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中国における現職保育者の質的向上への取り組みに関する一検討
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This paper introduces some aspects of the measure for the early childhood teacher's quality improvement in 
China today. Especially it focuses how China is  improving the quality of teachers by research activities on ECEC in 
kindergartens. The aspects examined are as follows.

(1)Changes of “research activities on ECEC”
(2)Development of “research activities on ECEC”in three steps of ECEC reform
(3)The practice results of “research activities on ECEC”
(4)The problems and subjects in practice of“research activities on ECEC”
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はじめに
　21世紀の今日，世界は大きな変動期を迎えている。こう
した社会の変化の下にあって，世界各国は，人的資源の
価値を再認識し，とりわけ人間形成の基礎段階にある乳
幼児期の教育・保育の質的向上に力を入れている（劉，
2013a）。ところで，乳幼児期の教育・保育は，人間に対す
るサービス労働であり，その質を決める最も重要な要素と
して「保育者の基本的資質」であることが，洋の東西を問
わず，世界各国における多くの実践と研究によって実証済
みである。保育者の基本的資質について，中田（2011）は
その「人間性」と「専門性」に分けて考察し，次のように
指摘している。保育者の「人間性」については，生涯学習
社会の時代に，人としての学びを深め，文化的素養や職業
倫理を高め，学習の姿勢を持ち続け，自己研鑽・自己向上
に励んでいく力などが求められる。また，保育者の「専門
性」については，①乳幼児教育・保育の本質や目的につい

ての専門的な知見や理論をもち，乳幼児を危険から守り，
その健やかな成長・発達を助ける力。②子どもを取り巻く
社会環境や生活状況を把握し，子どもの生活に影響する社
会的要因を確かめ，実際の子どもたちの反応を確かめ，学
習や研修を通して同僚と検討し，新しい実践を試みる力。
③乳幼児教育・保育の内容や方法についての「専門的知見
や専門的技能」を高め，それを「実践」に生かし，さらに「実
践を理論化する」力などが求められる。乳幼児教育・保育
の質的向上の課題の中味は，以上のような保育者の「専門
性」の確保に沿った保育者の資質の向上であると考えられ
る。
　本研究は，東アジア地域における質の高い保育者教育シ
ステムを構築するための基礎研究として，東アジア諸国に
おける乳幼児教育・保育改革の動向を把握し，保育者教育
の実態と課題を明らかにすることを目的とする。現在，第
１段階の作業として，「中国の乳幼児教育・保育改革の動

　　 「保育現場における教育・保育研究活動」を中心に 　　
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向と保育者教育改革の実態」を中心に検討を進めている。
　これまで，劉（2010，2011，2013a，2013b）は，とり
わけ中国における保育者養成システム改革と養成課程改革
の現状と課題について検討を行ってきた。例えば，保育者
養成システム改革に関しては，1990年代後半から，「幼児
園教師」養成を中心とする保育者養成システムは，元の中
等専門教育レベルの一元的なものから，中等専門教育レベ
ル・高等専門教育レベル・大学本科教育レベルなど多元的
なものへと発展するようになっている。また，養成課程改
革に関しては，中等専門教育レベルのみに対応するものか
ら，中等専門教育・高等専門教育・大学本科教育など各レ
ベルに対応するものが開発されている。
　続いて，本稿では，中国における現職保育者の質的向上
への取り組みについて，とりわけ「保育現場における教育・
保育研究活動」に焦点を当てて検討する。具体的に次の課
題について検討を行う。
１．中国における「保育現場の教育・保育研究活動」の位

置づけ
２．3つの改革段階における「教育・保育研究活動」の展

開
３．中国における「保育現場の教育・保育研究活動」の実

践成果
４．「保育現場の教育・保育研究活動」実践における問題

点と今後の課題

1．中国における「保育現場の教育・保育研究活動」の位
置づけ

　中国では，教育・保育研究活動は，幼児園1）をはじめと
する保育現場の定例活動である。すでに1950年代新中国の
乳幼児教育・保育制度が構築され始めた頃から，政策とし
て規定されていた。1952年，教育部により公布された新中
国建国後の最初の幼児教育行政法規である「幼児園暫定規
程草案」第334条では，幼児園における保育・教育研究会
の実施について，「保育・教育の内容と方法について研究
し改善させる。2週間に一回研究会を開くべし」と明文化
されている。
　また，文化大革命（1966年～1976年）後の1979年，国務
院の指導の下で，教育部により制定公布された「都市部に
おける幼児園教育・保育条例（試行草案）」（原語「城市幼
児園工作条例（試行草案）」）では，幼児教師と保育員2）に
対する基本的要求として，「学習に励み，骨身を惜しまず
に研鑽し，思想的政治的な自覚と文化的業務水準を絶え間
なく向上させる」ことが規定されている。とりわけ，幼児
教師に対して「まじめに事前準備をし」，生き生きとして

