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 2008 年 5 月 12 日、四川省汶川県でマグニチュード 8.0 の巨大地震が発生し、四川

省の教育システムに多大な損失をもたらした。13,768 箇所の学校が甚大な被害を受

け、直接的な経済損失は 300 億元以上に達した。5,335 名の児童・生徒らが犠牲又は

行方不明となり、被災地の教師と生徒たちは心に大きな傷を負った。学校教育や教学

活動のすべてが中断し、正常な教学の秩序は完全な混乱状態に陥り、教育環境は破壊

された。 
 あれから三年間、国は中国全土に働きかけ、力を集中させて大きな事業を成し遂げ

る制度の優位性を存分に発揮させ、一つの省や市が重度被災県を支援する「ペアリン

グ支援」を企画かつ実施して、地震災害克服・被災者救済と災害復興に取り組んでき

た。このような努力によって、三年以内での復興という任務は二年目で概ね完了し、

三年以内に完遂することができた。災害復興活動は、目を見張るほどの成果を挙げた。

被災地の教育には、すべてが入れ替わるような極めて大きな変化が生じた。今では、

被災地で も美しい建物は学校であり、 も輝いているものは子どもたちの笑顔とな

ったのだ。 
 四川省における災害後の教育再建とは、発展的な再建である。単なる過去の複製で

はなく、既存の基礎の上にさらにアップグレードとイノベーションを行って、飛躍的

な発展を遂げることである。私たちは災害後の教育再建に取り組んでいくに当たって、

教育再建の段階的特徴に応じ、災害時の救済、復学・授業再開、復興再建、全面的な

振興といった各段階において、「生命第一、人間本位」という理念を堅持してきた。

教育再建の法則に従って教育用ハードウェアの再建を急ぐとともに、教育用ソフトウ

ェアの再建の推進や教育の再建と長期的発展との結合、全面的かつ調和のとれた持続

可能な発展への取り組みにも注力しながら、四川省の被災地における教育と科学の再

建を推進した。 
 
I  教学の再建：復興を急ぎ、国民感情の安定化を図る 
 
1. 速やかな復学・授業再開 
 全面的な復学・授業再開を災害後の教育再建における 重要かつ緊急性の高い課題

として位置づけて、復学・授業再開のための必要条件を満たすべく積極的に努力した。

大地震の発生後 5 日目には、四川省教育庁は復学・授業再開への取り組みについて文

書を発行し、指導を行った。全省の被災地では 5 種類の形式によって、授業再開を積

極的に推進した。この 5 種類とは、地域の避難所での授業再開、自校のカリキュラム

調整による授業再開、他県・他省・他校での授業再開、臨時補習クラスを伴う授業再

開、安全評価後の既存校舎での授業再開である。これと同時に、高校三年生、中学三

年生及び避難・転地した生徒の授業再開に重点を置き、被災地の生徒の大学・高校受

験に備えた授業再開という任務を無事遂行した。同年 9 月 1 日時点で、「安全かつ清

潔な環境で、1 人の生徒も欠けることなく」、全面的に復学・授業再開するという目

標が達成されたのである。 
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2.教学管理のイノベーション 
 テントやプレハブ校舎での授業といった劣悪な教育環境、不足する教学資源、未整

