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論文要旨：
21世紀、中国は経済発展に伴い、生活における衣食住などの物質的な満足から、音楽など精神
的世界の豊かさを享受しようと努力している。中国の音楽教育は学校音楽教育と校外音楽教育に
分けられ、さらに、校外音楽教育は社会音楽教育と民間音楽教育に分けられている。近年、学校
音楽教育と比べ、校外音楽教育の方が盛んになっている。これまで学校音楽教育については研究
が進められてきたが、校外の音楽教育、特に民間音楽教育については、あまり研究されてこなか
った。
本研究では、まず第一章で学校音楽教育の歴史を新中国建立前、新中国建立後、改革開放以後
から現代の順で説明した。また、学校音楽教育の現状を分析し、現在の学校音楽教育の問題点を
明らかにした。第二章では、社会音楽教育として少年宮を取り上げ、少年宮の歴史・背景などを
調査した上で、特に「長春市少年宮」を取り上げた。近年長春市少年宮の問題に関する記事が多
くなり、現在学生が減り、衰退してきた事実を述べた。第三章では民間音楽教育のマンツーマン
音楽教育と一種類の楽器の専門学校―顕順琵琶学校を取り上げて、現状と問題点を分析した。ま
た、第四章で現在の中国の音楽教育において、重要な制度として認識されている社会音楽考級試
験について分析した。音楽考級試験はどのようなものなのかを本論文で明らかにした。
校外音楽教育の目的はミュージシャンを養成することではなく、音楽を普及させ、子供の精神
的糧を増し、心身健康な子供を養成することである。音楽上達の成果の追求ではなく、校外音楽
教育を普及させ、子供は心から、生活を愛し、音楽を愛し、さらに一生音楽を伴い、生活の質を
向上させることが目的である。学校音楽教育、社会音楽教育、民間音楽教育の間には、競争では
なく、お互いに支え、長所を持って短所を補足する考えが必要である。
キーワード：校外音楽教育

少年宮

顕順琵琶学校

考級

Abstract:
The music education in modern China is constructed not only in schools, but in social
facilities and private institutions. In recent years, the music education that has been taught
outside of schools is emphasized more than the one in schools.Until now, however, a lot of
research topics were on the music education in schools and there was little research about
the off-campus music education in China.
I tried to clarify the actual situations and problems of the music education in modern China
to focus on this music education; especially through the research about the Children’s Palace
(as music education in social facilities) and Xian Shun Pipa School (as music education in
private institutions.) At that time, I analyzed the Music Grade Examination system which is
implemented outside of schools and I illustrated how the system works.
The three educations of school, social facilities and private institutions should support each
others instead of competing.
Key words: Off-Campus Music Education