活気に満ちている方法で教授するようにと要求している。
　さらに，1989年，教育部により公布された「幼児園教育・
保育規程（試行）」（原語「幼児園工作規程（試行）」）（1996
年に改訂施行）では，幼児教師の主要な役割の一つとして，

「業務上の学習と幼児教育・保育研究活動に参加する」こ
とを挙げている。（張・劉，2013）
　1990年代以降，中国では，乳幼児教育・保育改革が本格
的に実施されるようになるにつれて，教育・保育研究活動
は，3つの段階を踏んで，乳幼児教育・保育の質を高める
ための日常的な手段として，次第に保育現場に定着し，保
育者の専門性の向上にとって益々重要な役割を果たすよう
になっている。

２．乳幼児教育・保育改革の3段階における「教育・保育
研究活動」の展開
2.1　第1段階：1980年代末頃から1990年代中頃にか
けて

　1980年代末頃から1990年代中頃にかけて，「児童の権利
に関する条約」（1989年）の採択に伴う新しい子ども観に
基づく世界の乳幼児教育・保育改革の潮流の影響を受けて，
中国でも乳幼児教育・保育改革が進められるようになった。
前掲の「幼児園教育・保育規程」の公布を契機に，1950年
代から長期にわたって幼児教育界を支配してきた旧ソ連か
ら導入された発達を先取りする観点からの「教科中心」「知
育中心」「何ができるか」に重点を置く幼児教育・保育カ
リキュラムの改革が実施され始めた。子どもの年齢段階に
ふさわしい遊びを通して「一人ひとりの子どもの発達を促
す」新しい幼児教育・保育観（一見，2003）が唱えられ，
教育・保育現場は，新しい幼児教育・保育観に基づく教育・
保育実践が求められるようになった（劉，2010年）。
　 「規程」を徹底的に実行させるために，1990年から，国
家教育委員会（現在の教育部）が全国の幼児園から10カ園
を指定し，3年をかけて，以下の3つの段階を踏んで，「幼
児園における教育・保育カリキュラム改革の実践研究」を
行った。
①政策学習や理論学習による準備段階。
②学習を深め，保育者の意識を転換させ，幼児の発達目標

を制定して，カリキュラム改革を実施する段階。
③幼児園の運営・衛生保健・教育課題を全面的に改革し，

幼児の発達方式と道筋について深く検討し，幼児の発達
目標を中心とする幼児園教育・保育カリキュラムを構築
する段階。

　こうした実践研究はトップ・ダウン式で行われ，行政（国
家教員委員会の責任者や市・区教育局の責任者など）側に
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よる管理指導，研究者（北京師範大学教育学部の教授及び
華東師範大学教育学部の教授など）側による専門指導，実
験園による実施という「三者連携」の方式で進められた。
こうした実践研究の成果をモデルにして，中国全土におけ
る幼児教育・保育改革が展開されるようになった。（北京
市教育局，1993）
　この段階では，上述のようなトップ・ダウン式の実践研
究の他に，保育現場の要請から生まれたボトム・アップ式
の実践研究（北京師範大学教育系・北京崇文区光明幼児園
自選遊戯課題組，1996）も生まれた。この時期の保育者は，
中等専門教育機関である幼児師範学校卒業（高校卒業相当）
のものが多いため，保育者自身の理論的素養や実践力，研
究力などの専門性はそれほど高くなかった。この研究活動
は，保育現場の現状を踏まえて，研究者が主導し，管理者
が支持し，保育者が参加実施するという形で展開された。
研究過程で，保育者の専門性の向上について次のようなこ
とが行われた。研究者が週に1回保育現場に入り，①保育
者を指導して幼児教育に関する理論学習をし，研究の意義
を明確にさせた。②保育者を研究グループの主要メンバー
として受け入れ，研究を実施する過程において研究方法を
身につけさせた。③研究者がそれぞれの実験クラスに入っ
て現場指導を行った。これによって，実践における保育者
自身の指導態勢の随時の変化と意識の転換を促した。④研
究目的と各段階の重点課題を踏まえて，学期の初めに，保
育者に対して具体的な研究課題を手配し，研究主体者とし
ての保育者自身の能動性を促し，教育実践のなかで学びな
がら行い，行いながら向上していくよう試みた。以上の研
究活動への参加を通して，保育者の身には次のような変化
がみられるようになった。幼児の行動を観察し記録する能
力を持つようになり，教育計画を立てて，遊びにとっての
いい環境を作り，遊びの材料の持つ教育的特徴を分析し検
討する能力を持つようになり，特定のテーマについて報告
したり報告書を書いたりする能力も向上され，意識的に教
育実践から法則を探求することができるようになった。
1991年8月から3年間の実践研究を通して，保育者の専門性
＝理論的素養や実践力，研究力が向上され，保育機関全体
の質的向上が実現された。
　こうした実践研究の成果は，第2段階の幼児教育改革に
おいて，保育現場と保育者の質的向上の普及に大いに貢献
していた。