備な管理制度といった問題に対して、私たちは次のような措置を講じた。第一に、プ

レハブ学校の管理を強化し、プレハブ学校を指導して特殊な安全制度を系統的に構築

した。これには、守衛制度、消防設備・施設の管理及び消防安全業務の管理制度、寄

宿制の安全管理制度、食品衛生の安全管理制度、飲料水の管理制度等が含まれる。こ

の措置によって、プレハブ学校の教師と生徒の生命の安全を効果的に保証し、プレハ

ブ学校の教育・教学の正常な秩序は急速に回復を遂げた。第二に、授業スケジュール

の調整である。生徒の安全上、健康上の必要性から、タイムスケジュール面では集中

授業や分散授業といった形式を採用しながら、長時間授業（40 分間）と短時間授業

（20 分間）を組み合わせた方式を実施することによって、夏休み、冬休み及び週末

の休みを柔軟に調整した。第三に、教育方式のイノベーションである。被災地教育と

いう特殊な環境に対応するため、教師によるツールの自作、教育方式・方法の改善を

奨励した。例えば、体育活動では、授業の合間の長い休憩時間に屋外で行う活動の代

わりに徒手体操を行ったり、物理、生物、化学、科学等の学科の実験教育では、主に

実演実験を行う等である。これら一連の措置によって、被災地教学の質を低下させな

いように維持した。 
 
3.地方カリキュラムの再構築 
 四川省教育庁は災害後の教育再建に向けた必要性に応えるため、いのちの教育、安

全教育、メンタルヘルス教育、健康教育、防災・減災教育等を有機的に統合して、『生

活・生命と安全』といった三つの地方カリキュラムの教材を改めて編纂した。再構築

された地方カリキュラムは、生徒の成長を基本とし、生徒の生命と安全を重視し、生

徒の全般的な資質の向上に着目して、カリキュラムの内容に生徒の資質に対する国の

全般的な要求事項を反映させるだけでなく、内容の表現方法を生徒の生活により密着

したものにしている。教材使用後の教育効果は良好で、生徒の総合的な能力を向上さ

せるとともに、健全な心と良好なライフスタイルを形成している。基礎教育カリキュ

ラムの改革を深化させ、資質教育を全面的に推進していく上でポジティブな効果を発

揮している。 
 
II  「心」の再建: 専門的介入、対象者に行き渡るケア 
 
 地震災害の発生後、我が省は政府の主導によって専門的介入を行い、被災地におい

て大規模かつ持続的なカウンセリングや心理学的な危機介入を速やかに実施して、サ

イコロジカル・ファーストエイドと効果持続のメカニズムを構築し、被災地の教育シ

ステムに携わる大勢の管理職員や教師・生徒が災害後の心理的危機に直面する時期を

落ち着いて過ごせるよう配慮した。このため、教師や生徒がメンタルの問題で極端な

行動に走るといった前例は一度もなく、学校と社会の安定が保たれている。 
 
1. 災害後の緊急な心理学的介入を適時、全面的、科学的に実施 
 第一に、メンタルケアが対象者全員に確実に行き渡るようにしたことである。メン

タルケアのハンドブックを速やかに編集・出版し、被災地の小中学校に 35 万冊を無

料配布して、幅広い教師・生徒たちへ、災害後のセルフメンタルケアに関する科学的
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な知識を速やかに周知した。毎週 1 時限のメンタル指導の授業を開設し、心理学的知

識の普及を図り、教師と生徒の自助及び共助の能力を高めた。第二に、メンタルケア

活動の全過程を確実に保証したことである。メンタルケア・リーディンググループを

発足させ、さまざまな支援の取り組みの調整を図り、メンタルケアを科学的に秩序立

てて実施した。第三に、メンタル指導を行う心理カウンセラー研修の対象者全員に対

する実施を確保したことである。さまざまな災害後のメンタルケアの研修活動を積極

的に企画・実施することによって、教師のメンタルケアの水準を高めた。 
 
2. メンタルケアの効果持続メカニズムの構築 
 第一に、災害後のメンタルメンテナンスの 4 等級体系を構築して、メンタルケアの

システム化を確実なものとした。これによって、省・市（州）・県（市、区）・学校と

いう 4 等級体系が形成された。専門機関を設立する又は専門家がメンタルヘルス教

育・研究を担当し、それに応じたメンタルヘルス教育センターの教育研究グループを

発足させた。規模の大きな学校には心理カウンセリングルームを設置し、規模の小さ

な学校は合同で、区画単位でメンタルサービスステーションを設立した。校舍が倒壊

したり、教師や生徒が死亡した学校には、メンタルサービスの教育・研究グループを

設立して、経験を有する心理カウンセラーを 低 1～2 名配備し、他の学校には区画

単位で教育・研究グループを共同設立した。第二に、安定した専門家チームを養成し

て、メンタルケアを行う教師の専門職化を図った。約 5 年の歳月をかけて、生徒 1,500
人につき専任のメンタルヘルス教育の教師一名を配備するという目標を徐々に実現

