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Respect for Life Described in National Textbooks of Moral Education
in the People’s Republic of China
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Summary
The People’s Republic of China (PRC) is in the process of updating its moral education textbooks. The
16 different textbooks, entitled “Morality and Life” and “Morality and Society,” are being integrated into
one national textbook, “Morality and the Rule of Law”.
This name change comes from the promulgation of a decision made by the Fourth Plenary Session of
the 18th Central Committee of the Communist Party of China in 2014. This process of changing the name
of moral education textbooks and changing them to a national textbook will be accomplished in 2020.
However, the basic style of moral education textbooks in the PRC will not change, i.e., compilations as a
comprehensive course to teach Moral subject in integration with the subjects of Geography, History, and
Rule of Law including the core values of socialism. Meanwhile, the 2017 edition of the Standard for Regular
Higher Secondary School Thought and Politics Curriculum has not yet been changed.
This paper focuses on the theme of respect for life presented in the new Chinese national textbooks
“Morality and Rule of Law,” focusing on the first-grade textbook concerning safety and the seventh-grade
textbooks on respect for life organized as a unit. The paper also discusses respect for life in comparison with
Japanese moral education textbooks, which were also changed to a special subject in 2018 at the elementary
school level and in 2019 at the secondary school level. However, the compilation style of moral textbooks
remains geared to values education, which continues from the age of Imperial Rescript on Education,
originally issued in 1890 and abolished in 1948. But the value of respect for life newly appeared in Japan
and began to be taught in schools from 1958. It can be understood that Japan’s upholding of the value of
respect for life in moral education meant that Japan would not send its students to the battlefield again in
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response to the movement against the revival of moral education.
The description of respect for life in Chinese moral education textbooks is presented in two main ways:
dreams and heroic martyrs. The use of dreams draws on the Resolution of the 19th National Congress of
the Communist Party of China on the Revised Constitution of the Communist Party of China in 2017,while
the systematic description of heroic martyrs is based on the Law on the Protection of Heroic Martyrs, which
came into effect in 2018 and was passed at the Second Session of the Standing Committee of the 13th
National People’s Congress.
The description of respect for life in unit 4 of the seventh-grade Chinese moral education textbook titled
“Thinking about Life” begins with the topic of death. It reinforces that life is temporary and that an
individual’s everyday life can have great meaning when one’s life is connected to the destiny of other people,
societies, groups, nations, and, by extension, all human beings. The death of Lei Feng, for example, a heroic
truck driver martyr, is explained as a worthy connection of personal ideals with the development of the state,
the revival of the nation, and the community of human destiny.
National moral education textbooks of the PRC are carefully organized, and on the bases of five
characteristics: 1) question-oriented construction, 2) cooperative learning, 3) caring, especially in the firstgrade textbook, 4) psychological resilience, and 5) a national integration of moral values. Japanese moral
education textbooks, on the other hand, should focus on: 1) development of citizens who concider and judge
the future results of science and technology, such as genome research, 2) human rights, including the rights
of the child, 3) critical thinking, and 4) self-affirmative consciousness as an integrating point of moral values.
The moral education textbooks of the PRC are oriented toward pro-social and pro-national values while
discussing the care of the individual. They seek to educate individuals on how to live meaningful lives in
social and state context. In comparison, Japanese moral education textbooks incline to the individual and
focus more on the inner life and the individual’s development. A meaningful life is thus fulfilled in personal
reflection.
キーワード：生命尊重、道徳と法治、死、自己肯定感
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I．国定化する中華人民共和国の道徳教科書
中華人民共和国（以下，中国）は道徳教科書の
国定一本化へと動いている。
2018 年 9 月から，小学校 1 年生と２年生ならび
に 7 年生と 8 年生（6・3 制では中学校 1 年生と 2
年生）が中国教育部および人民教育出版社による
統一編成教科書（いわゆる国定教科書）を使用す

るようになり，それ以外の学年はこれまでの多様
な出版社による教科書を使用することになってい
る 1。道徳教科書の名称は 2018 年の段階で，小学
校 1 年生から 3 年生が『道徳と法治』，7 年生か
ら 9 年生が『道徳と法治』，それ以外の小学校 4
年生から 6 年生までが『品徳と社会』である。
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I-1．中国道徳教科書国定化の動き
これまでは，小学校 1，2 年生が『品徳と生
活』，3 年生から 6 年生までが『品徳と社会』，
7 年生（6・3 制で中学校 1 年生にあたる）から 9
年生までが『思想品徳』の，各出版社による教科
書が使われていた。高等学校では，普通科で必修
の『思想政治』あるいは選修の『思想政治』がお
こなわれてきており，この教科名は，2017 年版
の普通高等中学思想政治課程標準 2（日本の学習
指導要領にあたる）を見ると，変更されていない。
本論では中国道徳教科書の義務教育段階の変更
について取り上げる。変更の柱は 2 つ，
1. 道徳に関する教科名が，したがって教科書名
が『道徳と法治』に変更される動きと，
2. 教科書を国定化する動きであり，相互に錯綜
している。
変更しない柱は，
3. 道徳教科書を総合課程として編纂し，地理，
歴史，政治，法などと統合して社会主義の核心
的価値とともに教える点である。
新しい『道徳と法治』の名称に関しては，2014
年 10 月に中国共産党第 18 期中央委員会第 4 次全
体会議の決定として「法による国家統治の全面的
推進における若干の重大な問題に関する中共中央
の決定」が公布されたことによる 3。公布された
決定は，法治知識を学ぶ課程を小中学校に設ける
ように要求しており，この要求に応えるために，
中国教育部は 2016 年 4 月に，義務教育段階の小
学校と中学校の道徳の教材名を『道徳と法治』に
改め統一する方向を具体化し，2016 年 9 月から小
学校と中学校の 1 年生から新しい教科書を使用す
る，他学年の道徳に関しては教科書が審査中のた
め既存の出版社の教材を使用する，と通知した 4。
また平行して，中国教育部と司法部は共同で，
2015 年初頭から「青少年法治教育大綱」の作成
を開始し，2016 年 6 月に公布した 5。これは小学
校から大学までの法治教育の目標と内容を定めて，
法治教育をおこなう教科の設置を要請するもので
あった。
こうして 2016 年 9 月から，小学校 1 年生およ
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び 7 年生の道徳教科は各出版社が出した『道徳と
法治』の教科書を使用することとなった。各出版
社が出した教科書には，中国教育部が組織して編
纂され，人民教育出版によって出版された『道徳
と法治』が含まれており，これが後に 2017 年か
ら国定教科書となる。2016 年の段階で『義務教
育教科書・道徳と法治』は，1 年生で 16 種類，7
年生で 10 種類が出版され，使用された。教科書
の内容は，新しい考え方によって全面改定された
というより，従前の内容に法治の視点からの修正
を加えたものであった。
中国の道徳教科書は，名称を変更するとともに，
国定教科書へと動いている。2017 年 1 月に中国教
育部は，「2017 年工作要点」を公布し，2017 年 9
月の新年度から『道徳と法治』の国定教科書使用
を開始し，3 年以内に全面的使用達成の努力を要
請した 6。これに従って，2017 年 9 月からは小学
校 1 年生ならびに 7 年生が，国定の教科書 1 種類
を，つまり中国教育部のもとで統一編集され人民
教育出版によって発行された『道徳と法治』を使
用し，その他の学年のうち 2 年生は各出版社によ
る『道徳と法治』，ここには統一編集され人民教
育出版から出された版が含まれている，を使用す
る，そして 3 年生から 6 年生は『品徳と社会』の
各出版社版を使用する，8 年生は各出版社による
『道徳と法治』，ここには統一編集され人民教育
出版から出された版が含まれている，を使用する，
9 年生は『思想品徳』の各出版社版を使用するこ
ととなった 7。
2018 年 9 月から 2019 年 7 月期は，1 年生と２
年生が国定教科書『道徳と法治』1 種類を使用し，
3 年生は人民教育出版の統一編集版を含む各出版
社の『道徳と法治』全出版社 16 種類から選んで
使用し，4 年生から 6 年生はこれまでの各出版社
による『品徳と社会』から選んで使用し，7 年生
と 8 年生は国定教科書『道徳と法治』1 種類を使
用し，9 年生は統一編集版を含む各出版社の『道
徳と法治』8 種類から選んで使用することとなっ
た8 。
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I-2．中国の道徳教科書の変遷
1990 年代初めから中国の教科書制度は，多綱
多本，つまり複数の教学大綱による多種類の教科
書の方向へと変わった。広い中国の地域の違いに
応じて教育課程の多様化が進められ，例えば上海
市と浙江省は沿海開発地域として独自に教学大綱
を作成し教科書を審査する権限を持つようになっ
た。それによって道徳教育においても上海市は独
自の課程標準をもち，独自の教科書を編纂し，審
査し，使用するようになった 9。これが変更され，
統一編成による国定教科書が小学校 1 年生と 7 年
生に導入されたのが 2017 年である。
国定化とは別に，2001 年から中国では道徳教
育の総合課程化が進められた。2001 年に中国教
育部が「基礎教育課程改革 綱要 〔試行〕」10 を
公布し，基礎教育課程改革 11 を実施し，日本の学
習指導要領にあたる「全日制義務教育品徳と生活
課程標準（実験稿）」12，「全日制義務教育品徳
と社会課程標準（実験稿）」13 を発表した。これ
によって道徳教育は徳目を並べて教える values
education の形ではなく，総合課程として合科さ
れ，道徳教育において地理，歴史，政治を統合す
る形になった。小学 1，2 年生では「思想品徳」
と「自然」が合科され「品徳と生活」になり，３
年生から 6 年生（6・3 制，5・4 制では 3～5 年）
で「思想品徳」と「社会」が合科され「品徳と社
会」になった。そして「品徳と社会」は，中学段
階（6・3 制 7 年生から 9 年生，5・4 制では 6 年
生から 9 年生）で，再び「思想品徳」と「歴
史」・「地理」（あるいは「歴史」・「地理」を
合わせた「歴史と社会」）に分かれた。総合課程
として合科された道徳教科書は，江沢民のもとで
始まり，『義務教育課程実験教科書』が地方出版
社も参入して編纂された。小学校では 2002 年 9
月，全国 42 の実験区で新たな道徳教科書『義務
教育課程実験教科書 品徳と生活』（以下，『品
徳と生活』）『義務教育課程実験教科書 品徳と
社会』（以下，『品徳と社会』）を使った新課程
が開始され，2003 年 9 月に 全国の半数以上の
小学校で導入され，2007 年 9 月までに全面的に
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導入された。中学校では，2003 年 9 月から『義
務教育課程実験教科書 思想品徳』（以下，『思
想品徳』）を使う新課程が導入された。国家主席
は 2003 年 3 月に胡錦濤に代わっていた。
道徳教育が総合課程化された背景，小学段階に
おいて教科が合科された理由について，趙亜夫は，
教科の内容の重複による不必要な学習を減らし，
総合課程として効果を発揮し，授業効果を高め，
小学生の道徳性と良好な行為習慣を養い，社会性
の発展を促し，中国共産党中央委員会と国務院が
打ち出した学校徳育教育強化の方針を貫徹するた
めとしている 14。道徳教育をその国の国民育成の
目的にかなうように強化する考えからすると，確
かに日本流の values education15 は，すなわち道徳
上の価値を並べて教えるやり方は，価値がばらば
らに扱われており，統合する結節点のない弱さを
抱える。この道徳教育の形を克服する中国の総合
課程化には，一つの世界観に諸価値を統合して個
人を包摂する力強さがある。総合課程化は道徳上
の各価値を教科書の示す世界観に統合し，政治の
動きとつなぎ合わせる意味があり，子どもがいか
なる世界観をもつかを国家または権力が握る意味
がある。
中国の道徳教科書が，アヘン戦争から抗日戦争
の歴史を，列強の侵略であり中国人民にとって危
害と屈辱の歴史である道徳教科書で教えることは，
中国がどこから来てどこへ行くかの物語へと，さ
まざまな道徳上の価値を結び合わせることになり，
1. 物語における個人の役割すなわち学びに意味
を与え，
2. 中国共産党の正当性を受け入れさせる，こと
になる。
すなわち，中国人民が中国共産党の指導者のも
とで国家を滅亡から救い生存を図った，忘れるこ
とのできない屈辱の歴史を知り，祖国の革命に尽
くした先人を敬愛し，国家の富強を図る愛国の志
を打ち立てる物語，別言すれば，中華民族百年の
屈辱の歴史から，立ち遅れれば打たれると学ぶこ
とによって，過去を回顧することが現在を理解し
未来を切り開くことになると知る，そして，中華
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を振興する志が，歴史によって課せられた責任で

『品徳と社会』『思想品徳』については，「課程

あり，革命に殉じた人々の遺志であり，私たち子

標準（2011 年版）」に沿って内容を一部改訂し

どもの責任である，今日私たちが努力しなければ

終え，審査が行われる方向に進んでいた。

ならないのは，中華民族の偉大な復興の夢に向か

しかし 2016 年に入り，先述のように，小学校

って勉強することである，と教え，学ぶ意味を語

の『品徳と生活』『品徳と社会』，中学校の『思

る道徳教育は，国家と権力にとって大きい。中華

想品徳』は『道徳と法治』に変更するように通知

の振興のために勉強する ，と子どもを鼓舞する

される。それに従って急遽，改訂途中で改訂作業

中国道徳教科書の総合課程は力強い。

が行われ，審査を経て，2016 年 9 月の新年度は，
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中国の道徳教科書の総合課程化の流れは今も変