2.2　第２段階：1990年代後半から2000年代中頃にか
けて

　1990年代後半から，中国では，1950年代から実施されて

きた社会主義計画経済システムから社会主義市場経済シス
テムへの転換が行われた。それに伴い，保育事業はそれま
での公的福祉事業から公益事業に変化し，保育機関は激し
い市場競争の渦の中に投げかけられるようになった。
　教育改革をさらに深めるために，政府により「21世紀に
向かう教育振興行動計画」（1998年）や「国務院基礎教育
の改革と発展に関する決定」（2001年）が打ち出され，続
いて，教育部により「幼児園教育指導綱要（試行）」（以下

「新綱要」と称する）（1981年の「幼児園教育綱要」がこれ
により廃止）」が公布された。新世紀における資質教育3）

の推進，幼児園教育・保育全体の質的向上，幼児教育・保
育改革の深化が唱えられた（張・劉，2013）。
　「新綱要」の精神を保育実践に生かし，幼児園全体の質
を向上させ，厳しい市場競争で生き残るために，保育機関
の管理者たちは積極的に研究者に支援を求め，管理者と保
育者と研究者の三者共同による研究体制を作り，自らの園
の実際を踏まえて，地域のニーズに合わせて，長期にわたっ
て，根気強く全職員を巻き込むような教育・保育研究活動
が本格的に展開されるようになった。2000年代の中頃に，
管理者の立場から編集された保育現場の教育・保育研究活
動の実際と成果に関する書物が数多く出版された4）。こう
した教育・保育研究活動への取り組みによって，各保育機
関では，保育者の実践力，研究力の向上に伴う総合的な質
向上により存続の危機から脱出し，各地方自治体で作られ
た質的評価基準により「昇格5）」が実現された。これらの
保育機関は中国の乳幼児教育・保育改革をリードするモデ
ル的存在となっている。この時期，保育実践から生まれた
生き生きとした質の高い教育日誌（表1）は高く評価され
ている（張・劉，2007a）。保育者の研究能力の向上は彼ら
の職階の昇進6）にもつながっている。

2.3　第３段階：2000年代後半以降～現在
　2000年代後半以降，教育部によって「新綱要」行動計画
を徹底的に実行するための重点研究課題が立案され，全国
15の省・市で実験地区を作り，幼児教育界の同僚たちが3
年以上をかけて質の高い幼児教育・保育実践を創造するた
めの研究を行った。2006年から，教育部が国家カリキュラ
ムセンターに委託して「幼児園独自の教育・保育研究制度
作り」プロジェクトの実施を開始した。このプロジェクト
の目的は，研究実践を通して，全国で「幼児園独自の教育・
保育研究制度作り」の基地を数多く立てて，「新綱要」の
実施を推進し，保育者の専門性の向上を促す方法を模索し
ようとすることである（張・劉，2013）。
　全国各地の幼児園では，園独自のカリキュラムを開発し，
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教育・保育研究制度（表2）を作り，条件の良い幼児園で
は研究を主管する副園長や主任も設けている。
　この時期になって，幼児園における教育・保育研究活動
は重要な変化がみられるようになった。研究活動は，論文
の掲載や著書の出版など形に見える外的な業績を重視する
段階から，徐々に人間として専門職としての保育者の資質
向上をより重視するようになった。つまり，幼児園の実践
に中心を置く教育・保育研究を通して，保育者の専門性の
向上における意欲が呼び起こされている。従って，教育・
保育研究は保育者の育成及びその専門性の向上を促すため
の重要な手段となっている。この事実はすでに各幼児園に
おける教育・保育研究の経験によって証明されている。近
年，多くの地域では，新しい教育・保育研究形式の模索も
試みられている。例えば，2007年末から北京市教育委員会
により開始された「専門家（研究者や優れた園長など）指
導による保育者研修活動室プロジェクト」（張燕教師培養
工作室，2011）はそのよい例である。
　今日，保育現場に根差した教育・保育研究活動はすでに
中国の保育者の専門性の向上にとって欠くことのできない
重要な取り組みの一つとなってきている。

３．中国における「保育現場の教育・保育研究活動」の実
践成果

　3つの改革段階における「保育現場の教育・保育研究活動」
の取り組みによって，幼児園の教育・保育実践が絶え間な
く進展し，改革が持続的に深化しつつある。同時に，幼児
園における教育・保育研究には次のような新しい成果が見
られるようになった。
①保育者が幼児園の教育・保育研究活動の主体者であるこ