しながら、身分証携帯での勤務も実行させている。第三に、災害後のメンタルヘルス

活動カリキュラムの構築を強化することによって、メンタルヘルス教育を授業の場に

も取り入れながら、今後のメンタルケア業務の規範化を確実なものとした。四川省の

義務教育の地方教材『生活・生命と安全』の関連内容を存分に活用して、メンタルヘ

ルスに関する常識を普及させ、生徒が一般的な精神保健の知識と心理的適応方法を習

得できるよう手助けし、良好な精神的素養を育んだ。第四は、学校の心理カウンセリ

ングルームの専門的なメンタルヘルスに関するソフトウェアシステムやテレビ番組

を利用して、今後のメンタルケア業務の情報化を図った。第五は、災害後の心理に関

する特別研究を実施して、今後のメンタルケアの科学化を確実なものとした。いのち

の教育、メンタルヘルス教育等に関する課題研究を積極的に実施し、災害後の心の再

建に関する業務の科学性と持続可能な発展を実現させた。 
 
III  教師の再建：ヒューマンケアと全体的な向上 
 
 教師は学校の も重要な資源であり、学校運営における大きな精神的原動力であり、

また貴重な財産である、という考え方を堅持して、被災地における教師陣の体制構築

を重視した。 
 
1. 地震被災地への速やかな教師補充 
 四川省教育庁は、被災地の学校の教師の不足状況と、復学・授業再開の際に実際に

必要とされる教師のニーズをしっかりと確認した上で、被災地における学校配置計画、

クラス人数の設定、学年・クラスの設置について勘案し、教師の不足数を試算して、

教師陣の構築を目指した短期及び中長期計画を策定し、教師 7,780 余名を地震被災地

へ速やかに補充した（編成要員のうち、招聘された教師は 5,242 人、「農村義務教育
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段階の学校教師特設職務計画」の実施によって招聘された特設職務教師は 1,509 人、

省内外の教師による震被災地の学校への赴任支援はのべ 1,030 人だった）。このよう

に、被災地における復学・授業再開と正常な教育・教学活動の必要性は十分に満たさ

れたのである。 
 
2.地震被災地における校長及び教師研修の企画・実施 
 「地震被災地の小中学校教師研修援助計画」、「地震被災地の小中学校教師のメン

タルリハビリテーション教育研修計画」、「四川地震被災地の小中学校校長の管理能

力向上研修プロジェクト」等を企画、実施し、被災地の学校教師全員に研修を行い、

小中学校校長 4,119 名が研修を受講した。 
 
3.地震被災地の教師に対するヒューマンケアの強化 
 第一に、被災地の教師に対する各種待遇の充実化を図った。被災地の教職員に対す

る労働災害の損害賠償や補償等の業務を的確に行い、被災地の教職員に対して定時・

満額での給与支給を保証し、地震被災地における多くの教師の経済的な待遇を適切に

改善した。第二に、地震被災地の教師に対する慰問活動を的確に実施し、地震被災地

に深く踏み込み、小中学校教師への慰問を行った。第三に、職名評議審査（訳注：専

門職の職業レベル評価に近いもの）政策を適時に調整した。地震被災地の小中学校教

師の職名評議審査政策に調整を加え、地震の重度被災地の小中学校教師に対して職名

評定を実施して政策的支援を提供した。第四は、表彰・奨励活動の積極的な展開であ

る。奨励・表彰制度を整備して、被災地において地震災害克服・被災者救済に取り組

んだ優秀な教師をさまざまな形で表彰し、奨励した。 
 
VI  学校の再建：科学的な計画、合理的な配置 
 
1.科学的計画 
 『汶川地震災害復興再建条例』の全体的な枠組みの下で、四川省教育庁は 5 月 30
日に文書を発行し、災害後学校復興再建計画について適時に指導意見を提出した。同

意見では、再建と発展について統一的な計画・検討を行いながら、学校再建を被災地

再建の全体計画へと組み込み、人口の変化、経済的発展、人の流れ、物の流れ、情報

の流れの方向性や傾向といった要素を十分に考慮している。また、学校用地における

危険回避・防災を科学的に論証し、学校の歴史と伝統を尊重しながら、地域的な特色、

民族的な特色を際立たせ、特色ある学校の創設に努めること、さらに、地域へのサー

ビス提供の強化と地域文化を伝える能力を増強させ、再建後の学校を公共の緊急避難

場所としても活用できるようにすることを求めている。 
 
2.合理的配置 
 教育の質及び学校運営における効果・利益の向上と教育構造の 適化に資するとい

う原則に則り、「場所・規模・機能を定める」ことを強調し、学校全体の構成・構造

を科学的に調整して、教育資源の 適な統合を図った。例えば、人口 30 万人が所在

する都市部には、規定に従って特別支援学校 1 箇所を建設した。各郷鎮（町村）には、

立派な中央幼稚園が建設されており、農村地域の普通高等学校、中等職業学校は、原

則として県人民政府の所在地に建設している。中学校は中心的な郷鎮に建設し、小学

校は集中的に配置して、幼稚園及び特別支援学校は、実際の必要性に応じて配置した。
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完全に再建された中高一貫校は、原則として高等学校・中学校・小学校を個別に設置