小学 1 年と中学 1 年のみが新たに『道徳と法治』

わらず，2016 年 9 月からの教科書では，さらに法

の表題をつけた教科書を使用し，そのほかの学年

治教育の内容を含んで再審査されるようになった。

はこれまでの実験教科書『品徳と生活』『品徳と

2012 年中国共産党第 18 回大会において社会主義

社会』『思想品徳』を継続して使用し，順次新版

の核心的価値観
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が提出され，習近平が 2012 年

の『道徳と法治』教科書を導入することになった
。 2016 年 6 月 28 日には中国教育部から青

の同大会で総書記に選出され 2013 年全国人民代
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表大会において中国国家主席に選出されるととも

少年法治教育大綱 19 が公布され，法治教育の新し

に，社会主義の核心的価値観を育て，実践するこ

い体制が整えられた。

とが強調された。小学校段階の道徳教育に関して

つまり課程標準（2011 年版）が 2012 年 1 月

見ると，地理，歴史，政治，法といった社会科学

に出され，道徳教科書の改訂作業が終わりを迎え

の分野が，道徳教育という個人の価値観の育成に

た時期に，胡錦濤らが引退し，習近平が 2012 年

統合され，法治が強調されるようになったと整理

11 月 15 日の 18 期 1 中全会において政治局常務委

できる。それは言い換えれば，個人の価値観が，

員に再選され，中央委員会総書記と党中央軍事委

地理認識，歴史認識，法の認識と統合された教科

員会主席に選出され，中国の党・国家・軍の三権

書の世界観の中で育成されることを意味する。中

を正式に掌握する。また，2014 年 1 月 24 日に開

国において道徳教育は，習近平時代になって，混

催された党中央政治局会議で「中国共産党中央国

乱を伴いながら，社会主義の核心的価値観という

家安全委員会」の設置と習近平の同委員会主席就

イデオロギーに統合され，道徳教科書の名称変更

任が決定され，国家安全に関する党の政策決定と

ならびに国定化へと動いている。

調整，国内治安対策を掌握する。さらに 2017 年
10 月の中国共産党第十九回全国代表大会と第 19

I-3．法治教育としての道徳教育へ
学習指導要領にあたる課程標準は，課程標準
（2011 年版）が 2012 年 1 月に出されている。
これは，先述した 2012 年中国共産党第 18 回大会
および 2013 年の人民代表大会の流れとは別に，
従来の流れにおいて作られていた。すなわち胡錦
濤国家主席指揮の下で「国家中長期教育改革と発
展計画綱要（2010 年-2020 年）」が公布されたこ
とに従って，2011 年版の課程標準が作成され，
教科書の改訂作業が始まり，2014 年 9 月から，
道徳・国語・歴史・科学教科以外の改訂版の使用
が始まった。そして道徳教科書『品徳と生活』

期 1 中全会で，2 期目の習近平体制が発足し，党
規約に「習近平による新時代の中国の特色ある社
会主義思想」（習近平思想）を明記し，毛沢東・
鄧小平以来とされる個人名を冠した思想を載せた。
この間，2012 年 1 月の「課程標準（2011 年
版）」は改訂されないまま，習近平体制に即した
道徳教育の体制整備が進められたと理解できる。
その軸が法治を掲げる変更であり，中国共産党中
央委員会宣伝部が司法部とともに 2016 年 4 月に
「公民に法制宣伝教育を展開することに関する第
7 次 5 カ年計画」（2016 年－2020 年）を出し，
「法治教育と道徳教育の結合を推進する」を掲げ
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る。この流れのなかで，教科書の名称の『道徳と

成年者を特別に保護していることを知る。権

法治』への変更，国定教科書化，青少年法治教育

利行使の規則を初歩的に理解し，法による権

大綱による法治教育を担う道徳教育の体制が新し

益保護の意識を樹立し，権利があれば義務が

く組まれていった。

あるという理念を確立し，学校におけるいじ

改訂に際して，権原となる上位法の改定から順

め行為の認識と防衛の意識を形成する。

を追って進む日本の流れ，時として性急などたば

３．規則の作成が一定の順序によるべきである

た劇だと批判されても，の順序性を念頭に置いて

ことを知り，規則意識をさらに深め，公共生

は，中国の動きは理解し難い。中国では，全国代

活の規則を遵守する。契約と契約行使を初歩

表大会などの政治展開が，直裁に子どもの前に現

的に理解し，誠実に約束を履行することや友

れる。課程標準（2011 年版）はいずれ改定され

好的であることの価値と意義を理解する。

るはずだと思うけれども。
青少年法治教育大綱の内容を見ると，国家に関
すること，法に関することのほかに安全，自然・

４．消費者権益保護・道路交通・環境保護・消
防安全・禁止薬物・食品安全などに関する常
用法律の基本規則を初歩的に理解する。

環境保護，司法制度，国際組織も入っている。中

５．未成年者が理解でき，よく見られる違法行

国道徳教科書の内容を指示する青少年法治教育大

為や犯罪行為及びその危害と負うべき法的責

綱の小学校ならびに中学校段階の教学内容を以下

任を初歩的に認識する。

に記す：
小学校低学年（1－2 学年）では，
１．国家の象徴および標章を知る。
２．国家・国籍・公民の概念を初歩的に形成し，
家族関係における法律認識の初歩を形成する。
３．規則意識の初歩を形成し，規則の遵守，公
正な競争，規則の公平の意義と必要を初歩的
に理解する。
４．法の前にすべての人が平等であるという理
念を初歩的に形成する。

６．司法制度を初歩的に理解し，裁判所・検察
庁・弁護士の機能と役割を理解する。
７．わが国が加入する重要な国際組織と国際条
約を知る。
青少年法治教育大綱の中学校段階（7 年生）か
らの教学内容を記す。
中学校（７－９学年）では，
1. 憲法教育をより深化させる。国家の基本制度
を了解し，国家アイデンティティを強化する。
政府が法に則って行政を行う基本原則を初歩

５．消防安全に関する知識，基本的な交通規則

的に了解し，重要国家機構の職権を了解する。

を理解し，利用可能な公共サービスの電話を

国家が人権を尊重し保障する意義を認知する。

知る。

公民の基本権利と義務に対する認知を深める。

６．自然を初歩的に理解し，動植物を大切にし，

2. 民事法律活動の基本原則を了解する。契約と

資源節約・環境保護のためにできる限りのこ

違約責任を了解し，誠実に約束を守る意識と

とをする。

契約精神を樹立する。物権の概念を初歩的に

小学校中高学年（3－6 学年）では，
１．憲法の法的地位と権威の初歩的な認識を形

了解し，知的財産権に対する認識を深め，知
的財産権を保護する意義を理解する。民事侵

成する。人民代表大会制度を理解し，主要な

権行為に関する法律規範と基本原則を了解し，

国家機関，国家主権と領土を初歩的に分かり，

学生生活の実践に関係する民事侵権行為（校

国防の意義を認識し，民族団結の意識を強化

内傷害事故等）を認識する。労働権利やその

する。

保障原則および教育や社会保険など関係する

２．公民の基本権利と義務を初歩的に理解し，
重要な民法上の権利の概要を知り，法律が未

方面の法律規定を了解する。
3. 政府運営の法治原則を初歩的に了解し，治安
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や道路交通，消防，環境保護，国家安全，公

年が，個人の成長と社会生活に参加するために必

共衛生，教育，税収などの公共事務の法律原

要な法律の常識，制度，明晰な行動規則を理解し，

則を了解し，法に則り社会公共事務に参与す

法を尊び，法を守ることを自覚し，行為習慣を規

る意識を初歩的に形成する。

範化し，法治概念を培い，法に則るよう自身の行

4. 社会生活においてよく見られる違法行為に対

為を規範化し，是非を分別し，法律を運用する方

する認知を深め，法律責任意識を強化し，遵

法で自己の権益を守り，法律を手段として国家や

法観念を強固にする。犯罪行為の特徴や刑罰

社会背活に参加する意識と能力を増強し，法治理

の種類を了解し，校内暴力など青少年によく

念を実践し，法治信仰を樹立し，法治実践に参加

見られる違法犯罪行為に対する防犯意識や対

し，社会主義法治の道の価値および制度に対する

応能力を構築し，法律で定められた罪状と刑

認識と同意を形成し，社会主義法治の忠実な崇拝

罰や無罪推定等の原則，正当防衛，緊急避難

者，自覚的遵守者，堅固な防衛者となるように導

等の概念を初歩的に認知する。

く。

5. 我が国の司法制度の基本原則を初歩的に了解

法治教育と道徳教育の結合を総合過程として推

し，司法を尊重する意識を構築する。手続的

進する『道徳と法治』教科書の意図は，中国共産

正義（procedural justice）が実際の法治に及

党中央委員会宣伝部による第 7 次 5 カ年計画なら

ぼす作用を初歩的に理解し，法に則って紛争

びに青少年法治教育大綱に明らかであろう。しか

を処理し，理性的に権利を守る意識を構築す

し法治教育のこれらの要求がそのまま道徳教科書

る。

に書かれるわけではない。道徳教科書として従前
からの流れがあり，自然，歴史，地理ならびに社

中国共産党中央委員会宣伝部は教科書審査に深
く関わるが，司法部とともに 2016 年 4 月に「公

会主義の核心的価値観を含めて総合過程として編
集する必要がある。

民に法制宣伝教育を展開することに関する第 7 次
5 カ年計画」（2016 年－2020 年）の主要任務２項
目目の 7 番目として「法治教育と道徳教育の結合
を推進する」を掲げ，次のように説明する：社会
主義の核心的価値観を大いに高揚し，中華伝統美
徳を高揚し，社会公徳，職業道徳，家庭美徳，個

I-4．夢の集約と英雄烈士描写
中国共産党中央委員会宣伝部ならびに司法部に
よる青少年法治教育大綱に加えて，夢の強調と英
雄烈士の 2 つを，中国の道徳教育を動かす要素と
して取り上げておきたい。

人品徳を培い，全民族の思想道徳水準を引き上げ，

I-4-(1)．夢の強調
社会的文化的環境を創造する。規範意識を強化し，
習近平は，夢という用語で国家目標を語り，こ
契約精神を提唱し，公序良俗を高揚し，法に定め
れを個人の夢と結びつける論理で語る。すなわち，
る義務，社会における責任，家庭における責任を
2012 年 11 月に「中華民族の偉大な復興の実現と
自覚的に履行するよう人々を導く。
いう中国の夢」を打ち出し，各界の優れた青年代
先述の青少年法治教育大綱は，この第 7 次 5 カ
表との座談会において「中国の夢は，国家の夢で
年計画 3 項目目の「対象と要求」に制定する旨が
あり，民族の夢であり，中国人一人ひとりの夢で
書かれ，2016 年 6 月に公布された。青少年法治教
もある」20 と語る。背景にはそもそも，「中華の
育大綱は，法治の考えを道徳教育と結びつける趣
振興」が 1894 年に 孫中山（孫文）が初めて使
旨について，目標の項目で全体目標として次のよ
ったスローガン 21 で，1980 年代の中国で最もポ
うに書く：社会主義の核心的価値観を指針とし，
ピュラーな政治スローガンとなり，周恩来が使っ
法治知識を普及し，法を守る意識を養成し，青少
た経緯がある。その後，江沢民が「振興」に代わ
全面的に法によって国を治めるための良好な人的
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って「復興」を使い，新たなキャッチフレーズ