とは次第に明確されるようになってきていることであ
る。教育・保育研究の目標設定については，保育者が直
面しているさまざまな具体的問題を研究対象とし，保育
者が研究主体者としてアクション・リサーチを行い，問
題を解決させ，実践を改善させると同時に，実践に対す
る認識（保育者が自分自身の行為に対する認識を含む）
を高め，行為主体者としての意識及び行動の変化を促し
ている。つまり，保育者による実践・研修・研究の三者
一体化が実現されている。

②幼児園における教育・保育研究は，「幼児園教師」から
「保育員」まで拡大され，「保育員も教師である」ことが
明確にされ，「研究」と「育成」の全体性を重視するよ

表1　教育日誌1篇

光明小学校（2000年5月）
　今日の自由遊びの時間に、私はそっとクラスに設置されている「光明小学校」というごっこ遊びコーナーにやってきて、
子どもたちの後ろに坐っていた。このとき、先生役の張明くんが黒板の前に立って、「２＋４は幾つ？王一くん、答え
なさい！」と聞いた。「６です。」と王一くんが答えたら、張明くんが「完全に言わないと！」と要求した。「２＋４は
６です。」と王一くんが指示通りにもう一度答えた。「本当に賢いね！さあ、みなさん、一緒に彼に「賢い！本当に賢い！」っ
て言って！」と張明くんが他の子どもたちに呼びかけた。子どもたちは拍手しながら同じことを言った。続いて、張明
くんが「みなさん、黒板の問題をやりなさい、ノートに写しなさい」と命令を下した。楠楠くんが一番に書き終えて、
ノートを「先生」の張明くんに渡した。すると、張明くんが楠楠くんに「見て！あなたの字が汚くて乱れているぞ！席
に戻ってもう一度書きなさい！」と命令した。楠楠くんは不機嫌に自分の席にもどり、他の子が書いているのをしばら
く傍観した後、椅子を持って離れようとした。このとき、私は「周先生にその宿題を見せてくれる？」と楠楠くんに声
をかけた。楠楠くんがそのノートを見せてくれた。私は「楠楠くん、この数字の５、２、７の字はとてもよく書けてい
るわよ！計算も全部正しいよ！もし他の数字もちゃんときれいに書けたらもっといいわね！そうでしょう？」と言った。
楠楠くんはうなずいて「でも、周先生、僕の消しゴムは字を消すと紙が汚くなるの」と事情を説明した。このとき、そ
ばにいた王一くんは「僕のを使って！」と言って、機嫌よく自分の席に戻り真面目に書き始めた。
　この「学校」というごっこ遊びを通して、私は自分が日常の仕事での教育行為を反省し始めた。子どもたちは「学校」
遊びの中で先生役をしているとき、ある程度先生の言動やふるまいを模倣している。子どもの行動から私は自分の姿が
見えて仕事でのミスに気づいたのだ。先生のうっかりとした一言が子どもの自尊心を傷つけ、学習意欲を無くさせてし
まうのだ。例えば、「きみの宿題は汚くて乱れているから、もう一度書きなさい！」という言葉を聴いて、ごっこ遊びでは、
子どもは椅子を持って離れることで自分の気持ちを表すことができるのだが、本当の集団遊びでは子どもはこのような
不愉快な気持ちを心の中に隠すしか出来ないに違いない。この場合、先生は子どもの気持ちを見落としてしまうことに
なるのだ。「学校」というごっこ遊びから、私は自分の言動やふるまいが子どもの心身の発達にとっての重要性、つまり、
多く励まし、多く導き、多く子どもの考え方に耳を傾けることによって初めて、本当の意義で子どもの能動的な学習と
発達を促すことができるのだと気づいたのだ。　（年長二組：周延萍）
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うになったことである。表3－①の「実践記録」ではそ
の実際を述べている。

③教育・保育研究の内容設定は，管理者の意図を反映する
ようなトップ・ダウン式のものから，保育者のニーズか
ら生まれた生成的なものへと変わるようになった。後者
は教育・保育の実際に相応しく，保育者の仕事と現実の
状況と密接に結びついているため，保育者が積極的に参
与することができると同時に，教育・保育研究の楽しさ
を感じ，研究力と実践力の向上をもたらしている。

④教育・保育研究活動における管理者と保育者との関係も，
「権威者」と「服従者」の関係から，次第に「共同学習者」
「協力仲間」「教育・保育仕事と研究の主体者と傾聴者」
「サービスの支持者」「引率者と推進者」の関係に変わり

表３－①：ある幼児園における「教育・保育研究」実践記
録Ａ（李，2006より引用，劉郷英訳）

＊教育・保育研究制度の内容
①教育・保育研究活動と関連付けて、教育・保育に関する「理論や政策を学習する制度」。
②幼児園における教育・保育研究活動を目的的、計画的に展開させるための「活動の事前準備制度」及び「教育・保育