Children’s Palace

Grade Examination
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序章

ースが少年宮の重要な構成部分として、増設が進めら

まず、本論文の研究背景や問題意識、研究方法、先

れてきた。

行研究などについて述べておきたい。

民間音楽教育は、1979年の「一人っ子政策」と近年

清の末期、中国における近代音楽教育は、
「学堂楽歌」

の経済発展の影響で、親族が一人の子供に最も優れた

運動として始まった。
「学堂楽歌」とは清末民初に新式

教育をさせたいという思いから、優秀な先生を探して

学校で開設された音楽科で教えられていた歌曲である。

レッスンを受けさせる風潮によって徐々に規模が増大

さらに、新中国建立前の1919年になると、封建教育が

してきた。

批判され、
「健全人格の養成、共和精神の発展」を提唱

また、近年注目されているのは、2006年に琵琶演奏

する「五四運動」によって中国新民主主義が始まり、
「美

家の周顕順が全国で初めての民間の琵琶専門学校2「顕

育の普及」が推奨された。しかし、新中国建立後（1949

順琵琶学校」（吉林省辽源市福镇大路2号）を創設した

～1977）になると、
「文化大革命」の10年（1966～1977）

ことである。つまり、先生のところで個人レッスンを

で、教育事業の発展は破壊され、もちろん音楽教育も

受ける形から、民間の音楽専門学校へ通う形が出て来

前に進まない状況に入った。改革開放以降から現代

たのである。

（1978年以降）では現在中国の小中学校1音楽教育は約

このように、中国では学校外の音楽教育のほうが学

一週間に2回(毎回40分)行われている。基本的には五線

校音楽教育より盛んになっている。だが、これまで中

譜を習い、教師が電子オルガンを弾いて、合唱する。

国では、学校音楽教育については研究が進められてき

中学にも、音楽の授業はあるが、受験科目の授業に変

たが、学校外の音楽教育については、あまり研究され

える学校が多く、音楽教育は有名無実となっている。

てこなかった。したがって、筆者は学校外の音楽教育

しかしながら、現代中国の音楽教育は学校だけではな

（社会音楽教育と民間音楽教育）について、特に少年

く、社会教育や民間教育など、学校外でも行われてい

宮と顕順琵琶学校を手掛かりとして、現代中国におけ

て、重要である。

る学校外の音楽教育の実態と問題点を明らかにしたい、

1949年に、新中国政府が成立した後、共産党中央委

その際に、考級試験にも焦点を当てたいと考えている。

員会は、教育について「新中国政府は、子供の利益か

前述したが、中国の音楽教育は学校だけではなく、

ら考え、なるべく子供たちのために、良好な物質条件、

校外に社会音楽教育と民間音楽教育もあり、学校音楽

精神的糧を提供しなければならない」と呼びかけた。

教育より盛んである。校外音楽教育を代表する施設と

その後、学校教育の発展に従って、学校以外の社会教

して、「少年宮」(社会音楽教育機構)と、近年注目さ

育施設も徐々に設立されてきた。学校外の社会教育に

れている中国で初めての琵琶専門学校「顕順琵琶学校」

は、児童公園、児童劇場、児童・少年図書館、少年科

(民間音楽教育機構)を取り上げ、分析していきたいと

学技術センターなどのいろいろな児童活動の施設があ

考える。当然のことながら、全国に多数ある少年宮を

る。

すべて調査することはできないが、筆者は子供の頃、

それらの教育施設の中でも、
「少年宮」は最も重要な

長春市の少年宮に通ったことがあり、現在少年宮の関

学校外の社会教育施設として認められている。1987年

係者を紹介してくれた親戚がいるので、他の少年宮よ

までに、中国国内では少年宮、児童活動センターなど

りも、調査が容易であった。また、中国ではまだこう

8000箇所余り設立され、これに伴って、音楽教育のコ

した調査に対してオープンではなく、情報公開も進ん

1

現在、中国では 9 年義務教育である。つまり、小学校 6 年
間、中学校 3 年間。最近は、小学校 5 年間、中学校 4 年間の
所もある。

2

中国には、琵琶以外の民間音楽専門学校と呼ばれている学
校は今のところはないと思われる。

2
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でいないために、複数の少年宮を調査することが困難

とが分かった。

であり、全国の数ある少年宮から長春市少年宮を取り

孫悦湄は「中国学校音楽教育の歴史、現状及び発展

上げた。

の形勢」の中で、中国改革開放以来、特に 20 世紀末に

本研究では、文献調査、実地調査とインタビュー調

2 回の教育改革―『全国芸術教育の全体の企画』
、
『基礎

査等を研究手法の中心とした。文献調査では、まず、

教育の課程改革の綱要』―があって、全面的に中国の

学校音楽教育の歴史、問題点を明らかにするため、文

素質教育を前進させたことを明らかにしている。この 2

献を収集分析し、また少年宮について日本と中国で出

回の教育改革は、現代中国の学校音楽教育の発展に新

版された文献や学術雑誌、関連ウェブサイトから全般

たな理念を与えた(孫 2006a) (孫 2006b) (孫 2006c)。

的な資料を収集し、先行研究を整理した。そして、民

徐巧玲は「中国学校音楽教育の発展及び専門学校の

間音楽教育についての文献が少ないので、実地調査と

音楽教育の問題」の中で、まず学校音楽教育の歴史を

インタビュー調査を行った。実地調査では、中国吉林

述べ、そして 80 年代以来、中国は小中学校の音楽教育

省に赴き、長春市少年宮、遼源市にある顕順琵琶学校

の研究著作を沢山出版したことを紹介している。この

を訪ねて、現在の状況を確認した。インタビュー調査

ことからこの時期の中国は学校音楽教育を重視してい