トップの語りが，すぐに子どもの前に教育として

「中華民族の偉大なる復興」を語り 22，胡錦濤は

現れる。

「中華民族の偉大なる復興」は共産党の歴史的使

2017 年 10 月 24 日には中国共産党第 19 回全国

命であると言い，政治報告で「改革と開放は中華

代表大会において，「中国共産党第 19 回全国代

民族復興の唯一の道」として「教育が民族復興の

表大会の『中国共産党規約(改正案)』に関する決

礎石」 23

議」がおこなわれ，採択された日から発効した。

としている。習近平はこれらを受けて

「中華民族の偉大な復興の実現という中国の夢」

その内容を新華社は日本語で伝えた 28。その中で，

と言い，「中国の夢は，国家の夢であり，民族の

夢，の文言は「偉大な夢」「中国の夢」の形で 4

夢であり，中国人一人ひとりの夢でもある」と，

回登場する。最初は「習近平新時代の中国の特色

中国の夢，国家の夢，民族の夢，個人の夢とたた

ある社会主義思想の指導の下，中国共産党は全国

みかけ，教育に網をかけようとしていると理解で

各民族人民を導き，偉大な闘争，偉大な工程，偉

きる。

大な事業，偉大な夢について統合的に計画し」と

道徳教科書としては，北京市の教育科学出版社

最初のパラグラフで登場し，「大会は，中華民族

版が 2004 年『品徳と社会』5 年下 61-65 頁です

の偉大なる復興の実現は近代以来中華民族の最も

でに，＜中華を振興する私たちの責任＞として，

偉大な夢であり，我々の党が人民に，歴史に行っ

子どもの論議として以下のように叙述している：

た荘厳な承諾であると認識している。大会は，党

「帝国主義列強はなぜあえて私たちの国土で勝手

の規約で，「二つの百年」を達成するという奮闘

気ままなふるまいを行ったのでしょうか？あなた

目標，中華民族の偉大な復興である中国夢（ママ

が知っている原因を話してみましょう」，「清政

－引用者注）を実現するという壮大な目標を党の

府の腐敗と無能が原因だよ」「私たちの国がとて

規約で明確することを承諾した」と 2 回，夢の文

も立ち遅れていたからだよ」，「中華民族百年の

言を中華民族の偉大な復興として語り，決議の最

屈辱の歴史は，私たちに，立ち遅れれば打たれる

後に「小康社会の全面的完成の決戦に勝利し，新

と告げます。過去を回顧することは，更によく現

時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利をか

在を理解し，未来を切り開くことなのです。国の

ち取り，中華民族の偉大な復興という中国の夢を

恥辱を忘れず，中華を振興することは，歴史の重

実現し，人民大衆の素晴らしい暮らしへのあこが

い責任であり，革命に殉じた人々の遺志であり，

れを実現するために引き続き奮闘していこう！」

私たちの責任なのです。今日，私たちが努力しな

と呼びかける。この流れを見ると，中国の夢とは

ければならないことは，中華民族の偉大な復興の

中華民族の偉大な復興であると，中国共産党規約

ために勉強することなのです！」と記述し，周恩

によって端的に規定される。中国人一人ひとりの

来の少年時代の言葉「中華の振興のために勉強す

夢，子どもの夢は，中国共産党によって，中華民

る」24

族の偉大な復興に資するところに集約され，中国

を掲げる。中国道徳教科書はこのようにし

て，中国共産党執行部の掲げる「二つの百年奮闘
目標」である「偉大なる復興」を実現するために，

国定教科書はその線に従って構成される。
中国国定教科書最終学年の 9 年級上の最後の単

アヘン戦争以来の歴史を教え，子どもに「私は中

元は，調和と夢，と題され，最後の課第八課のタ

国人」との自覚と責任を求め，国家と個人（子ど

イトルが，中国人 中国の夢，である。この課の

も）を一体化してアイデンティティを涵養しよう

始まりに中国がその夢へと歩む自信が現れてい

とする

25。そして習近平が「夢」の用語を使う 26

る：小康社会（ゆとりある社会）を作り上げると

と，2015 年に筆者が遼寧省の私立学校を訪問し

いう夢は間もなく現実になる。民族復興の夢は今

た際にはこの言葉を引いて，『私の夢（我的夢）』

まさに現実になろうとしている。夢への追求とい

と題する学校紹介が作られていた

う道を，栄えた国という輝かしい未来への道を，

27。中国共産党
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中国人は自信を持って歩んでいる。「赤橙黄緑青

3. 英雄烈士の事績や精神の広報と教育を強化す

藍紫，あの虹色のリボンを持って空を舞っている

る。4. 英雄烈士の補償優待制度を実施する。5.

のは誰だろう？」自信を持つ中国人は国に対する

行政や民事，刑事面で，英雄烈士の姓名や肖像，

アイデンティティを，文化に対する意欲を，発展

名誉，栄誉の保護を強化し，英雄烈士の名誉や栄

に対する確信を抱いている。そうすれば必ず民族

誉の侵害に対する公益訴訟制度を打ち立てた。そ

復興の歴史の重責を担えるであろう。中国の若者

の上で岳仲明が，北京青年報記者の質問に次のよ

は輝かしく，自信に満ち溢れ，共に励み，祖国と

うに答えたと報道する。岳仲明：英雄烈士保護法

共に成長するのである 。

は，英雄烈士を全面的に保護する法律制度施策を

29

夢の文言による個人の国家への集約の枠組みが，

規定したもので，近代以来，無数の英雄烈士が，

15 歳の時期の道徳教科書に体系的に描かれるの

民族の独立と人民の幸福を勝ち取るために，国家

を見ることができる。多くの若者が，中国のこう

の繁栄不況を実現するために，如何なる困難にも

した国家建設の夢に参画することを喜びとすると

くじけず勇往邁進した。彼らの犠牲や貢献がなけ

思われる。それは総合課程化され，体系的に一本

れば新中国はなく，今日の幸福な生活はない。そ

化された中国道徳教育の力強さである。

のため，英雄烈士保護法は，国家と人民が，中華
民族と中国人民の為に犠牲となり貢献した全ての

I-4-(2)．英雄烈士
第 13 期全国人民代表大会常務委員会第 2 回会
議表決において，英雄烈士保護法が通過した。こ
の法は，2018 年 5 月 1 日から施行された 30。
全国人民代表大会常務委員会法工委立法规划室
主任岳仲明は，全国人民代表大会常任委員会弁公
庁の記者発表会上で，以下のように指摘してい
る：現在若者の中に記念すべき場所で第二次世界
大戦中の日本軍の軍服を着て写真をとり，インタ
ーネット上で発表し，侵略戦争や侵略行為を美化
して宣伝する者がいる。これらの行為は公安機関
で法に則って処理することが必要であり，良好な
社会的効果も得られる。英雄烈士保護法は英雄烈
士の保護と結びつけ，さらに一歩すすめて関連す
る法律責任を明確にするため，成文化した 31。
報道として中国評論新聞網社は 2018 年 4 月 28
日に次のように伝えた：英雄烈士保護法の制定は，
国家と人民が，中華民族と中国人民の為に犠牲と
なり貢献した全ての英雄烈士を，永遠に銘記する
ことを改めて公示し，英雄烈士を保護するという
価値を鮮明に導くことを表明するものである。本
法が規定する英雄烈士保護の制度と施策は，主に
5 点挙げられる。1. 英雄烈士を記念し追悼する。
2. 人民英雄記念碑の法的地位を確立し，英雄烈
士記念施設の保護と管理制度を打ち立て整備する。

英雄烈士を，永遠に銘記することを改めて公示し，
英雄烈士を保護するという価値に鮮明に導くこと
を表明するものである。この法律は，現行の法律
や行政法規の一部規定を総合したもので，国家が
英雄烈士を称賛，記念，広報し，英雄烈士を保護
し，社会の公共利益を守ることを全面的に強化し，
英雄烈士の精神を大いに発揚し，社会主義核心価
値観を培い実践し，中華民族の偉大なる復興とい
う中国の夢を実現する強大な精神力を奮い立たせ
ることを中心とする 32。英雄烈士において，教育
の強化ならびに中国の夢が結びついている。
道徳教育を総合課程として教える際，事実を並
べながら叙述されるアヘン戦争から抗日戦争と続
いた屈辱の歴史から，中国が中国共産党の指導者
のもとで滅亡から救われた，その過程に尽くした
英雄烈士を称揚することは当然であり，彼らによ
って今日の中国の小康（少しゆとりのある）状態
に至っていると語る物語は揺るぎない。英雄烈士
への批判的態度は，その物語を揺るがす。英雄烈
士について語る岳仲明の記者会見の最後を，中華
民族の偉大なる復興という中国の夢に引きつける
点は，子どもを中国の夢の実現の歴史へと招請す
る意図を感じる。記者会見最後の文言は，習近平
が 2012 年 11 月 29 日に語った「中国共産党創立
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百周年を迎えるまでの小康社会を全面的に築き上

任の教員を置かず，教科書をつくらず，児童生徒

げるという目標と，新中国成立百周年を迎えるま

の数値評価をおこなわなかった時期を経て，2018

でに富強・民主・文明・調和の社会主義現代化国

年小学校および 2019 年中学校において検定済み

家を築き上げるという目標を必ず達成することが

教科書使用へと変遷したが，教科書だけが検定さ

でき，中華民族の偉大な復興という夢は必ず実現

れ，教員養成を含めて他の 2 つは控え目な特徴を

できるということを，私は固く信じている」33

に

引き継いでいる。道徳教育の控えめさがしかし，

結びついている。こうして中国における道徳教育

教育全体へのつながりと子どもの自由な空間を保

は，夢を吸引力にした個人の国家への統合

証しているならば，むしろ意味がある。

（integration）のレトリックをもち，中華民族の

３．日本の道徳授業は，扱う諸価値の結節点をも

夢に向けた総合課程として紡ぐ物語を背骨にして

たない。ただ，1958 年の学習指導要領は，生命

いると読み取れる。

尊重を結節点に置いたように理解できる。すなわ

とはいえ，2012 年 1 月に出された課程標準

ち，生命尊重をすべての価値の第 1 に置いたこと

（2011 年版）は改訂されておらず，中国国内に

により，生命尊重を筆頭として教える意味づけが

複数の課程標準がある状況は変わらず，多様な教

あったと理解できる。それは当時の状況から必要

科書と複数の課程標準が認められてきた流れが，

だっただろう。日本教職員組合 34 が「教え子を再

上有政策下有对策の成句がある中国において一挙

び戦場に送るな」と掲げて道徳の時間の特設に反

に統合されるのか，お上の政策が地方下部でその

対し，日本教育学会も特設道徳を批判し，第二次

まま実施される日本と同じ思考を中国に当てはめ

大戦後に道徳を包摂して成立した社会科も例えば

ることは留保したい。教科書は国定のものが使わ

上田薫が 1958 年の道徳を徳目主義だと批判

れても，副教材など多くの道徳資料があり，地方

た時代には，教育勅語の「一旦緩急アレハ･･･皇

の授業研究組織があるなかでの中国道徳教育の実

運ヲ扶翼スヘシ」，そのために各人の生命尊重を

情がどうなるか注目が必要である。

言わなかった明治から第二次世界大戦中までとは，

35

し

特設した道徳は異なるのだ，特設する道徳は生命

II. 中国道徳教科書の生命尊重
日本の道徳教育には，４つの特徴がある。
１．日本の道徳授業は，価値を並べて小話で教え
る values education を学年毎に繰り返す。これは，
教育勅語（1890 年）時代からの形を引き継いで
いる。すると各価値は，各学年で反復され，成長
に従ってきめ細かく授業を組む体系性がある反面，
毎回単発に終わる軽さがある。軽くても道徳教育
の目的となる価値を統合する結節点が明らかであ
れば，例えば子どもの自己肯定感の成長に焦点化
して各学級の場に合わせて組むのであれば，力強
さが生まれる。
２．日本の道徳授業は控えめである。第二次世界
大戦後すぐ連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）
により修身の教科が廃止され，社会科に道徳の要
素が組み込まれた時からすると，1958 年に道徳
の時間が特設されて復活したとはいえ，道徳科専

を尊重する，生徒を戦場に送る意図はない，と示
す意味をもった。その後しかし生命尊重は ABCD
に価値を分けたなかの D の(1)に動かされ，児童
生徒の生き方在り方を語り始めた時期から，より
明確には教科化において「よりよく生きる喜び」
を小学校高学年に入れた時期から，つまり価値で
はない要素を教えるように繰り込んだ 2018 年か
ら，価値の結節点を児童生徒個人の生き方に置く
姿勢を示したと理解できる。その際どのような生
き方が妥当かを言わないまま，よりよく，と誰が
判断するのか言わないまま，出版社に丸投げして
検定する方式にしている。諸価値を児童生徒に統
合するとも言わないまま，行政上の統制を強めて，
子どものいる場に道徳教育を委ねることなく，行
政上の表現を微妙に揺らしながら values education
の手綱を握り続けている。
4．出版社は，日本という資本主義社会で，売れ
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ることを主眼に道徳教科書をつくる。8 社ほどの