しなければならない。九年一貫性の学校を増設し、山岳地帯の県には教育拠点を適切

に残して、寄宿制学校の建設を推進し、寄宿制学校の規模と寄宿生の比重を拡大させ

ている。 
 
3.機能の完備 
 実験室（実験棟）、運動場、音楽及び美術といった多機能室、コンピュータルーム、

寄宿制学校の居室、生活施設（北川中学では、明るく広々とした教室、清潔で整頓さ

れた宿舍だけでなく、実験室、図書館、運動場も新設されており、どれもハイレベル

な施設である）を基準に基づいて建設し、配置した。甚大な被害を受けた被災地の学

校には、肢体不自由者のためにバリアフリーの施設・設備（専用通路、専用衛生設備、

リハビリテーション施設等）を設置している。都市と農村間、地域間、学校間におけ

る学校運営の環境や資源の配置といった格差は明らかに狭まり、均衡化傾向を呈して

おり、歴史的な飛躍が実現した。 
 
V  制度の構築：メカニズムの整備、秩序正しい再建 
 
 四川省教育庁は『汶川地震災害復興再建条例』を指針として、教育の緊急時対応メ

カニズムを速やかに起動させ、情報の発信、ペアリング支援、学校の安全、再建の監

督・管理といった制度を整備しながら、地震災害克服・被災者救済及び災害後の教育

再建といった各種業務を制度化し、災害後の教育再建のために力強い組織と制度的保

障を提供した。 
 
1.教育緊急時対応メカニズムの適時起動、情報発信制度の完備 
 地震が発生した当日、教育庁は直ちに庁長をグループ長とする「地震災害克服・被

災者救済業務リーディンググループ」を発足させ、全省の教育システムにおける地震

災害克服・被災者救済、疾患予防・救助業務、小中学校の安全な授業再開の関連業務

等に対して一元的な指導を行った。被災地の学校関連情報を速やかに収集し、定期的

な記者会見やブリーフィングの開催、テレビの独占取材、四川省教育テレビの特集番

組といった形で、全省の教育システムにおける地震災害克服・被災者救済、復興再建

の過程や状況について紹介し、被災者の救済や再建過程の実態を伝えた。 
 
2.ペアリング支援、特定地域支援制度の構築・完備 
 第一に、特定地域による一対一の支援制度を施行した。各地の実際のニーズに応じ

て具体的な方法や措置を定め、全省 13 箇所の非被災地及び軽度被災地における特定

地域が、それぞれ 13 箇所の重度被災県（市、区）内の重度被災郷鎮 1 箇所を支援す

るという取り組みを積極的に実施した。全省の各非被災地及び軽度被災地の教育行政

部門、教育研究機関、大学・専門学校の教育管理、教育研究及びメンタルヘルス教育

の専門家を、各被災地の市（州）の県（市、区）に選抜・派遣して臨時職務につかせ、

被災地での特定地域教育支援を実施した。第二に、国のペアリング支援メカニズムの

効果的な実施を確保した。四川省教育庁は文書を発行して、被支援地や被支援学校の

決定について支援提供側と連絡を取って意思疎通を図り、支援提供プランを共同で検

討し、関連手続きの実施といった事項について明確な規定を定めた。責任主体を明確

化し、支援提供側と被支援側双方の情報交流をスムーズにした。 
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3.学校の安全制度の強化 
 安全教育活動の授業を実施して、学校の安全・安定化、疾患予防・救助、衛生・防

