、③新入生討論授業（2単位）と④レベル別基礎科目 （数学、コンビュータ一、

物理、 化学、 教職系 6～39.5単位）も通識教育フ。ログラムに組み込まれている。

余裕のある学生を対象に、さらに公共選択科目（4～6単位）も設けられている。こ

うした授業は、専門分野と離れた分野の履修が推奨され、MOOCの方式で授業が行わ

れている。MOOCを導入したのは、 授業の履修をより簡単にすることが目的であろう

が、大学合併が繰り返されてきた結果、キャンパスが蘇州、｜の各地に分散されており 、

学部・学院を越える履修なら、対面授業が困難であるとし、う客観的原因も考えられる。

優秀学生はピークコースで大学院の専門基礎教育の先取り履修も可能である。 半期

で8回以上の学術講座に出席し、かっ報告書を提出する場合、または学術コンテスト、

科学研究、発明特許などの実績を持つ場合は、認定を受けてから単位が賦与される。

前述した取組は、全学の学生を対象としたものであるが、優秀者を養成するために、

2011年より 、蘇州大学は住宿式書院制度（residentialcollege）を導入した。毎年、新

入生から優秀な学生を選抜して、新設した敬文書院と唐文治書院で特別な通識教育を

実施する。

敬文書院はケンブリッジ大学の トリエティ・カレッジをモデルに、2011年に発足し

た。この書院は、蘇州生まれの香港の実業家、慈善家である朱敬文氏の名前で命名さ

れたのである。朱氏一族の寄付で、 2007年に香港中文大学に先立つて敬文書院が設置

されたが、蘇州における敬文書院は、香港の書院とほぼ同じ運営と教育の方式を採り

入れた。従来の学生寮機能に加え、チュータ一面談室、講座室、図書室、カフェ、自

習室なども特別に作られている。

初年度の 2011年には、 7,000名近くの新入生から 111名が敬文書院生として選定さ
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れた。選ばれた学生は、所属学部・学院の学生と敬文書院の学生という二重の身分を

持っており、各学部・学院では専門教育、敬文書院では特別な通識教育プログラムを

受講する。全学と比べ、敬文書院での通識教育はより精選された内容で、優秀な教員

による入念な指導が行われるのが特徴である。英語教育以外に、第2外国語教育にも

かなりの力を入れている。さらに、在学期間中は、海外留学の機会が優先的に提供さ

れている。初年度に進学した学生の中に、30%は推薦で蘇州大学の大学院、 30%は海

外の名門大学の大学院、さらに 30%は国内の名門大学の大学院に進学した。

同じく 2011年に発足した唐文治書院は、人文系の学生に特化した書院である。毎年、

中国言語文学、歴史学、哲学、思想政治教育とい う4専攻の新入生から 30名を選抜し

て、中国の伝統文化を中心とする人文系の教育を実施する。一部の通識教育科目を除

き、すべて独自のカリキュラムで専門教育と通識教育を実施する。授業を担当するの

は、蘇州大学の教員に限らず、国内外の有名な学者、作家も数多く招鴨されている。

初年度に進学した学生の 78%が、学部卒業後、国内外の大学院に進学した。

前述したように、蘇州大学の通識教育は、全学生向けの部分と一部選ばれた優秀な

学生に特化した部分という二種類がある。このような通識教育を採用したのは、専門

教育以外の幅広い知識を学生に身に付けさせるという中国政府が主導する通識教育の

目的があると同時に、東呉大学の伝統を受け継ぎ、大学の評価を上げようという大学

独自の目的も推測でき る。 しかし、通識教育の重要性が認められてはいる ものの、 GPA

重視の大学文化のもとでは、学生が楽勝科目 を選択する傾向が目立つ。

書院教育に関しては、厳格な選抜を経て少数精鋭の学生に絞り 、最優秀な教員と資

源を投入した結果、少なくとも学生の進路という指標から言えば、高い効果が見られ

る。ただし、そのような資源の選択集中式の人材養成方法は、全学の範囲へ広げるの

は、無理が大きい。

2.3. 上海外国語大学における通識教育

1949年 12月に、中華人民共和国が成立してから間もなく、ロシア語人材を養成す

るために、中国共産党中央華東局と上海市委員会が上海外国語大学を設立した。現在

は39か国語を教授し、学部生 5ラ966人、修士 2,803人、博士452人を持つ外国語の名

門専門大学である。復旦大学、蘇州、｜大学と比べ、歴史は浅く 、規模は小さいものの、

卒業生の就職率と初任給が高いため、就職に5齢、大学として受験生の中で人気が高い。

一方、外国語教育に特化した専門大学であるだけに、教員数が少ないうえ、総合大

学のように、幅広い内容の通識教育を提供することが困難である。上海外国語大学の

通識教育科目は、 「多次元の文明と国際的視野」、「中華文明と文化継承」、「人文歴史と

身心発展」、「多言語能力と文化コミュニケーション」、「哲学思考とイノベーション」、

「科学技術発展と科学資質Jという六つのモジュールに加え、「グレート・ブックス」

プロジェクトも設けられている。

1980、90年代、改革開放のため、外国語人材が重宝されていた時と異なり、外国語

専攻以外の中国の大学生であっても、英語水準が大きく向上した。外国語専攻の優位
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性が徐々に失いつつあるなか、学生たちは外国語以外に、 副専攻、 あるいはダブルデ