に子どもを育てる構成である。子どもの思考がそ

出版社にとって教科書づくりの柱は，文部科学省

の枠組みから出るのは困難であろう。批判的思考，

の検定に合格すること，および，売れること，の

事実の洗い出し，生活感覚とのずれなどを体系的

2 点である。各教科書会社が，どの教員も読めば

に総合して，いわゆる夢を放棄するほか，枠組み

わかる水準の小話をちょっといいね風の 1 回読み

の外に出るのは難しい気がする。それは，イデオ

切りの小話にしつらえ，労少なく毎週扱えるよう

ロギーや宗教の枠組みを相対化する個人の努力に

に編成する。こうして出来上がる教科書のばらば

匹敵する。

ら感，「答はないのだよ」との子どもへの教育現

だからといって中国の道徳教科書が教条的な教

場の語り口は，多様な価値の受け取りを保証して

え込みするわけではない。中国の国定教科書『道

いるとも言える。実際，教科書の小話の多様な解

徳と法治』第 1 学年上，人民教育出版 36 は，第一

釈が授業研究であり，あるいは道徳論文であり得

単元が「私は小学生」，第二単元「学校は本当に

る。しかし道徳教科書の作る世界は，ばらばらな

楽しい」，第三単元「家の中の安全と健康」，第

小商品を並べて，子どもの実情に合わせて一品ず

四単元「天気は寒いけれど暖かさがある」と構成

つ選んで学校･学級の道徳教育課程を構成するの

される。子どもが家から学校に行く場面（2 頁）

ではなく，一括で 6 年分を買い取らせた上で，使

から始まり，新しい教科書をもらい，友だちと手

用義務があると授業者に言う不思議な世界になっ

を取り合い，遊び，学ぶ学校の楽しさを伝える。

ている。商品選択の自由と多様な思考があるよう

そこにはしかし，単元のタイトルから日本で思い

に見えて，右へならいの思考に枠づけられている。

浮かぶであろう価値の記述に加えて，結節点への
布石が見える。1 つは，青少年法治教育大綱に沿

中国の道徳教育は，values education の形を抜

うように，第一単元からさりげない形で，３頁，

け出して，

４頁，10 頁，11 頁と 17 頁，19 頁と国旗を示し，

1. 総合課程として教える。そのため価値の扱い

第 2 単元に入り 21 頁で，英雄烈士である雷鋒（雷

として，単元にまとめる編成を採る。単元として

正興）であろう像が赤い国旗に囲まれた横で，子

児童生徒の活動を促しながら重厚に記述する。生

ども 3 人が「私たちは共産主義の継承者」と歌う

命尊重に関する単元は，小学校 1 年生の安全に関

図が示され，26 頁で国旗掲揚ならびに国旗を 4 人

する部分，ならびに第 7 学年（6･3･3 制で中学校

で持っての行進，そして中華人民共和国国家の楽

1 年生）教科書上冊の第 4 単元「生命を考える」

譜ならびに標章が示される。9 月から始まる新学

に集中している。

期から教え始めて，26 頁目が， 10 月 1 日の国慶

2. 16 種類ほどの道徳教科書を許容した時代から，

節に至るのだろう。すると，1 ヶ月ほどで小学校

国定教科書一本に絞って道徳教育を進める体制を

1 年生が道徳教科書 26 頁を学ぶ計算になる。つま

構築しつつある。道徳専任の教員がおり，道徳の

り国慶節までに小学校 1 年生は，国旗，雷鋒，国

教科の評価があり，筆記試験があり，大学入試で

家の表象および国歌を知ると想定される。2 つに

も試験する。

は，学びの意味がさりげなく示される。3 および

3. 教科書はさまざまな語りを取り入れるが，結

4 頁に教室に掲げられた「よく勉強して，日々向

節点は，国家あるいは中国共産党，今日の言い方

上しよう」のスローガン，10 頁には「一所懸命

では中華民族の復興の実現という中国の夢であり，

学び，誠実に約束を守る」と掲げる。最後の単元

ここに向けて単元を組みあげる体系性がある。

は，冬だけれども春節（旧正月）の喜びを描いて，

４．中国の道徳教科書は，9 年間を見通して組ま

上冊を終える。小学校 1 年生を学校の道徳教育に

れ，歴史，地理，政治，法治を含んで総合単元的

招き入れて共産党の流れにつなぐ，よく考えられ

であり，中国共産党による世界観によって体系的

た構成である。
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生命尊重に関わる要素を『道徳と法治』一年級

どのようなつながりがあるでしょうか？

上冊に見ると，安全に関して，第一単元 14-19 頁

私たちは，生活の中で志を立て，それを堅持

「通学路上」で横断歩道，橋，踏切，工事現場な

し，責任を果たし，貢献します。体験し探索

どの安全を，絵と短い言葉で語り，道路に飛び出

し創造し，自分の行動を通して素晴らしい答

さない，集団登校中はしゃがない，上級生との登

えをみつけていきましょう。

校，校門で保護者が子どもの下校を待つようす，

日本の道徳教育と異なるのは，中国では行為を

信号を守る，などが示される。家の中の安全と健

要求する点である。日本のように態度までで，行

康が語られるのは，第三単元，36 頁から 51 頁と

為の手前で，寸止めはしない。生命を考える単元

厚みがある。36 頁になると，「今日私は学校

全体は以下のように構成される。

で･･･」と目隠しや縄跳びなど学校での遊びを母
に語り，家での遊びについて「私は家で･･･して
遊ぶのが好きです」と教室で話すように促し，し
かし 37 頁で「こんなにして楽しいですか」と，
ライターに火をつける，大声で話す，テレビの見

『道徳と法治』７年級上冊

第四単元 生命を

考える
第八課 生命を尋ねる
生命は永遠に続くか

すぎ，宿題わすれ，をたしなめる。38，39 頁と

〈生命には限りがある〉

段ボール箱や木の葉を使って遊び，おもちゃの交

〈生命を受け継ぐ〉

流会を紹介し，40 頁で「考えて，気をつけて，

生命を畏敬する

食べることが大事」と手洗いやマナーを語り，野

〈生命は至上である〉

菜，穀物，肉魚果物など食物の大切さとともに，

〈喜びと悲しみを共にする〉

ジャガイモが「私は芽が出たから食べられない」
と語るなど家庭科の要素を取り込んで，身の回り

第九課 生命を重んじる
生命を守る

の安全を語り，最後に 50，51 頁で「早く寝て，

〈身体を大事にする〉

時間通りに起きる」と題して，「私は一人で寝る

〈精神を養い守る〉

ことができます」と就寝する絵で終わる。最後の

生命の強靱さを増強する

単元は，家庭の温かさ，春節の楽しさにあふれて

〈生活に挫折はつきもの〉

終わる構成である。

〈生命力を発掘する〉

単元としての生命尊重は，『道徳と法治』７年
級上冊第四単元，生命を考える（生命的思考），
にまとまっている

37。他の単元が２つの課で構成

されることが多いのに対して，生命を考える単元
は，3 つの課にわたって以下のように構成され，

第十課 生命の花を咲かせる
生命の意義を感じとる
〈生命を追求する〉
〈私の生命に気づく〉
精彩ある生命を生きる

87 頁から 120 頁の 34 頁に及ぶ。日本でい言うと，

〈貧しさと豊かさ〉

中学校 1 年の前期の最後に学ぶ項目になる。生命

〈冷淡と親切〉

を考える単元の扉には，次のように書かれる。

〈平凡と偉大〉

あなたは，生命について考えたことがありま
すか？
生命は，どこから来て，どこへ行くのでしょ
うか？
生命の意義はどこにあるのでしょう？

中国の国定教科書は，生徒が考え行動するため
の工夫を懲らしてコラムを多用する。絵と生徒の
語る短いフレーズによって，「経験から考える」
「経験を応用する」ように促す，せいぜい 10 行

個人の生命と他の人の生命，人類の命運には， ほどの文章をもとにした協同での話し合い「探求
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と分かち合い」，関連を示して調べさせる「リン

並べて登場人物が体系化されない欠点，登場人物

ク」，「方法と技能」を列挙しながら最後は書き

が子どもにとって，これ誰？から始まる欠点，そ

込ませる表，「発展空間」として書き込ませ，考

れは多様な選択に任されている自由の表現でもあ

えさせ，インタビューさせるコラムなどで構成さ

るが，その欠点が，中国国定道徳教科書において

れる。教員は，生徒の学びの組織者になるように，

は英雄烈士を国家の価値体系によって整理し登場

教科書が構成されている。

させることによって克服される，あるいはどのよ

英雄烈士として，小学校 1 年生で示唆した雷鋒

うな一生に価値があるかの価値観が限定され，示

が，7 学年の生命を考える単元に登場する。第十

される。2 つめは，2016 年夏からの変更によって，

課 生命の花を開かせる，生命の意義を感じとる，

自分で働いて生活していた，との点が加わり，ま

に登場する。人民解放軍兵士で 22 歳にして亡く

た，2016 年夏の印刷では「個人の理想を人類共

なった雷鋒がトラックとともに映っている写真と

通の必要の上に打ち立てる，このような一生は価

日記を示した後，以下の説明を 2018 年 7 月印刷

値があります」となっていた部分に，「国家の発

の『道徳と法治』７年級上冊のようにおこなう。

展や民族の復興」の文言が入った。もう一カ所，

2018 年印刷版は，表紙にある 2016 年教育部検定

2018 年夏印刷で内容の変更がなされた箇所があ

の印は変わらないまま，説明が 2016 年 8 月印刷

る。それは，2016 年夏印刷 104 頁「中国人とし

のものから次のように修正されている，修正部分

て，私たち一人ひとりの精神文化には，民族文化

に下線を引いた：どのような一生が生きる価値が

の血が流れており，優秀な伝統文化の滋養を受け

ありますか？自分の人生を生き，自分で働いて生

継いでいる」との表現が 2018 年夏印刷 104 頁で

活し，自分の価値を実現する，このような一生は

は「中国人として，私たち一人ひとりの精神文化

価値があります。他の人が必要としたとき，自分

には，中華民族文化の血が流れており，優秀な伝

の思いやりの気持ちを差し出し，その事の大小に

統文化の滋養を受け継いでいる」へと変更された。

かかわらず自分の責任を果たす，このような一生

中国は 56 の民族からなる多民族国家であり，し

は価値があります。個人の理想を国家の発展や民

かし漢民族がおよそ 9 割を占め，残り 55 民族が

族の復興，人類運命共同体と結びつけることがで

少数民族とされるが，「民族文化」の文言が各民

きること，このような一生は価値があります。修

族の文化だと受け取られることを避けて「中華」

正は，先に説明した 2017 年 10 月の「中国共産党

の文化であると釘をさす変更だと受け取れる。こ

第 19 回全国代表大会の『中国共産党規約（改正

の間 2017 年 10 月の中国共産党第十九回全国代表

案）』に関する決議」の文言に沿っている。

大会を機に「習近平による新時代の中国の特色あ

この記述は３つの点で注目に値する。

る社会主義思想」が党規約に記され，これを学ぶ

１つは，小学校 1 年生で布石の打たれた英雄烈士

運動が広がり，また党規約に，習近平が唱道した，

が登場する。

中国の夢や人類運命共同体の文言が盛り込まれ，

２つには，兵士の死が，生命の花を開かせる，と

そして道徳教科書に盛り込まれている。中国国定

題した課の，生命の意義を感じとる，部分に登場

道徳教科書の文言は，学習指導要領にあたる文書

する。

などの変更を経ずに，中国共産党全国代表大会を

3 つには，2016 年印刷の記述から 2018 年印刷に

経た党規約を反映したと理解される。中国共産党

かけて，記述の意図が鮮明になる変更がおこなわ

規約の修正がすぐに学習の場に反映される感覚は，

れた。

中国では当然のことと理解される。

1 つめは，道徳を国定教科書 1 冊の使用に絞る

これらは，日本流に言うと，在り方生き方，よ

ことによって可能となる教えの体系的組み立てで

りよく生きる喜びについて語っていることになる。

ある。日本の各価値が各学年にばらばらな小話を

その示す生き方は，中国においては個人の夢を国
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家の発展や中華民族の復興に結びつけることだと

した。他郷で働いていたお父さんが帰っ

明確である。

てきて輸血してくれたので，やっとのこ

日本が新しいとして検定教科書に導入した，考

とで生命を救われました。三回目，私は

え議論する道徳授業は，すでに中国の教科書に多

ご飯を食べていた時，不注意に魚の骨が

用されている。生徒による学びを構成する問いか

のどに刺さりました。伯母さんが骨を取

け「探求と分かち合い」は，中国国定道徳教科書

り除く方法を考えだしてくれたので救わ

『道徳と法治』7 年上において，次のように展開

れました。四回目，私は歩いているとき

する。長いが引用を連ねる。第四単元各課のなか

危うく深い穴に落ちそうになりました。

のタイトルの後，〈 〉は，探求と分かち合いが

幸いお母さんが私をぎゅっとつかんでく

登場する場のタイトル，その後に教科書のページ

れたので，落ちずにすみました。」

を示す。挿絵は省略。「探求と分かち合い」の後
には，3 行から 5 行程度で，答にあたる考え方を

✧「抗日戦争の時，私の曾祖母が負傷兵を

背負っていると，身に着けていた水筒に

書き込んであり，生徒と教員のオープンエンドの

銃弾が撃ち込まれ，水が流れ落ちました。

話し合いに任せてはいない，その意味で答えを隠

もし銃弾がずれて曾祖母に命中していた

してはいない。とはいえ，問いに重きをおいて話

ら，私の曽祖父はいません。私のお父さ

し合いを促す構成になっている。話し合いの形態

んすらいないわけで，もはや私なんて存

は，一斉授業形式でも使える，しかし協同の学び

在しないことになります。」（挿絵とし

の形式を前提すると思われる。

て，若き兵士を助けて水筒を腰に，銃弾

その記述の順序が，生命尊重の構成として，生

のなかを逃れる女性兵士が描かれる。）

命に限りがあると死を含む語りを最初に掲げ，精

＊二人の女子は，話の中で何か共通する感

神の健全さを生命尊重に入れ，挫折にどう対応す
るかを経て，個人だけでなく社会における生き方，

慨を表現していますか？
＊彼女たちの話は，自分の生命に対してあ

ひいては人類へとつなぐ構成は，傾聴に値する。

なたにどのような新しい認識をもたらし

各箇所で使われる，日本流でいうと考え議論する

てくれましたか？

道徳，中国国定教科書の探求と分かち合い，を軸

この部分の後，教科書がどう解説するか，抗日

に，また授業でどう扱うかを見るために教師教学

戦争となると日本では気になるだろうから記す。

用図書を参照しながら，見ていく。

この部分の記述は，中国の道徳教育が示す歴史認
識からすると屈辱の歴史を想起させるが，直接に

第八課 生命を尋ねる
生命は永遠に続くか（89 頁）
〈生命には限りがある〉（89 頁）
〇探究と分かち合い
ある日，二人の女子が生命について感
じたことを話しはじめました。

✧「私は四回『受難』を経験したことがあ

ります。一回目，私は生まれた時，体重

日本批判を展開していない。教科書の 89 頁に意
味が解説される：
生命は容易に生まれるものではありません。
地球上では，多種多様な生命が競い合いなが
ら自らの活力を示しており，生命は大自然の
奇跡なのです。一人ひとりの生命も，数限り
ない偶然のなかで生まれたものであり，幸運
のたまものなのです。