研究計画の制定と実行制度」。
③「教育・保育研究成果の交流・報告制度」及び「研究成果の表彰制度」。
＊教育・保育研究活動の組織形態
　同年齢クラスによる研究グループ編成が一般的な組織形態である。すなわち、同年齢クラスを担当する保育者が一つ
の研究グループを構成する。例えば、「年長組研究グループ」、「年中組研究グループ」、「年少組研究グループ」等である。
また、園の実際状況を踏まえて編成された組織形態もある。例えば、「午前のクラス担任と午後のクラス担任7）それぞ
れによる研究グループ」や、さまざまな「特定問題に関する研究グループ」等である。規模の小さい幼児園の場合、「ネッ
トワークによる研究グループ」や、「地域による研究グループ」（地域によって作られた研究グループのことで、研究成
果は地域全体へ広がることによって、地域全体の教育・保育の推進と質の向上に大きな役割を果たしている）等である。
　各種類の研究グループでは、人数又は規模によってグループ責任者を１～２名決めており、学年の中堅教師が研究グ
ループの責任者を担当している。すなわち、責任者たるものは、高い業務的素養を持ち、一定の仕事経験や組織能力が
あり、仕事に対して責任感があり、同僚の中で一定の威信を持っている人でなければならない。研究グループの責任者
はクラス担任の教師によって兼任することが普通である。中国の幼児園には、教育・保育研究を主管する園長が１名配
置されるのが普通である。
＊幼児園における教育・保育研究活動の役割と内容
①保育者の業務学習を組織すること。教育・保育方針や政策を学習したり、「幼児園教育・保育規程」と幼児教育・保

育理論を学習したりすることによって、政策の主旨や実質を把握し、それによって教育・保育実践を認識し指導する。
②保育者同士の見習い活動を組織すること。互いに教育・保育の経験を交流させたり学習させたりして、関連の理論と

結び付けて、評価分析を行い、絶えず教育・保育技能の向上と教育・保育方法の改善をもたらす。
③保育者が保育・教育計画を立てるよう指導すること。保育者を組織して、まじめに教材を研鑽し、教育・保育対象に

ついて研究させる。その上に、教育・保育活動を設計させる。必要な時に、集団による事前準備を行う。教育・保育
経験の乏しい新任の教師に対して具体的に指導を行う。

④集団的（たとえば、幼児園全体又は学級全体）に教育・保育活動を組織すること。
⑤幼児園の教育・保育改革の課題について検討すること。指導思想を明確にさせ、教育・保育改革の課題を定め、目標

と具体的な方案を打ち出す。保育者が、幼児園教育・保育改革の全体的構想に基づいて、自ら担当しているクラスの
教育・保育実践と自分自身の特徴を考慮して、重点課題を選定させるよう指導する。特定の問題に関する研究を組織
し、問題に焦点を合わせて研究し解決方法を模索する。

　幼児園では、保育の仕事と教育の仕事はそれぞれ異な
る保育者が担当しているため、互いに食い違うことがし
ばしばある。このような状況を改善させるために、わが
園では次のような方法で実施している。
①新「綱要」に関する学習を行った時に、われわれは全

員参加の形で研修を実施したことである。保育員も、
調理室の職員も、さらに守衛までも研修に参加した。

②保育員を教育研究活動に参加させることである。今ま
での教育・保育研究活動では「教師」だけが一人芝居
をやっていたが、新「綱要」を徹底的に実行して以来、
われわれは「保育員」にも教育・保育研究活動への参
加を求め、しかも重要な役割を果たしてもらっている。

表2：中国における幼児園独自の教育・保育研究制度の枠組み
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つつある。これによって，新しい教育・保育研究活動形
式と組織方式が生まれている（表3－②）。

　こうして，幼児園における教育・保育研究活動は，研究
討論の雰囲気作りを重視し，保育者の主体的意識と教育に
対する自信を呼び起こしているのである。保育者自身の事
例について分析することを通して，保育者が実践について，
自分の教育・保育行為について省察し，対話式の研究討論
の雰囲気で，意見発表のチャンスに恵まれ，知的に刺激さ
れているのである。近年，多くの幼児園で行われている教
育・保育研究活動は，管理者による統制状態から，「対話
の分かち合い」や「経験の交流」，ひいては「思想のぶつ
かり合い」のステージとなりつつある。保育者同士では互
いに影響しあい，導きあい，促しあうのである。教育・保

育研究活動は保育者の意識を明らかにさせ，職業に対する
認識を強め，保育者個人の専門的成長を促すと同時に，改
革に対する保育者の共通認識を凝集し，幼児園の発展を推
進している。このように，幼児園は子どもの成長を促す場
だけでなく，次第に保育者の専門的成長を促す場となりつ
つある。
　以上のように，今日，「新綱要」の精神を徹底的に実行
する教育改革によって，教育・保育研究は実質的な変化が
見られるようになった。一方，「幼児園」という保育のフイー
ルドに基づいた教育・保育研究活動によって，教育改革が
更なる深化が見られるようになった。例えば，研究と教育・
保育の実際問題の解決を通して，幼児園における教育・保
育の質が向上され，「教え合い・学び合い・検討し合い」