疫、食品の安全、飲料水の安全等の制度を整えて、教師と生徒の安全を確保した。 
 
4.再建の監督・管理メカニズムの整備 
 「地震災害克服・被災者救済資金物資の監督管理リーディンググループ」を発足さ

せ、全省の教育システムにおける地震災害克服・被災者救済資金物資の受け入れ、支

給、手配、使用、管理に対して監督・検査を実施した。『汶川地震災害後学校復興再

建計画の実施に関する意見』を施行し、学校建設プロジェクトに対し、地方政府が一

元化した企画・建設、管理、入札募集、調達、監督・管理及び検収の制度を実施した。 
 
VI  科学的研究：サービスの再構築、実践の指導 
 地震が発生してから数日後、中央教育科学研究所の所長、袁振国教授は、支援隊を

率いて自ら被災地に赴き、四川省教育庁や四川省教育科学研究所とともに、汶川地震

災害後の教育再建事業の支援プランを慎重に検討し、策定した。中央教育科学研究所

の特別業務基金経済援助プロジェクトという形で、「『5.12』四川汶川大地震災害後教

育再建研究」テーマとして確立され、私が主幹を務めた。タスクフォースチームは省

内外の大学・専門学校、科学研究院（所）、教育行政部門や被災地の学校の力を結集

して研究チームを立ち上げ、「教育再建に関する意思決定に奉仕し、教育実践を指導

し、再建における教育の法則を模索して、再建に関する経験を総括する」ことを目的

として、「心の再建」、「教師の再建」、「教学の再建」、「学校文化の再建」、「災害後の

教育再建における制度の構築」及び「災害救援という遺産ともいうべき貴重な経験の

総括」という六つの面から研究を実施した。研究は教育再建の取り組みの全体を貫き

ながら、啓発的な価値と取り扱う価値を有する研究成果を挙げている。 
 専門書 7 冊が出版されたが、このうち 23 件の調査研究報告及び政策に関する提案

は、教育再建に関する意思決定及び文書の策定にとって大いに示唆に富むものであり、

提案は効果的に採用された。研究成果が生かされた政策や文献集、特定テーマの資料

等は、四川省教育庁が経験的資料として我が国の青海省玉樹県及び甘粛省舟曲県の教

育行政部門に提供され、この二箇所の被災地の教育再建における重要な参考情報とな

っている。 
 現在、被災地の教育再建は既に全面的な振興の時期にさしかかっており、研究する

必要のある多くの新しい問題を抱えている。海外における災害救援に関する経験から、

甚大な災害がもたらしたトラウマは長期間にわたることが分かっている。被災地の教

師・生徒のメンタル指導やメンタルヘルス教育を、いかにして継続的かつ的確に実施

するか。被災地の教師陣の構築をいかにして強化し、教育・教学の質を高めるか。学

校の運営環境を 大限に改善すると同時に、いかにして教育の質と管理水準の向上に

注力し、地震被災地の学校の持続可能な発展力を増強させるか等、私たちはこのよう

な問題に的を絞り、『四川省中長期教育改革と発展計画綱要（2010-2020）』において

「地震被災地の小中学校教育向上計画」を立案しており、問題解決を図っていく方針

である。 
 
 日中両国はともに地震多発国であり、独自の特色ある危険回避・災害克服に関する

経験を豊富に蓄積している。今回のシンポジウムは、災害後の教育再建に関する実践
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や経験及び研究成果の交流と共有、両国の協力体制の強化に資するものであり、素晴

らしい勉強の機会を与えてくれるものである。四川省における災害後の教育再建の推

進にとっても、素晴らしい啓発と参考的価値があるだろう。 
 私は四川省の被災地教育が、必ずやより良い明日を迎えられるものと確信している。 
 
 ご清聴、ありがとうございました。 
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何紹勇副庁長プロフィール 
 
四川省涼山州冕寧県出身。西南民族大学政治・歴史専攻卒業。現在、四川省教育庁

副庁長を務める。これまでに、涼山州民族幹部学校（四川省彝文学校）、甘洛県、涼

山州において教育管理及び行政管理等の職務を歴任。 
 
 2008 年の「5.12」汶川大地震の発生後は、四川省教育庁において災害復興を担当す

る副庁長として、四川省教育システムの災害後の再建事業を統率、組織化してきた。 
主に、被災地の生徒の避難、復学・授業再開の計画・手配、被災地の生徒のカウンセ

リングやメンタルヘルス教育の企画・手配・実施、被災学校の災害後の再建といった

一連の業務を受け持つ。また、中央教育科学研究所の特別業務基金プロジェクト

「『5.12』四川汶川大地震災害後教育再建研究」を主宰し、このテーマの研究成果によ

り、2010 年度の四川省人民政府優秀政務調査研究報告に選出。四川省教育庁の第 14
回教育科学研究成果一等賞、全国第 4 回教育科学研究成果三等賞を受賞した。 
 
『教育研究』、『教育科学論壇』等の刊行物において、『科学の再建を堅持し、四川

省の教育を振興する』といった代表作を発表している。2011 月 1 月には、著作『「5.12」
四川汶川大地震災害後教育再建研究』（教育科学出版社）が刊行された。 
 