がとても軽くて，家族はみな私が生きら
れないだろうと思いました。しかし，お

〇探究と分かち合い（91 頁）

祖母さんが私を育ててくれました。二回

あの年，医者が父に，重病の祖母の余

目，私は幼い時，厄介な病気にかかりま

命があと半年しかないと告げるのを聞き

中華人民共和国の国定道徳教科書における生命尊重
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ました。この時，私は初めて身近に死に

自然法則を学生に理解させ，死と向き合って生

触れました。夜中静まり返った時，私は

き，予知不能な生命に悠然と向き合い，生命を

よく考えます。人はなぜ死ぬのだろう？

熱愛できるように導く。

人は死んだらどこかに行くのか，それと
も本当に存在しなくなるのか？答えは見
つかりません。もし死んだら，二度とア
ニメを見られなくなるし，アイスクリー
ムも食べられなくなるし，仲間とも遊べ
なくなるし，願いすら持てなくなると思
うと，本当に恐ろしくなります！私は，
もし誰もが最後には死んでしまうのであ
れば，なぜ私たちは生きるのだろうと困
惑せずにはいられません。

教学案：
１． グループに分かれて討論する。（以
下略―著者注）
２． 協力して探求する。（以下略―著者
注）
３． 教育ディベートをおこなう。（以下
略―著者注）
注意事項：
１．授業の前に，学生に孔子が言った「未
だ生を知らず，焉くんぞ死を知らん」の

私は書籍の中に答えを探し，少しずつ

思想の内包する意味や哲学者ハイデッガ

わかってきました。死は，年月の有限，

ー（Heidegger）の「死への存在」とい

予測できない終わりを意味し，人を不安

う哲学思想の智恵を調べ，理解させる。

や恐怖，ひいては絶望を感じさせます。

２．“探究と分かち合い”活動は，学生が親

しかし，死という角度から現在の生命を

族の死去の場面と結びつけ，心を痛める

見つめ直すと，当たり前のものや何でも

可能性がある。教師は学生の思いを充分

ないことが大切な素晴らしいものに変わ

に理解し，積極的に導き，教室の雰囲気

ってきたのです。その時から，私は毎日

をうまく調整するように注意を払う。

生命と真剣に向き合うようになり，日々

中国の教師用教学書は，教室の雰囲気に注意す

は豊かで充実した有意義なものに変わっ

るように促しながら，生命を愛するように導き，

たのです。

哲学思考，自然法則，生命に向き合うことを要請

＊一人ひとりの最後は，みな死です。で

する。生命尊重といいながら死を避ける日本の教

は，どうして私たちは生きるのでしょ

員には驚きだろう。授業方法としても，グループ

うか？あなたの答えは何ですか？

討論，協同による調査探求，教育ディベート，が

＊孔子は言いました「未だ生を知らず，

示唆され，教え込む道徳からの脱却が意図される。

焉くんぞ死を知らん」と。あなたはこ
れに賛成ですか？その理由を話してみ
ましょう。
中国国定道徳教科書において死を生命尊重の最
初に掲げる構成の意図を，教師教学用書は 170 頁
で次のように示し，学習案指導例を示す：
設計意図：ある中学生が初めて死に触れた祖母
の死とそれに対する彼の考えを示し，学生に死
という角度から現在の命を見つめさせ，孔子の
「未だ生を知らず，焉くんぞ死を知らん」とい
う言葉や，ハイデッガー（Heidegger）の「死
への存在」という哲学思考を出し，生命発展の

〈生命を受け継ぐ〉（91 頁）
〇探究と分かち合い
＊あなたの誕生は，家庭に何をもたらし
ましたか？

✧私の家族は，新たな役割を得ました。

祖父母，父母，兄姉……

✧私の姉は，私が生まれてから「昇級」
し，家の中で最も小さい人ではなく
なった，と言いました。

✧私の名前には「賢」の字があります
が，これは家族の中の世代を示しま
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す。祖父は私に，これから我が家に

の価値観に終始する日本の道徳教育にとって注目

も「賢」の世代がきたと言いました。

すべき視野である。

✧私の場合……

この探求と分かち合いについて教師教学用書は
171-172 頁で，「個体の生命が家庭にどんな意義
をもたらすかを学生に全面的に感じ取らせ，個体

生命を畏敬する
〈生命は至上である〉（94 頁）
〇探究と分かち合い

生命が一代一代入れ替わることにより人類生命

2014 年，消息を絶ったマレーシア

（自然生命）が繋がっていく（連続していく）と

航空旅客機 MH370 便を探すために，

いうことを理解させる」と述べる。一つのいのち

26 の国々が飛行機や船，潜水艇，衛

の誕生が，家族の生き方在り方を変えるとの視点

星を含む総額数億アメリカドルに達す

は，日本の生命尊重にとって重要な示唆である。

る国際協力を提供した。捜索に費やさ

日本の生命尊重は，命は一つしかないから大切だ

れる装備の１時間当たりのコストは，

と語るモノトーンの危険に陥っているが，しかし

アメリカペンタゴンの国防専門家が提

このモノトーンは，命が一つしかないのであれば，

供した分析データによると，旅客機失

この命一つを絶てばすべてが消えるとの自死に至

踪後最初の 1 か月の捜索活動で，中国，

る思考，自死を止める力のない思考に傾かせる危

オーストラリア，アメリカ，ベトナム

険がある。その点，中国国定道徳教科書の記述は，

などの国々がインド洋と中国南海海域

世代の入れ替わりが，人類の生命の連続に繋がる

における軍艦や飛行機などのプロジェ

と，人類生存に繋いで個人の生を意義づける。

クトに約 4400 万アメリカドルを投入
している。サルベージ専門家は，実際

〇探究と分かち合い（92 頁）
＊下の状況の中に，どのような生命の
伝承を見てとることができますか？

には政府当局が発表した数字の 3－4
倍が費やされた可能性を指摘している。
＊あなたはこのように巨大な人力と物力，

「私は李子旭と申します。私の故

財力を費やして消息を絶ったマレーシ

郷は大西北で，先祖代々この土地で

ア航空旅客機 MH370 便を探すことに

暮らしています。私は将来科学技術

価値があると考えますか？なぜです

がわかる新農民になりたいと思いま

か？

す。」
「私は現在海外に住んでいますが，

〇探究と分かち合い
1931 年，陶行知は太平洋会議の中

私の周りの多くの華人はみな誇りを

で，外国人が「中国には捨てられるも

もって自分は中国人だと言います。」

のは何もない，あるとすれば人の生命

「私の父はモンゴル族で，母は漢

だけだ！」というのを耳にしました。

族です。」

陶行知は当時の中国の「堆積したごみ

教師教学用書（172 頁）は，個人の生命が科学

の中に破れた布を探し求める老婆はい

技術伝承や文化伝承，民族伝承など多方面の使命

るが，道端で飢え死にかかっている子

伝承に関わっていると説明し，学生に「個体生命

どもに声をかける人はいない」社会状

は自然生命伝承上にあるだけでなく，精神文明の

況を見ていました。同時に，天然痘を

成果の上に伝承が実現していること，個体生命は

発症した幼い我が子の生命を我慢強さ

人類生命の連続のなかで重要な意義があることを

と慈愛をもって救う母親も見ていまし

全面的に感じと」らせるようにと説明する。個人

た。彼は，この偉大な慈愛と冷酷な無
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情がどうして共存しうるのか，この矛

の能力育成として理解できる。道徳におけるケイ

盾した社会をどう解釈すればよいのか，

パビリティは，道徳教育の考えるべき方向である。

困惑を感じました。

中国の国定道徳教科書は，さまざまな考えを並べ

このため，陶行知は注意を喚起する
警告を発しました「中国は，いつにな

て，学生が協同で話し合い，探求する形を，死の
テーマに限らず多用する。

ったら劣悪な状況から解放されるの
か？人命は財産より尊く，人命は機械

〇探究と分かち合い（95 頁）

より尊く，人命は安楽より尊く，人命

一台の公共バスが突然発火し，満員

は名誉より尊く，人命は権力や地位よ

の乗客が車内に閉じ込められました。

り尊く，人命は何よりも尊い，そうな

多くの人々が危険を顧みず進み出て救

った時，中国はやっと立ち上がること

助にあたりましたが，遠くから眺めな

ができる！」と。

がら非難する人もいました。

＊あなたは，陶行知の困惑にどのように

＊自分の身の危険を顧みずに他の人を救

答えますか？

うことは，自分の生命を大切にしないこ

＊陶行知の警告は，私たちに何を告げて

とでしょうか？

いますか？

〈喜びと悲しみを共にする〉（96 頁）

社会状況の課題を取り上げて生命尊重を考える

〇探究と分かち合い（97 頁）

素材は，日本において必要である。特に厚生労働

席を譲る

私はあなたの杖

省の 2017 年人口動態統計（確定数）人口動態統

しゃがむ

付き添いと分かち合い

計年報主要統計表第９表年齢階級別にみた選択死

（それぞれ挿絵で示される）

因分類・性別死亡数が，10 歳代，20 歳代，30 歳

＊上の 4 つの状況をそれぞれどのように

代のいずれの年齢階級においても自死が死亡原因

感じますか？

の第 1 位を占める日本の状況は，学校教育におけ

＊上の異なる状況からどのような共通す

る生命尊重の課題とするべきである。学校教育に

る態度を見て取ることができますか？

おける生命尊重は，10 歳代，20 歳代，30 歳代の
いのちの考えに責任がある。いじめによる自死の

第九課 生命を重んじる（99 頁）

盾となり得る道徳教育のためには，生命尊重に関

生命を守る

わる社会状況を避けてはならない。

〈身体を大事にする〉（100 頁）

社会状況の課題を取り上げて考えさせる，ある

〇探究と分かち合い

いは孔子とハイデッガーを対比して考えさせる，

偉さんはサッカーをするのが好き，サッ

あるいは，事例を挙げて「自分の身の危険を顧み

カーの試合を見るのも好きです。サッカー

ずに他の人を救うことは，自分の生命を大切にし

のワールドカップが開催されている間，彼

ないことでしょうか？」と問う 38 一連の思考の流

はいつもこっそりと夜中に起き出し試合テ

れを導く手法は，道徳における PISA 型の学力形

レビで試合を観戦し，ネット上でサッカー

成を志向していると受け取れる。すなわち，道徳

ファンの友だちとチャットし，朝慌てて学

におけるケイパビリティを，知識，スキル，心理

校に行きます。ある日，体育の授業でジョ

的また社会的リソースを使って複合的な状況での

ギングしていた時，偉さんは躓いて倒れ，

39 と規定したとき，志

病院で緊急措置をうけて危険な状態から脱

挑戦を成し遂げていく力量

向しているのは，多様な考え方を整理し，社会状
況の中で道徳上の価値を実現していく課題解決型

することができました。
偉さんの状況について，クラスメートは
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自分の意見を発表しました。

救護方法を用いる。どんなことがあ

「私は，自分の一部の習慣が健康に良くな

っても生きる希望を棄てず,可能な条

いことはわかっていますが，なかなか変え

件の下，最も有効な方法を使って他

られません。」

の人や社会の助けを求める。」

「健康は，もちろん重要ですが，ちょっと

４． 模擬訓練をおこなう。（略）

した悪い習慣が体に及ぼす影響は，そんな

注意事項：

に大きくないでしょう。」

１．(略)教師は，災害発生時にうまくいっ

「母は生活の細部が健康に影響すると言い

た救護方法の事例や写真，ビデオなど

ます。これは筋が通っていると思います。」

を準備し，学生が基本的な自己救護方

＊自分の経験と結び付け，あなたの考えや

法を理解する手助けをする。
２．模擬訓練をおこなう際は，冷静沈着に

意見を言ってみましょう。

秩序をもっておこなうよう指導する。

〇探究と分かち合い
＊学習や生活経験を結び付け，関連する資

学生 が避難した後，統一の指揮命令

料を収集し，以下の災害や災難において

に従い，迅速に指定の場所に集まり，

自分で自分を守る方法を検討する。（こ

人数確認をおこなう。実際の状況にあ

の，探求と分かち合い，は項目以外空白

わせ，クラスで救護班を組織し，班長

になっており，書き込む表が示されてい

1 名，副班長 2 名，組員 5 名に教師を

る。）

配して救護活動をおこなう。

火災発生

１．

２．

３．

護訓練を道徳教育教科書の生命尊重に組み込むだ

４．……
交通事故発生 １．

２．

３．

けでなく，精神の健康についても記述する。次の
強制収容所の例がその一つである。またその後に

４．……
地震発生

中国国定教科書は，身体の健康，生活習慣，救

１．

２．

３．

４．……

見るように，5 回にわたって挫折と挫折からの回
復（レジリエンス）について重厚に扱う。この体

＊上の方法を結び付け，災害や災難が起こ

系性は，日本式の values education では難しい。

った際に身を守る模擬訓練をしましょう。

中国の道徳教育は行為を求めるが，日本では道徳

この，災害や災難に遭遇した場合についての探

授業において扱う事柄を態度に止め行為を扱わな

求と分かち合いの教師教学用書（192-193 頁）の

い原則から，体系的な命を守る行動には，特別活

記述は具体的である。

動など他との関連を記述する，あるいは避難訓練

設計意図：学生が災害や災難に遭ったと

や保健体育，家庭科など他教科･特別活動と関連

き，自分を守れるよう，基本的な事故救護

させた道徳授業を仕組む，言い換えれば，教科書

方法を理解する。

を教えて済ませる道徳授業では対応し難いのだか

教学案：

ら教科書の小話にとらわれず，学校行事や他教科

１． 資料を収集する。（略）

と繋いだ道徳教育課程を編成する必要がある。子

２． グループに分かれて交流する。（略）

どもを預かる以上，安全，言い換えれば子どもを

３． 総括する。学生が交流し分かち合う

身体的にも精神的にも死なせないことが学校の眼

なかで，教師は学生を明確に指導す

目であるはずである。

る。「災害や災難に遭ったとき，自
分の恐怖心をコントロールし，理性
的に迅速に正しい選択をし，的確な

精神を養い守る
〇探究と分かち合い （102 頁）
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〇探究と分かち合い