表３－②：ある幼児園における「教育・保育研究」実践記録Ｂ（李，2006より引用，劉郷英訳）

保育者のニーズを重視する新しい教育・保育研究モデルの創出
　我々は、調査を通して、教育・保育研究活動の形式と内容に対する保育者のさまざまなニーズを把握し、以下のよう
に保育者のニーズを重視するいくつかの教育・保育研究形式を工夫した。
①専門家の指導による集団的教育・保育研究
　専門家である研究者は、保育者にとって科学研究の先行者であり、系統的な教育理論の素養や、広い視野、先進的な
理念を持っており、国内外のカリキュラムと教育改革・教授改革の発展傾向を熟知している。研究者の参与によって、
わが園の教育・保育研究は一定の理論的高さで行われることができるようになっている。「学術報告」、「理論学習指導
講座」、「教育・保育における難解な問題に関する相談」、「情報資料の提供」、「教育・保育現場での指導」等さまざまな
形式を通して、保育者たちは研究者から理論的専門的指導を受けており、わが園の教育・保育研究が高いレベルから出
発し、深く持続的に発展させていくことができているのである。
②仲間互助式のグループによる教育・保育研究
　保育者集団の仲間互助とは、保育者の自己反省を強調すると同時に、自己を開放させて、保育者同士の専門的な磨き
あいや協力・提携を強め、「研究共同体」を構築し、経験を分かち合い、学び合い、支え合い、一緒に成長していくこ
とである。わが園では、以下のような工夫を行ってきた。
　・対等集団による教育・保育研究：「学習交流」や「シンポジウムによる対話」等の形式で実施されている。例えば、

「経験の分かち合い」や、「特定の課題に関する討論」、「情報の交換」、「インターネットでの対話」、「事例検討」、「現
場での研究討論」等の形式が含まれている。実際の問題は適切に解決され、保育者の意識や行動力が実践の中で高
められている。

　・保育者の相互作用による学習グループ：自由意思でグループを作り、ニーズに合わせて相互作用をする。
③保育者による自主的な教育・保育研究
　自主的な教育・保育研究は、「人間本位と自主参与」、「ニーズの満足と能動性の発揮」、「ステージの提供と有効な対
話の実現」を目的とする。自主的な教育・保育研究は目標が明確であり、開放性が強い。相互作用を通して、個人の抱
えていた難解な問題をみんなのものにし、集団の知恵で個人の難問を解決させる。これによって保育者の学習と新しい
実践の創造を促している。
　「教育・保育研究相互作用フィードバック表」を有効に応用することによって、教育・保育研究の内容は、管理者が
決めるものから保育者が自らのニーズを踏まえて決めるものへと変わってしまった。また、活動展開の組織形態の面で
も、保育者の能動性、積極性の発揮を重視し、保育者が教育・保育研究組織における正真正銘の主体者、能動的発達の
主人公となっている。
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という一体化した過程では，幼児園が学習型組織の道を歩
むようになり，幼児園における教育・保育の質的向上と保
育者の専門性の発展の二者統一が実現されているのである。

４．「保育現場の教育・保育研究活動」実践における問題
点と今後の課題

　前項の検討から分かるように，乳幼児教育・保育改革の
進展に伴って，幼児園の教育・保育研究では喜ばしい成果
が見られた。しかし，実践においては依然としてさまざま
な問題点が存在している。ここでは，その背景にある要因
を明らかにし，今後の課題について考察する。
①中国の乳幼児教育・保育改革はトップ・ダウン式で行わ

れているため，保育現場の教育・保育研究活動は功績至
上主義，功利主義，形式主義の傾向が顕著である問題。

　中国における長年の乳幼児教育・保育改革は行政指令に
よるトップ・ダウン式で行われてきた。そこで，功績至上
主義は功利主義的な目標達成をもたらした。業績を早く挙
げるために，誰でもすぐに結果が出てくるような課題をや
り，研究の内容より形式が重視され，そわそわして落ち着
かない研究の気風が見られ，保育者の負担も大きくなって
いる。
　こうした問題点を克服するために，教育・保育研究を正
常化させることが急務である。幼児園の実践を中心とし，
ボトム・アップで本腰を入れて保育者および保育者の実践
のニーズに関心を寄せ，実際の状況から出発して，実際を
重んじるまともな研究を行わなければならない。また，幼
児園の実践を中心とする研究に対する評価も，形の整った
研究成果を求めるのではなく，教育・保育実践の改善と保
育者の専門的成長の如何を中心に，教育・保育生活の体験
と職業に対する認識を強調し，アクション・リサーチの過
程を重視し，次第に深まるように生成的な教育・保育研究
の展開を重視しなければならない。
②幼児園の自主権と保育者の主体性は如何に保障される