イグリーをとることが多い。他大学の授業を履修する制度が整備されているため、上

海外国語大学の学生は、復且大学、同済大学、上海財経大学、華東政法大学などの名

門大学で副専攻を同時に履修する人が多い。学業が忙しいなか、通識教育に注ぐ関心

と時間が極めて限られていることは現状と言わざるを得ない。

3. まとめ－中国における通識教育の特徴

以上は、欧米日の教養教育にあたる中国の通識教育の定義、発展のプロセス、及び

具体的な内容を見たうえで、中国のト ップ大学、地方大学、さらに専門大学で実施さ

れている通識教育の事例を紹介した。こうした分析から、中国の通識教育は、欧米の

高等教育制度の影響を受けながらも、独自の理念と目的を抱えて発展してきたことが

明らかになった。

まず、中国の共通教育は、狭い「専門教育」を実施してきたことに対する反省から

生まれ、専門教育の補完と拡張するために実施されるのである。

そして、アメリカの GeneralEducationに託す「市民教育」の機能に対して、中国の

通識教育は、政治などのイデオロギー教育と中国の伝統文化教育を通して、「国民教育」

を実施する目的がある。この部分は、アメ リカの GeneralEducationの目的と同工異曲

とも言える。 一方、中国には、1,300年も続いてきた科挙試験の伝統があるため、儒

学をはじめとする中国の伝統文化も通識教育の重要な一部となっていることが特徴的

である。

さらに、高等教育の大衆化のフ。ロセスの中で、卓越性の部分を維持と強化するため

に、選ばれた優秀な学生を対象にする通識教育を実施することを特筆すべきである。

ここでの通識教育は、 一種のエリ ート教育とも言える。逆に、日本のような新入生の

学力を補うためのリメディアル教育はあま り実施されていない。また、中国の通識教

育は、各専攻の教員によって実施されるために、日本のように、教養教育の担当組織

が暖昧である問題は特に見られていない。

しかし、事例研究でも触れたように、大卒者の即戦力を重視する企業文化や、成績

を重視する大学文化があるため、大学生は、興味に基づいて通識教育を選択するより

も、就職に直結するような専門教育、高い成績を得やすい科目を選択する傾向が強い。

したがって、通識教育の効果ははたしてどのくらいあるのかは、検討すべきところが

多い。

本文の事例研究に取り上げられたのは、いずれも中国の名門大学である。単科大学

の上海外国語大学であっても、周辺大学との単位互換などの制度を活用し、豊富な通

識教育科目を学生に提供することを可能にした。一方、普通大学に関しては、政策主

導で通識教育が普及されてはいるものの、提供できる通識教育の量が限られているだ

けでなく、その質も低い水準にとどまっている問題を見逃してはいけない。

一方、近年の日本の大学における教養教育は、進学者の学力を補う ためのリメディ

アル教育が強化されていると同時に、外国語やコミュニケーション力などのスキル系
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の教育へ展開される傾向がある。日本の伝統文化を含む古典への軽視が 目に見える。

また、日本の大学は、学力の低い学生の底上げには腐心しているものの、勉強意欲の

高い学生をさらに伸ばす教育が欠けているところは中国と対照的である と言えよ う。

本研究は、 課題設定による先導的人文学 ・社会科学研究推進事業 「人文・ 社会科学教育の内容
と方法のイ ノベーショ ンに関する国際比較研究」（代表者 ：佐藤学、平成29年2月～平成31年9
月）の一部である。

注
lアメリ カの GeneralEducationが導入された当初は、 「普通教育」、 「一般教養教育」などの訳語が

用いられたが、最終的に 「一般教育」として定着した。1991年の大学設置基準の大綱化以降は、

「一般教育Jの用語が廃止され、その代わりに 「教養教育Jと称されるよ うになった。本書では、

混乱を避けるために、 一律 「教養教育」の用語を使うが、アメ リカのGeneralEducationを触れる
場合は、そのまま英語の用語を使う。そもそも 「教養教育Jは、 LiberalArtsの訳語として、「一般
教育」の意味と若干異なるが、政府の公文書の用語としては、敢えて 「一般教育」を継承した用

語と見なす。

2複数の大学が共同で 「文化素質教育基地Jを設立すること もあるので、基地数が大学数を下回る

のである。例えば、 中国人民大学と北京理工大学、 北京姉活大学と北方交通大学が共闘の 「文化

素質教育」を設立した。
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