第二次世界大戦中，テレジーンのナチス

共青団（共産党青年団）新団員入団宣誓

強制収容所で，フェレートというユダヤの

博物館参観 経典朗読 ジャスミン茶製造

女性画家が，収容されているユダヤの子ど

＊あなたは，これら或は類似した活動に参

もたちと一緒にこっそりと絵を描いた。彼

加したことがありますか？あなたの体験

女が当時収容されていた多くのユダヤ人画

や感想を話してみましょう。

家と異なったのは，子どもたちに絵筆を使
って収容所の地獄のような生活を記録させ

生命の強靭さを増す

るのではなく，子どもたちを励まし，花や

〈生活に挫折はつきもの〉（105 頁）

人物，窓の外の風景などを描かせたことだ。

〇探究と分かち合い （105 頁）

その後，彼女と彼女が教えた多くの子ども

「両親は出稼ぎに行って，長らく家に帰っ

はナチスによって殺害された。第二次世界

てきていない，本当に両親が恋しい！」

大戦終結後，収容所の悲惨な生活を記録し

「試験の成績が悪くて，また叱られた。」

た絵画が発見され，ユダヤ民族に対するナ

「他の人が相手にしてくれず，孤独だ！」

チスの犯罪の証拠とされた時，なぜテレジ

上のような状況のなかにあって，

ーン収容所の子どもたちの絵画が依然とし

＊あなたは，どれが挫折で，どれは挫折で

て美しいのか，多くの人々は理解できず，

はないと思いますか？なぜですか？

受け入れられなかった。現在，これら子ど

＊あなたがかつて経験した挫折を話してみ

もの作品はプラハのユダヤ博物館に収蔵・

ましょう。あなたが挫折だと思っている

展示され，「人類文化の王冠上のダイヤモ

ことが，他のクラスメートの目にも挫折

ンド」と称されている。

と映るでしょうか。

＊収容所で，女性画家フェレ―トは，なぜ

生命を考える単元で，生き方に向かうために，

子どもたちに花や人物，窓外の風景を描

挫折を取り上げる編集は行き届いている。どう取

くことを教えたのでしょうか？

り上げられているかを知るために，教科書の 106

＊子どもたちの作品は，なぜ「人類文化の
王冠上のダイヤモンド」と称されている
のでしょうか？

頁に書かれた説明とリンク，引き続く，探求と分
かち合い（106 頁）を掲げる。
異なる挫折に向き合い，異なる人が異な

現在のチェコのテレジーン（ドイツ語名テレー

る感じ方や異なる反応行動をしています。

ジエンシュタット）の児童画には以下のように説

たとえ同じ挫折でも，人の情緒的な受け止

明され，103 頁に探求と分かち合いが設定される。

め方や反応行動は異なっています。同じ人

私たちの精神の発育には，物質的な支え

でも，時期によって，挫折に対する異なる

が必要ですが，物質的な生活条件や外部環

受け止め方や反応行動が起こります。これ

境の制約を受けるだけではありません。た

らの主な原因は，人々の挫折に対する認識

とえ物質的に困窮し，外部環境が苦しい状

や態度が異なるからです。

況でも，私たちは自分の心を守ることがで

〇リンク

き，依然として真なるもの・善なるもの・

一般に挫折には 3 つの面（境遇・認知・反

美なるものを見いだすことができます。過

応）が含まれる。（図示による説明は省

度に物質を追い求め，物を比べて見ること

略）

は，かえって，真・善・美の体験を喪失わ
せ，精神世界の豊かさを失わせます。

〇探究と分かち合い （106 頁）
＊あなたが挫折に遭遇した時の気持ちを選
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んでください（たくさん選んでよい）。
うろたえる
悩む

焦燥感

あわてる

心配する
悲しむ

いきどおる
落ち込む

あせる

緊張する
弱気になる

･･････

〇方法と技能 （109 頁）
生命の強靭さを増強する方法
１ ユーモアのセンスを高く評価し，
養う。
２ 自分が信頼する人と語り合う。

＊挫折に直面した時，あなたはどのような

３ 最悪の結果を考え，受け入れる。

行動をとりますか？

４ 他の人を思いやり，助ける。

〇探究と分かち合い （107 頁）
エジソンは，電球を研究開発する際，何

５ その方面の興味を培う。
６ ……

度も失敗しました。一千種余りの材料を使
ってフィラメントを作った時，助手は彼に
「もう一千回以上失敗しました。成功の見
通しは立ちません。もうやめましょう！」

第十課 生命の花を咲かせる
生命の意義を感じ取る
〈生命を追及する〉

と言いました。しかし，エジソンは「これ

ここに，人民解放軍兵士で 22 歳にして亡く

までの収穫は，なかなかのものだ。少なく

なった雷鋒がトラックとともに映っている写真

とも一千種余りの材料でフィラメントがで

と日記が示される。その直後に以下の，探求と

きないことが分かった。」と言いました。

分かち合いが続く。

最後，数千回の実験を通して，彼はついに
成功したのです。

〇探究と分かち合い
ある人は，他人のために生きるなと言い，

＊エジソンの話から，あなたはどのような

またある人は，他人のために生きてこそ生

示唆を受けましたか？

命に価値があると言います。

〈生命力を発掘する〉
〇探究と分かち合い （108 頁）
＊自分が挫折に遭遇した時を振り返り，下
の活動を完成させる。

＊あなたの考えを話し，クラスメートと交
流して分かち合いましょう。
探求と分かち合いによりクラスメートと交流
した後，どのような一生に価値があるかの説明

（注：項目の後に書き込むようになってい

が，2019 年に修正され詳しくなって，おこな

る。）

われる。教科書では，探求と分かち合いに見る

１ 私が挫折に遭った時：

ように，人民軍兵士として他の人のために犠牲

２ 挫折に直面し，容易に生まれた消極

となった死を，「責任を果たす」「個人の理想

的な考え：

を国家の発展や民族の復興，人類共同体と結び

３ 如何に消極的な考えを調整するか？

つけることができること，このような一生は価

４ 挫折に至った原因を分析する。

値があります」と，身体の健康，精神の健康，

① 外的要因：

挫折からの回復の後に，いわば生命の在り方生

② 内的要因：

き方として，称揚する。雷鋒は，小学校 1 年生

５ どのような要因は自分で変えること
ができないか？
これに対する，積極的なやり方：
６ どのような要因は自分で変えること
ができるか？
これに対する，積極的なやり方：

から示唆されていた英雄烈士である。教師教学
用書（210-211 頁）は，「生命の価値は，自分
のために生かすだけでなく，人のために差し出
すことにもあることを認識するよう導く」と解
説する。しかし教科書は，雷鋒の生き方を一方
的に押し付けてはいないと受け取れる。探求と

中華人民共和国の国定道徳教科書における生命尊重
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分かち合いの後に続く説明に見るように，選択

分で気を晴らすことができるよう導く」と述べる。

できる，多様な生，を認める。

腫れ物に触らない配慮ではなく，受け止める強さ
を育てる要請が目を引く。

〈私の生命に気づく〉 （113 頁）
〇探究と分かち合い

〇探究と分かち合い （114 頁）
ある地域の学習センターでは，ボラン

下の絵の流れ（流れる川の挿絵を示すー

ティアが毎週末やってきて，地域のお年

引用者注）は，あなたの生命線を代表して

寄りや子どもたちに英語を教えます。な

います。スタート地点に，あなたが生まれ

ぜこの活動に参加しているのか参加者に

た時の写真を貼り，最後に直近の写真を貼

尋ねると，彼らはそれぞれ異なる回答を

ります。あなたが生きたなかで，何か重要

しました。

なことが起こりましたか？生命線上の一点

「私は中学に上がった時からずっと心あ

に起こった時間を表示し，波しぶきに，起

る人から物質的な援助を受けました。今

こった内容を簡単な言葉で書きましょう。

私は仕事をするようになり，他の人を助

＊その経験は，あなたの生命にどのよ

け，社会にお返ししたいと思います。」

うな意義をもちましたか？
＊クラスメートと生命の話を分かち合い

「もし私が半年間やり続けたら，地域か
らボランティア表彰メダルをもらえま

ましょう。これら異なる生命の話から，

す。」

あなたは何を考えますか？

「私はいま地域の『感動した人物』選出

生命の意義を探し求めることは，人類の

活動に参加しているので，皆さんにたく

生命にとって原動力の一つになります。人

さん支持してもらいたいと思います。」

類だけが自分の生活の舵をとることができ，

「私は会社で働いていて，一週間のうち

自分の人生を選択できるのです。

五日を他の人のために働いているので，

生命は独特であり，生命の意義は具体的

週末の二日間は，自分のためになること

です。一人ひとりの生活が異なるだけでな

をしたいと思います。」

く，私たちは皆自分の生活経験の一点一点

＊このボランティア活動で，彼らはどん

において自己を構築し，いわゆる「私の人

な異なる意義を見出していますか？

生」を形成していくのです。
中国国定道徳教科書では，子どもの心理を扱う
上での配慮もおこなわれる。流水に例える個人の
生命の物語には，「学生の生命の物語には，個人

＊このようなボランティア活動は，あな
たにとってどんな意義がありますか？
〈貧しさと豊かさ〉
〇探究と分かち合い （115 頁）

のプライバシーに関わることがある。教師は学生

16 歳の時，河北，湖南などの多数の学

に，言いたくないことは言わない選択肢があるこ

生の小さな発明が，国家の特許を獲得

と，他のグループのメンバーには秘密を守るよう

した。

に注意を促す」と注意事項を挙げ，またもう一つ

16 歳の時，山西の学生麗さんは，一家

の注意事項で「一部の学生が回顧したなかにはネ

を背負い，学校に行きながらお祖母さ

ガティブな内容があり，他の人から批判されるか

んや病気の養父を世話した。

もしれない。教師は学生に，自分への影響を考え，

16 歳の時，安徽の大工学校生は，中国

もしメンツがつぶれ，人に馬鹿にされると心配し

伝統木彫工芸を伝承し，作品を作り上

たとしても，自分には受け止める能力があり，自

げた。
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＊二つの状況を結び付け，「暖かい中国

16 歳の時，……
＊みんな 16 歳の学生で，生活環境は異

人になる」についてのあなたの認識や

なりますが，共通している点がありま

考えを話してください。

す。彼らの共通点は何か話してくださ

〇探究と分かち合い （117 頁）

い。

＊生命の温もりを伝えるために，あなた

＊あなたは 16 歳の自分がどうなってい
て欲しいですか？

は何をしたいですか？
私は，困っている人を助けたい。

およそ 13 歳の学生に 3 年先の自分をイメージ

私は，できるだけ家事を手伝って，

させ，現在を考える手法は，岡崎耕・上薗恒太郎

家族に少しでも休む時間を作ってあげ

の「未来からのふり返り」40

たい。

である。ここでは単

に 16 歳の自分をイメージするところに止めてい
るように見えるが，共通点としての各人の資質は
現在に通底する。未来の価値ある自分から現在を
ふり返るやり方は，授業として自己肯定感育成に

私は，毎年木を一本植えて，故郷に
緑を残したい。
私は，機会を見つけて，ボランティ
ア活動に参加したい。

有効である。中国国定教科書は，未来からの振り

私は，……

返りを授業手法として取り入れている。

私は，……
私は，……

〇探究と分かち合い （116 頁）
＊クラスメートと交流する：如何にして
生命を豊かにするか？
良書を読む。
自分の好きなものや興味あることに
専念する。
家を出て，他の人の異なる生活の仕
方を知る。
旅行をし，異なる風土や人情に触れ
る。
……
〈冷淡と親切〉
〇探究と分かち合い （116 頁）

✧一人の老人が突然倒れたが，通行人

は遅くなるのを恐れて避けて行った。

✧雨の日，一人の松葉の杖男の子が突

私は，……
〈平凡と偉大〉
〇探究と分かち合い （118-119 頁）
Pavel Korchagin はロシア作家オストロ
フスキーの作品『鋼鉄はいかに鍛えられ
たか』の中の主人公です。（レーニン勲
章受章者の自伝的作品。十月革命直後の
国内戦で，故郷の町がドイツ軍や白軍に
占領されるなかで，一人の青年が，負傷
と病気のハンディを克服しながら赤軍の
活動を助け，再建部隊の指揮官になり，
不屈の意志と勇敢さを成長させた物語。
なお教師教学用書 215-216 頁には他の偉
人の物語を選択してもよいと注意事項が
つく。中国の英雄烈士ではないからだろ
う，あるいは中国各地方の英雄烈士を登