か？専門家の権威性と保育者との関係について検討すべ
き課題である。

　教育・保育研究改革における行政的管理指導は，しばし
ば幼児園の専門的自主権を制限することになる。教育・保
育研究過程において，専門家及びその指導作用を過度に強
調し，専門家の権威的な身分と着任早々あれこれとあら捜
しや批評するようなやりかたによって，保育者の自信が弱
くなり，教育・保育実践及び教育・保育改革の主体者とそ
れ自身の専門的発展の主体者である保育者の役割を果たす
ことが困難になる。幼児園側も，保育者仲間という重要な
資源を含む園内のさまざまな資源を無視し，専門家を期待

し頼りにすることはよくある。
　こうした状況を切実に変え，専門家と実践現場双方の対
等な協力関係を把握し，権威の役割を弱め，第一線の保育
者とその実践を重視し，教育・保育改革実践で如何に幼児
園の自主権と保育者の主体性を確保するかを模索すること
は今後の課題である。
③教育資源は依然として都市部を中心として分布され，教

育・保育の格差が拡大されている。
　「新綱要」と「保育現場の教育・保育研究の制度化プロジェ
クト」を実行するときには，各地で条件のいい幼児園を実
験モデル園として選択するのが普通である。選ばれるのは
しばしば都市の幼児園である。これは，中国の乳幼児教育・
保育改革の実施範囲が狭く，効果が小さく，成果の普及が
なかなか難しいことを示唆している。
　実際，中国の乳幼児教育・保育は大都市から周辺都市へ，
それから農村へと発展してきた。大都市の幼児園には幼児
教育・保育研究室が設けられ，教育・保育研究の力は多く
都市に集中している。しかし，周辺都市や町及び農村の乳
幼児教育・保育は，改革開放以来とりわけ近年では大きな
発展を遂げているにも関わらず，幼児園の運営条件や保育
者の資質の面では都市の幼児園と比べものにならない。民
営のものが多く，財政的な援助はない。モデル園の実施に
より有限な資源はさらに都市に集中し，少数の幼児園に集
中されるようになり，地域間の格差と幼児園間の格差が拡
大され，教育・保育の両極化は加速されている。こうした
プロジェクト式のやり方について真剣に反省し調整する必
要がある。
④教育・保育研究活動に関する評価の問題点とその他の問

題点
　教育・保育研究活動に関する評価は，現在のところ主と
して研究課題の設定と研究論文の発表に重点を置いてい
る。教育・保育は時間のかかることなので，保育現場の教
育・保育研究の効果については，細かい点に注目する必要
があり，保育者の少しずつの進歩や，教育ノートに記した
実践に対する反省と問題意識，教育・保育実践の着実な改
善，子どもの身に生じた微かな変化等，どれも地道な日常
の仕事によって得られるものであり，速戦で実現できるも
のではない。評価は，教育・保育研究とアクション・リサー
チの過程における，保育者の仕事態度や，主体意識及び幼
児園の気風の変化を強調すべきである。
　一方，改革における従来の規則を突き破ったような新機
軸を打ち出したやり方が常に従来の評価の仕方と矛盾して
いるため，幼児園と保育者がたいへん困惑し，やむを得ず
不本意に自分自身のやり方を放棄して，上司の要求に服従
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せざるを得ない場合もある。
　その他，幼児園の役割に対する認識や保育者の役目に関
する把握においてもある程度のずれが見られる。
　以上のように，改革において乳幼児教育・保育の基本問
題についてさらに理論的検討が必要である。さもなければ，
教育・保育実践の深まりと保育者の正真正銘の専門的成長
に影響を与えるだろうと示唆される。