然倒れた。しかし，数人の学生が傘

場させるとよい，との意図か。－著者注）

を差しかけ，“120”に電話をて助け

＊Pavel Korchagin の物語を知っています

を求めた。
全国各地のネットユーザーが，

か？彼はなぜ生命をこのように理解し
たのでしょうか？

次々にコメントを書き，討論し，

李時珍は薬学著作『本草綱目』を著し

「冷淡をやめ，温かさを伝えよう」

た。

と提唱し，暖かい中国人になり……

ワットは蒸気機関車を改良した。
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魯迅は『狂人日記』を創作した。

し，励ます。9 年級下冊は，私たちが「地球村」

時傳祥 41 は普通の労働者の模範となっ

に住んでおり，人類運命共同体を創っていくとの

た。

方向を打ち出し，世界の舞台に立つ中国にスポッ

偉人に比べ，多くの人は無名かもしれま

トライトを当て，その舞台に共に進んでいこうと

せん。無名の生活に意義はないのでしょう

子どもたちに呼びかける。アヘン戦争，日本軍の

か？人々は生活のために努力し，一日また

侵略という屈辱の歴史から，中国共産党の指導に

一日，一年また一年と，生活苦の試練を受

よって小康状態を得，さらに人類運命共同体を構

けながら，放棄することなく，たゆまず，

築する舞台へと出て行く中国の国づくりに招請す

家族の素晴らしい生活や社会の発展のため

る，と語りかけられて，自分もその舞台に参加し

に貢献する時，まさに，まじめに，勤勉に，

たいと首肯する若者は多いだろう。7 年級上冊の

善良に，たゆまず，責任を持って，勇敢に

「私たちが個体の生命を･･･国家ひいては人類の

生命の価値を刻んでいるのです。

運命と結びつけたとき，生命は平凡ななかから偉

〇探究と分かち合い

大なきらめきを見せる」との台詞は，9 年級下冊

「最も美しい補修員」

の終わりにまで響いている。その例が，人民解放

「最も美しい運転手」

軍の一人のトラック運転手，最も美しいと形容さ

＊線路補修員や大型トラック運転手はみ

れ，英雄烈士とされた雷鋒である。

な平凡な職場で仕事をしています。なぜ

背景に，中国共産党第 19 回全国代表大会（第

人々は彼らを「最も美しい」と思うので

19 回党大会）の『中国共産党規約（改正案）』

しょうか？

に関する決議があり，中国の発展が人類運命共同

中国国定道徳教科書は，この後に次のように解

体の構築であるとの論理が示される。曰く：社会

説を記す：平凡な生命も，時に偉大な創造をする

主義民族関係を守って発展させ，祖国の統一を推

ことができます。私たちが個体の生命を他の人や

進し，人類運命共同体の構築を推し進める･･･。

社会，集団，民族，国家ひいては人類の運命と結

すると，「習近平新時代における中国の特色ある

びつけたとき，生命は平凡ななかから偉大なきら

社会主義思想」によって，中国「小康社会の全面

めきを見せるのです。これを学生への最後のメッ

的完成の決戦に勝利し，新時代の中国の特色ある

セージとして，老人の話を聞き思考空間を広げる

社会主義の偉大な勝利をかち取り，中華民族の偉

ように促して，『道徳と法治』七年級上冊が終わ

大な復興という中国の夢を実現」42 する舞台に子

る。

どもたちを招請することに義務教育段階の最終学

教師教学用図書（216 頁）は，生命尊重の最後

年の道徳教科書すべてをあてることは中国道徳教

の「探求と分かち合い」について次の注意を促

育の当然の帰結になる。中国国定道徳教科書第 9

す：学生は普通の人の生命の価値をラベリングし

年級下冊は以下のように構成される。こうしてみ

やすい。教師は，普通の人で典型的な人物だけが，

ると，中国において，生命の花を咲かせる生命尊

まじめさ，勤勉さ，善良さ，粘り強さ，責任感，

重がどういうことか，明らかであろう。

勇敢さなどの品格を備えているのではなく，社会

以下に『道徳と法治』9 年級下の目次を挙げる。

の多くの人が皆このような品格を有し，平凡な職
場で黙々と奉仕していることを認識させる。青少

義務教育教科書 『道徳と法治』9 年級下 ＜目

年学生は積極的に学習し，このような優秀な品性

次＞

を備えなければならない。

第一単元 私たちが共有する世界
第一課 地球村に同居する

中国国定道徳教科書は，体系的に子どもを育成

相互に開かれ影響し合う世界
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複雑で激しく変化する関係
第二課 人類運命共同体を構築する

ましければ国は勇ましい，少年が地球を支配
すれば国も地球を支配する。（中略）美しき

平和と発展を推し進める

かな，我が少年よ，天と共に老いず！壮なる

Win-win の相互利益を追求する

かな，我が少年よ，国と共に限りなし！

第二単元 世界の舞台にたつ中国
第三課 世界と緊密に繋がる

＊上の文を朗読し，中華民族の偉大なる復
興という中国の夢を実現するために，私たち

中国は担う

はここからどのような力を汲み取ることがで

世界と深く影響し合う

きるか話してみよう。

第四課 世界と共に発展する

III. 結語
提携して発展を促進する
国慶節を前にすると中国で頻繁に流される歌に
第三単元 未来に向かって進む少年
「红旗飘飘」がある。国旗「五星紅旗」を讃える
第五課 少年の担当
歌で，「あなたの名前は私の命よりもっと重要だ
世界の大舞台に向かって進む
（你的名字比我生命更重要）」と 4 回繰り返され
少年は自ら励む
る。この歌の高揚感からすると，中国の国定教科
第六課 卒業の季節
書の生命尊重の記述は抑制されている。しかし，
学びに終わりはない
アヘン戦争から抗日戦争と続いた屈辱の歴史から
多彩な職業
中国が中国共産党の指導者のもとで滅亡から救わ
第七課 ここから出発する
れ，その過程を担った英雄烈士を称揚するのは当
成長を振り返る
然であり，彼らによって中国は今日小康（少しゆ
未来に向かって進む
とりのある）社会に至っているとの物語の揺るぎ
なさ，英雄烈士保護法の制定による偉大な人物の
『道徳と法治』9 年級下最終頁（92 頁）は，子ど
不可侵，雷鋒に見るような体系性，また「死への
もを励まし，以下のように締めくくる。
存在」として「予知不能な生命に悠然と向き合い，
卒業への過程は，絶えず成熟に向かう過程
生命を熱愛できるように導く」（教師教学用書，
でもある。私たちは自信を持ち，憧れを抱き， 171 頁）構え，「最も美しい」線路補修員やトラ
学友の友情や教師の祝福，両親の期待を携え， ック運転手の賛美は，「红旗飘飘」高揚感の基盤
新たな道程へ踏み出す。
となる。中国国定道徳教科書の生命尊重が準備す
準備は整ったか？
る基盤は，道徳教育体系の最終冊である『道徳と
私たちは，未来に向かって出発しよう！
法治』9 年級下の高揚感へとつながっており，そ
＜空間を拡張する＞
の道程は中国共産党第 19 回全国代表大会の決議
（9 年級と思われる制服姿の男女が駆け出
に導かれている。
す写真と共に）
体系化された中国国定道徳教科書は，2020 年
梁啓超は『少年中国説』の中で説く：
にその全貌を現すはずである。この教科書体系で，
（一文略）少年が聡明であれば我が国は聡明
専任の教員が教え，子どもを評価する，中国の道
である，少年が豊かであれば国は豊かである， 徳教育は力強い。比べると日本の道徳教育は，戦
少年が強ければ国は強い，少年が独立すれば
後の出発以来，変わらず控えめである。控えめさ
国は独立する，少年が自由であれば国は自由
は修身科の反省を基盤にしている。とはいえ，中
である，少年が進歩すれば国は進歩する，少
国国定道徳教育の力強さには，学ぶ点がある。同
年が欧州に勝れば国は欧州に勝る，少年が勇
時に，日本の道徳教育が何を柱とすべきかを考え
中国の好機と挑戦

中華人民共和国の国定道徳教科書における生命尊重

させる。以下，日本の道徳教育にとって注目すべ
き中国国定道徳教科書の生命尊重，ならびに中国
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き方在り方を語る必要がある。
2 つには，日本においても道徳教育の各価値の

道徳教科書を越える可能性について 10 点を挙げ，

結節点を意識すべきである。中国では総合課程

論じる。

化により徳目を並べて教える道徳教育を抜け出し

1 つは，中国国定道徳教科書が死を生命尊重の
記述の冒頭に掲げる点である。行きつくところ，
いかに生命の花を咲かせるかに繋いでおり，第 7
学年上冊生命的思考の単元の最後は，平凡な生で
も，個人の生命を他の人や社会，集団，民族，国
家ひいては人類の運命と結びつけたときに「美し
い補修員」「美しい運転手」になると結ぶ。この
構成は必ずしも日本の教育勅語のように「一旦緩
急アレハ」と，国家のために生命をと押しつける

たが，その体系的統合に 3 点ある。
(1) 生命尊重の単元に見たように，価値を単元
として集約する点にあり，
(2) 教科を統合した総合課程として道徳教育を
編成する点であり，
(3) 中国共産党の方針へと各学年の記述ならび
に教科書を統合する点にある。
これに匹敵する日本の道徳教育の体系性は，以
下のように考えられる。
(1) 価値を並べて教える values education は，各

形ではないが。
死を取り上げる必要は，日本においてある。

学年で繰り返すよさがあるが，生命尊重の

2017 年の厚生労働省の人口動態調査が示す青少

ような重点価値は，単元として構成する課

年の自死の多さに対応するためには，道徳教育の

程編成を考える。

生命尊重において死と向き合うことを避けるべき

(2) 複数の教科の場で繋がる項目として教科間

ではない。日本における 1958 年の道徳の時間の

の連携によって価値を扱うことが，子ども

特設が子どもを死に至らしめないという含意から

の意識において繋がりのある道徳教育にな

出発し，社会的にすでに，明治 35 年から昭和 20

る。

年まで修身の教科書に掲載された木口小平の「シ

(3) 道徳教育は子どもを育てたいのだから，子

ンデモ ラッパ ヲ クチ カラ ハナシマセンデシ

どもの自己肯定感を結節点として価値を統

タ」という死の賛美とは決別したのだから，国家

合 す る 道 筋 を 示 す と ， 日 本 流 の values

と結ぶ死とは異なる，個人の生を支える生命尊重

education が力強くなる。

を，死を扱って展開する課題が日本の道徳教育に

道徳教育の体系性は，民主主義を標榜する日本

ある。この課題に向き合って，いじめによる自死

においては，子どもの意識へと，それも子どもの

の盾となる道徳授業を構成することができる。

自己肯定感へと，価値を繋ぐ統合に意味がある。

2015 年 3 月に小学校および中学校の学習指導要領

道徳教育が育てたいのは，自分で考え判断する子

等を改訂して「特別の教科 道徳」にした趣旨が，

どもであり，子どもの自己肯定感育成に各価値を

「いじめの問題への対応の充実」43

である時，中

繋ぐとき，values education のばらばらが解消さ

学校学習指導要領解説総則編が改訂の経緯におい

れ，諸価値が子どもに焦点化される。1958 年の

て「いじめの問題に起因して，子供の心身の発達

学習指導要領は，生命尊重へと諸価値を集約する

に重大な支障が生じる事案や，尊い命が絶たれる

意図を見せたと理解できる。それは当然，子ども

といった痛ましい事案まで生じており，いじめを

の生命の尊重であり，これを子どもの意識におい

早い段階で発見し，その芽を摘み取り，全ての子

て育てる道徳教育が自死を防ぐ盾になる。今日，

供を救うことが喫緊の課題となっている」44

と認

子どもの自己肯定感への価値の統合が，子どもの

識する時，道徳科はいじめによる子どもの死を防

生命を失わない道徳教育になる。自己肯定感育成

ぐ授業の筋道を示す責任がある。その際，子ども

を，道徳教育の目的としていい。その際，安全，

の死の意識のありよう

食物，身体の健康，精神の健康など，各教科が担

45 を根拠に，死を扱い，生

上薗 恒太郎
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当するところと繋いで，子どもの学ぶ場における

歳代，30 歳代における自死の多さに対応するた

価値を関連させて統合を図ることが有効である。

めに，子どもが自分を意識的に支える方途を道徳

さらに，重点価値を複数の授業による単元として，

教科書に描くべきである。

各学校や学級の状況にあわせておこなう，言い換

5 つには，授業の方法として，グループ学習あ

えれば子どもの必要に合わせておこなう課程編成

るいは協同の学びを前提にした授業資料を勧め

が有効であろう。生命尊重の価値を扱って自己肯

ていい。中国国定道徳教科書は，一斉授業でも使

定感の育成に至る深い授業が可能であることは，

えるように構成されているが，そして筆者が毎年

上薗恒太郎らによってすでに実践されている 。

のように訪れる限り授業者中心にやりとりする形

すべての道徳上の価値と教科と特別活動と総合的

が多いが，グループ学習や協同の学びの形を導入

な学習

して子ども同士で話し合い探求するように構成さ

46

47 とが，子どもの自己肯定感へと向けられ

て，学校教育全体で統合された命の教育を構成す
ることができる。

れている。
日本の教科書の現在の小話を，授業の方法とし

3 つには，問いに重きをおいた構成が，深く考

てグループで話し合うに止まらず，協同で解決へ

える道徳教科書を構成する。これは価値を教える

と向かう課題を，必要な場合には社会問題を提示

道徳授業から抜けて，PISA 型のケイパビリティ

していい。社会問題，地域の課題を共に考える道

を育てる道徳教育の方向を示していると理解でき

徳教育の姿勢は，道徳の時間が社会科と離れて以

る。中国国定道徳教科書の＜探求と分かち合い＞

来，道徳の独自性を主張しながら教室のなかでの

は多く，問いとして構成されている。中国の国定

小話に終始して影を薄くしているが，態度への意

道徳教科書の＜探求と分かち合い＞は，問いとし

識で寸止めする道徳に現実性を導入することは，

て，異なる思考を並べ，協同で考えるように工夫

道徳教育を活性化するだろう。道徳授業が扱って

されている。その一つに，中国の現実を問題提起

きた個人の課題は，いずれ社会とのつながりにお

とする記述のやり方を，見てとることができる。

いて共有され解決される必要がある，社会におい

日本は，価値判断として結果する答えの多様を

て個人は成立しているのだから。道徳教科書が，

良しとする社会を構成するのだから，問いから答

民主主義の社会を構成する一人の責任ある市民と

に至る思考過程に重きをおいた道徳の時間を編成

して考え，判断するところに踏み込んでいい。協

すべきだということになる。答の多様性から民主

同も，学習方法であるばかりではなく，民主主義

主義とイノベーションが育つだろう，これは日本

社会の形としての意味合いがある。

の発展に資する。

6 つには，夢の扱い方の相違を挙げておきたい。

4 つには，心理的な配慮，心理的な見地からの

日本の小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）

自己分析，導き，そして挫折について中国の道

に，夢の記述はない。中学校学習指導要領には，

徳教科書が手厚く扱う点を，学んでいい。中国国

2 カ所，美術において登場する。しかし，2017 年

定道徳教科書は，挫折に関する記述に厚みがある。

7 月の小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

日本で心理学と結んだ要素は，ジレンマ授業，

特別の教科道徳編において 14 カ所，同じく 2017

グループ・エンカウンター，モラル・スキルトレ

年 7 月の中学校学習指導要領（平成 29 年告示）

ーニングなど，道徳授業の方法として取り沙汰さ

解説特別の教科道徳編においては 8 カ所登場する。

れることが多いが，教育学と心理学が手を取り合

とはいえ，日本の学習指導要領は児童生徒の夢の

って授業の背景を固めた教科書記述を志向してい

一言では不安らしく，合計 22 カ所の夢のうち 16

い。日本の道徳教科書に必要な一つは，挫折そし

カ所で「夢と希望」として，希望と組み合わせて

てレジリエンスに関する記述であり，挫折のない

使われる。夢はむしろ「夢と現実との違い」48 あ

人生はないのだから，またいじめと 10 歳代，20

るいは「現実離れしていることもある夢」 49 ，

中華人民共和国の国定道徳教科書における生命尊重
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「夢と現実との違い」50 の文言に見るように，現

や AI ロボット兵器）などを含む，科学技術の在

実と異なる夢を警戒する。日本の学習指導要領解

り方を考えることを挙げておく。近代が生みだし

説の道徳編は，夢と現実のギャップを二分法で描

た科学技術による人間の殺戮を考えると，戦争に

き，「困難や失敗を乗り越え」51

あるいは「自分

用いられた（る可能性のある）原子爆弾，水素爆

の弱さを強さに，醜さを気高さに」 と，いずれ

弾，クラスター爆弾などの兵器だけではなく，水

も個人の課題として設定され，ネガティブなもの

俣病，イタイイタイ病，四日市ぜんそく，PM2.5

をポジティブにする点に道徳としての意味を成立

など粒子状物質，マイクロプラスチックによる海

させようとする。そこには，夢によって社会の現

洋汚染，石炭・石油エネルギーなど化石燃料使用，

実を変えるイノベーションの発想は見られず，ま

つまり人間の在り方生き方が地球と生物の多様性

た正否の二項対立という近代西欧の思考による単

と人類の生存に回復不可能な影響を及ぼす人新世

純化が忍び込んでいる。個人の夢を中華民族の夢

（Anthropocene）に至っていると考えるとき，人

として吸収し国家に統合しようとする中国の構え

間の生存に関わる課題として，科学技術の在り

から見ると，道徳教育の結節点の構想，そして責

方を考え判断する市民の育成 54 を道徳教育として

任を個人に置く日本の思考には，個人の夢を社会

目指す必要がある。

52

統合へと飛躍させる構想が見られない。日本の国

科学技術を判断する市民の育成は，疑似科学に

家と教育行政は，夢を語る力を失って，命令する

惑わされる日常生活を見直す契機になる。文部科

だけの老化に陥っているように見える。

学省自身が江戸しぐさを歴史上の根拠のないまま

7 つには，中国の道徳教科書の視野が人類にま

道徳資料として取んだ愚を避け，子どもたちが科

で広がっている点である。『道徳と法治』九年級

学に裏付けられた思考をするためにも，科学技術

下冊は第一単元の目次に「私たちが共有する世界」

の在り方を考え判断する市民の育成が必要である。

として第一課「地球村に同居する」，第二課「人

広がった疑似科学 55，血液型と性格，マイナスイ

類運命共同体を構築する」と記述する。第 9 学年

オンと健康，水からの伝言，脳と疑似科学を取り

の第二単元は「世界の舞台に立つ中国」であり，

上げて，科学上健全な思考によって道徳を成立さ

第三単元が「未来に向かって進む少年」である。

せることを，考え議論する道徳授業に含めるべき

こうした気宇壮大さは，15 歳前後の生徒の意識

である。科学技術を理解し，科学上妥当な思考の

を高揚させるだろう，そして人類運命共同体を構

できる道徳性の育成は，ちょっといい小話によっ

築しようと呼びかける中国の国家建設参加に胸躍

て気持ちと雰囲気に流れる道徳風よりも，個人と

らせるだろう。それは，2017 年 10 月 24 日の中国

人類にとって意義がある。

共産党第 19 回全国代表大会の『中国共産党規約

こうしたテーマを取り上げるとき，科学技術に

（改正案）』に関する決議が呼びかける「祖国の

関わる教科だけでなく，経済活動に関わる教科，

統一を推進し，人類運命共同体の構築を推し（新

生活に関わる教科を，道徳の課題として取り上げ

華社通信訳のまま－引用者注）進める」53 に基づ

る視野の広さをもっていい。人新世において，各

く。中国共産党にとって，祖国の統一の推進が人

教科も，教科間の棲み分けによる互いの平穏では

類運命共同体の構築とそのまま繋がる。これをア

なく，人間の生き方を結節点として教科を統合す

ジテーションと評することはできる，しかし現在

る教育課程編成が求められる。その点で，日本の

の中国の雰囲気を現している。

道徳教育は先進的であっていい。人類の過去を振

8 つには，中国の道徳教科書の生命尊重が扱わ

りかえる道徳上の反省は，人類の未来に繋がる。

ないが，日本において取り上げるべきテーマとし

国連加盟国 193 カ国が 2030 年までにと掲げた多

て，ゲノム研究，化学肥料，エネルギー，兵器

様な目標 SDGs（Sustainable Development Goals）

（原子爆弾だけでなくゲノム改変による生物兵器

は美しい言葉を並べるが，日本と世界が考えるべ
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き課題と目標を示しており，子どもが人類の一員

ことが，心情を育むこととともに，日本の道徳教

として考え，行動すべきテーマのリストである。

育場面に必要である。

これを道徳における個人と人類の関係が重なる在
り方生き方として，考えるべき価値として扱う授
業を構想していい。

中国国定教科書の生命尊重を見ながら日本の d
道徳教科書が採るべき 10 点を挙げた。中国国定

9 つには，日本において取り上げるべきテーマ

道徳教科書を鏡にすると，日本の道徳教育がどの

として，子どもの権利を含む人権を挙げておく。

ような位置にあるか，方向をとるべきか，示唆は

道徳教育が子ども個人の話に閉じこもらず，子ど

大きい。中国がその進む方向を明確にして道徳教

もの意識を法に繋ぐと同時に国連人権委員会で認

育を体系化してみせるとき，日本の進む方向と体

識された子どもの権利を語っておくべきである。

系の在り方を見ざるを得ない。子どもの権利，批

それは，子ども個人の権利を並べて見せるだけで

判的思考といった西欧近代が生みだした成果を道

なく，国家など子どもに対する構造的暴力から意

徳教育に取り入れるとともに，人類の協同という

識を立て直すよすがにもなる。子どもの権利条約

点に至る道徳教育のために，日本の道徳教育は，

は各国が批准するものであるが，子どもが承知し

西欧近代個人主義の到達点に止まらず，個人を育

ておく必要がある。人権の思想と子ども存在の認

成する協同の繋がりの場を意識した道徳教育を志

識は，近代社会の 1 つの到達点であり，子どもに

向すべきである。

引き継いでもらうべき価値として，道徳教育にお

人類共同体に言及する中国の道徳教育を見ると
き，日本の道徳教育は，近代西欧個人主義の到達

いて取り上げていい。
10 には，日本において取り上げるべき考えと

点である子どもの権利を含む人権という，主語と

して，批判的思考を挙げる。道徳授業において

なる個人の自己肯定感育成の課題に取り組むと共

深く考えるためには，他者との論議を媒介するに

に，そこから広がる人類の相互理解と生存，すな

せよ，批判的思考が不可欠である。批判的思考は，

わち平和への志向を考えていい。生命尊重は，日

高等学校段階になって身につければいいのではな

本の子どもを支えるとともに，人類の生存を支え

い。子どもが，多面的に，間主観的

56 に考え，道

る価値であり，人類の一員としての子どもの自己

徳において内省（リフレクション）するために必

肯定感に基盤をもつ。中国の人類共同体との表現

要な資質能力であると，道徳教育において意識さ

は，中国の特色ある社会主義のイデオロギーが世

れるべきである。合理的で批判的な思考は，課題

界に広がる夢である。日本は，アジアにおける文

解決学習を進めるために有意義であり，科学技術

化史上の位置からして，人類の在り方に寄与する

について判断する市民の育成，統合的な課題解決

道徳教育の在り方を，思想の次元において，また

のケイパビリティのために，意識化され，授業に

教育のやり方の先進性において，明らかにできる

おいて扱われるべきである。好き嫌いの感情やイ

だろう。日本の道徳教育は，国内の行政枠に閉じ

デオロギーや宗教にとらわれることなく，人類の

こもった論議に終始せず，1 時間の授業のやり方，

一員として世界において生きていくために，思考

子ども個人の評価に終わらず，近隣と世界の道徳

の在り方を考える批判的思考は，道徳における考

教育を見，交流し，人類という立場に立っておこ

える学習方略として意識されていい。

なう必要がある。

どのように考えるかを考えるメタ思考は哲学で
あり，子どものための哲学や P4C (philosophy for

こうしてみると，中華人民共和国の道徳教科書

57，道徳に関わる

は，個人のケアを視野に入れて記述しながら向-

齟齬やジレンマを，批判的思考と共に，くぐり抜

社会的あるいは国家的である。個人を社会あるい

ける。道徳教育において，考える道具を意識する

は国家と関係した意味ある生き方へと促す。これ

children)もどう考えるかを扱い
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に比べて，日本の道徳教科書は公共性を要請しな

/t20170214_296203.html（2019 年 8 月 5 日閲覧）。

がら個人の内面に向かっており，個人の内面の成

これによると，国定化されるのは，道徳と法治，

長を扱う。生き方は個人の内面へのふり返りにお

国語，歴史の３教科である。

いて充実した生となる。
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2015 年 7 月，1 頁
45 簡略に集約した記述として，上薗恒太郎，子
どもの死の意識，心の教育総合支援センター，
『こころ育て』Vol.1，2005，教育出版，12-23

org/xsqy_2477/201809/t20180921_ 366832.shtml，
2019 年 10 月 30 日閲覧）。
54 上薗恒太郎（2005）が，ドイツと日本のヒト
ゲノムに関する意識調査をおこない，科学研究
について判断できる市民育成を図る学校教育が
必要であると論じている。
55 疑似科学との付き合い方

～教師を目指す皆

さんへ～(2010)，7-8 頁，
56 間主観的との表現は，人と人との関係に関わ
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る事柄について相互に認め合うという仕方 で

上薗恒太郎（2005），ヒトゲノム研究と学校教育

いわゆる客観性が成立するために，この用語が

－知識に基づく道徳上の判断を育成するために，

適切であると考えている。特に道徳に関しては，

道徳教育方法研究第 10 号，20-29 頁

間主観的に相互に認められる事柄が通用する。

上薗 恒太郎，蒲池文恵（2017），中華人民共和

いわゆる科学認識も人間という視点からは，人

国の道徳教科書にみる自己肯定感の育て方と愛

間の認識の仕方であり，人の間に通用する間主

国心への集約，長崎総合科学大学紀要第 56 巻

観的認識の一種である。

第 2 号，94-148 頁

57 上薗恒太郎（2015）は，読み継がれた児童文

上薗 恒太郎，蒲池文恵（2016），中華人民共和

学のほか，「哲学も，道徳授業に持ち込める。

国の道徳教科書にみる戦争と平和 ―教科書を

子どもの哲学や P4C (philosophy for children)が子

通じた統合―，長崎総合科学大学紀要第 55 巻

どもに考える力をつけ，自分に向き合う力をつ

第 2 号，42-96 頁

ける」と論じた。

上薗恒太郞、長田誠，一瀬利朗，賀南，蒲池文恵
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