注
1）中国の幼児園は，1950年代に，社会主義国家建設の理念に基づき，

父母の労働・社会参加保障と乳幼児の全面発達を促す集団的保

育・教育保障の2重の役割を担うものとして作られた公教育制度

の基礎段階の幼児教育・保育機関である。もともと満3歳～満6，

7歳の幼児を対象とした教育・保育を実施したが，1990年代以降，

3歳未満児の保育を実施した「託児所」の閉鎖に伴い，3歳未満

児（1.5歳～2.5歳からの場合が多い）の「託児クラス」も併設さ

れるものが多くなった。制度上の管轄は，教育面を教育部が，

保健衛生面を衛生部が担当するが，主導機関は教育部である。

中国の幼児園は，日本の保育所と幼稚園をミックスしたような

性格を持っており，現在，一体化した教育・保育機関として乳

幼児に対する早期の教育・保育を担っている。（一見，2003；一

見，2008；劉，2013a）

2）中国の幼児園には，「保育員」と「幼児教師」の2種類の保育者

が配置されている。「保育員」は教師として認められておらず，

中学校卒業以上の学歴を持つ幼児保育に関する技術労働者とし

て位置付けられ，主として幼児園における「生活・衛生・保健

面の保育」を担当するとされている。「幼児園教育・保育規程」（原

語「幼児園工作規程」）（1989年試行，1996年改訂）の規定によると，

「保育員」の役割は，①自分の担当クラスの建物，設備，環境の

清潔・衛生に責任を持つこと。②「教師」の指導の下で，幼児

の生活を管理し，自分の担当クラスの「教師」と力を合わせて

教育活動を実施すること。③医療関係者と「教師」の指導の下で，

幼児園の安全，衛生保健制度を厳格に実施すること。④幼児の

着るものと身の回り品及び自分の担当クラスの設備，用具を適

切に保管することである。一方，「幼児教師」は，幼児師範学校

卒業以上の学歴で幼児園教師資格を持つことが条件であり，幼

児教育・保育に関する専門技術者として位置付けられ，主とし

て幼児園における「教育・保育実践活動」と「幼児教育・保育

研究活動」を担当するとされている。前掲の「幼児園教育・保

育規程」の規定によると，「幼児教師」の役割は，①幼児のこと

を観察して理解し，国が規定している幼児園教育課程の基準に

依拠して，自分の担当クラスの幼児の具体的状況と結びつけて，

教育計画を作ったり実行したりして，教育の課題をやり遂げる

こと。②幼児園の安全，衛生保健制度を厳格に実施し，「保育員」

を指導し，また「保育員」と力を合わせて自分の担当クラスの

幼児の生活を管理し，クラスの衛生保健の仕事をうまくやるこ

と。③常に保護者と連絡を取り，幼児の家庭の教育環境を把握し，

幼児の特徴に相応しい教育的措置を討議し，一緒に力を合わせ

て教育の課題をやり遂げること。④業務上の学習と幼児教育研

究活動に参加すること。⑤定期的に園長に報告し，園長からの

点検と指導を受けることである。（劉，2010；劉，2013a）

3）1993年2月に発布された「中国の教育改革と発展綱要」および

1994年6月に開かれた「全国教育事業会議」を契機に，中国の教

育改革は質的転換期を迎えるようになった。とりわけ，基礎教

育段階の改革では，それまでの試験に応じるための知育中心の

「受験教育」から生徒の全面的，積極的，能動的，個性的発達な

どを促すための「資質教育」（原語「素質教育」）へと転換させ

るという課題が打ち出された。それ以来，中国の基礎教育は「資

質教育」システムの構築に向けて着実に進められ，とりわけ基

礎教育段階のカリキュラム改革が重要な課題として展開されて

きた。2005年，10年間の研究と広範な地域にわたる実験を経て

開発された新しいカリキュラムは，全国の小中学校の各学年か

ら実施されるようになった。（張・劉，2013）

4）詳細については，参考文献をご参照ください。

5）1990年代から，保育機関の質の向上を促すために，各地域の行

政部門では保育機関に対する質的評価基準を制定し，保育機関

に対して「格付け」制度を設けている。北京市の例を見ると，

「格付け」の高い順から以下のようなものが設定されている。「モ

デル幼児園」「一級一類幼児園」「一級二類幼児園」「一級三類幼

児園」「二級一類幼児園」「二級二類幼児園」「二級三類幼児園」

「三級一類幼児園」「三級二類幼児園」「三級三類幼児園」。「級」

は保育機関の施設設備などの水準を評価する単位であり，「類」

は保育機関の教育・保育内容の水準を評価する単位である。（劉・

植村・中田・宍戸・丹羽，2012；中坪・玄・劉・霍・李，2012）

6）中国では，1986年から，国家教育委員会（現教育部）により公

布された「小学校教師の職務試行条例」に基づき，幼児園「教師」

に対して，職階制が導入された。合格学歴を持っている幼児園

教師に，学歴の種類と勤務年限などによって，職階の高い順から，

「幼児園教師高級」「幼児園教師1級」「幼児園教師2級」「幼児園

教師3級」（職階の名称は地域によって異なり，小中学校の教師

と同等の職階名：「小中高」「小高」「小一」を使用するものもある）

に分け，それぞれの職階によって給与と待遇に差を設けている。

職階の昇進をするために「教育・保育実践力」や研究成果に伴

う「教育・保育研究力」及び「外国語能力」などを含む様々な

基準も設けられている。（何，2009；劉，2013a）

7）中国の幼児園では，各クラス（年少組児童数：20～25人，年中

組児童数：26～30人，年長組児童数：31～35人）を担当する保

育者の配置基準として，「教師」2名と「保育員」1名によって構
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成されている。多くの幼児園では，午前のクラス担任「教師」

と午後のクラス担任「教師」に分けて教育活動を展開するのが

一般的である。（劉，2013a）
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