では、小学校「長春市長鉄実験小学」の児童と保護者

たと理解できる。だが、昔から中国の教育は試験のた

を対象とし、現在の学校の音楽教育の事情を調査する。

めということがあって、学校音楽教育の発展が困難で

また、社会音楽教育について、吉林省長春市にある少

ある。いろいろな問題を解決しないと、中国の学校音

年宮の関係者を対象としてインタビューをする。そし

楽教育は前に進まない状況に入る(徐 2009)。

て、顕順琵琶学校の関係者、筆者が教わった楽器の先

このような先行研究から、学校音楽教育についての

生たち(張雪莉、李×)、一緒に楽器を習った同級生(張

研究は豊富に存在するが、校外音楽教育には触れてい

春)を対象として、民間音楽教育のことについて聞き取

ない。また、学校音楽教育は現実にはうまく機能して

り調査を行う。

こなかったこともうかがえる。

中国の学校音楽教育に関する先行研究には、高崢3が

少年宮に関する先行研究には、許德馨が『少年宮教

『近代中国における音楽思想の成立―留日知識人と日

育史』の中で、少年宮という社会施設の歴史や発展な

本の唱歌』という著書を刊行しており、清末における

どを述べた。新中国成立初期、共産党や政府は児童・

近代学校制度の導入及び音楽教育に対する位置づけに

少年の教育を重視し始めた。現代化建設の目的を達成

ついて述べている。その中で、政府官僚らはなぜ音楽

させるために、専門的な人材が必要なので、児童・少

の教育について積極的に実践しなかったのかについて

年の科学技術、文学、芸術、体育などの各方面への興

論じた。客観的な要因としては、音楽教育を実施する

味と特性を伸ばし、国家の経済と社会の発展に必要な

ための教材、教員及び教育環境など、当時にしては極

人材を養成したいと考え、少年宮の誕生と発展の基礎

めて不足していた。また、主観的な要因については、

を作った。この文献は少年宮の歴史・発展について参

学校の教科設定に大きく左右された。当時音楽授業に

考になる。だが、現在の少年宮の事情(衰退してきたこ

ついては随意科目になっていたからである(高 2010)。

となど）については全く触れていない。

清末における学校音楽教育の事情が明らかになり、清

錢初熹は、論文「中国の少年宮における美術教育の

の時代から学校音楽教育の位置も重要ではなかったこ

歴史と展望」の中で、中国少年宮の児童・少年の絵画
教育の状況、問題点及びこれからの展望などについて

3

高崢：北京師範大学外国語学院日本語専攻コースで卒業後、
日本慶応義塾大学の入学し、2007 年に教育学の博士を取得し
た。

論じた。中国の普通小学校では、児童・少年に絵画に

3
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関する広い知識を与えることをめぐって教育内容が設

いので、インタビューや実地調査をする。だが、
「顕順

定されている。また、小学校の美術教科書は、国家教

琵琶学校」の創立者周顕順のことに関する記事があっ

育委員会が公布した「美術教育大綱」に規定した各学

た(趙 2012a)、(趙 2012b)。

年の内容によって編纂されたものである。授業の内容
は、教科書によって限定された範囲で行われる。授業
はほとんど教室内で行われる。学校以外の教育組織と
しての少年宮では、中国国家教育部が制定する「美術
教育大綱」がなく、教師は自主的に教材を開発しつつ
ある。従って、授業の内容は大変自由で、豊富である(錢
1993)。錢の論文は少年宮の音楽教育については述べて
いないが、美術と音楽は隣接する芸術科目なので、参
考になる点が多いと考えられる。
『中国文化刊』の記者、褚暁亮・李瞧、李大川など
は、現在の少年宮の状況を述べた。近年の新聞や雑誌
には、少年宮の問題を指摘する記事が多く見られる。
そうした記事から、少年宮の実態を知ることができた。
考級試験に関する先行研究としては、張力元は「中
国社会音楽考级 20 余年の発展の道(上、中、下)」の中
で、音楽考級の 20 余年の発展史を述べた（張 2010）
。
しかし、中国音楽考級の歴史や発展などは参考になる
が、現在の中国音楽考級の問題点、そして、音楽考級
が社会音楽教育にどんな影響を与えたのかなどについ
て触れていない。
陳越は「学校音楽教育と社会音楽教育の比較―中小
学校の授業と芸術考級試験の教学からの視点」の文章
の中で、学校音楽教育と社会音楽教育がお互いに補足
していると指摘した(陳 2014)。
楊海龍は「瀋陽市におけるピアノの民間音楽教育の
現状調査と研究」の中で、社会音楽教育の普及の影響
で、学校の音楽教育の単一である状況を解決したと述
べている(楊 2012)。
多くの先行研究には、中国の音楽教育は学校音楽教
育と社会音楽教育しかないと書いてある。民間音楽教
育については音楽教育の一部でありながら先行研究は
見受けられなかった。
民間音楽教育についての先行研究はあまりにも少な

4
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第一章

中国における学校音楽教育

ー主義者の康有為6、梁启超7は、日本を見習い、西洋文
明を学び、各種の文化教育施設を設立することを提唱

1-1 中国の音楽教育

した。1898 年、資産階級改良派は新式の学堂に「楽歌」

中国の政治、経済の時代区分では、1840 年のアヘン

の授業を設けるように提言し、音楽を通して新思想を

戦争を近代の幕開けとし、1949 年の中華人民共和国の

普及しようという目的があった。当時「楽歌」の内容

成立から、それ以後を現代と規定されている。しかし、

は、資産階級の知識人が欧米の科学文明を習いたいと

中国の教育史の時代区分では、清末の科挙制度廃止と

いう願望の反映、または「富国強兵」や「救国、生存

新しい学校制度の導入を境目として、古代教育と近代

をはかる」などの民主主義と愛国主義の政治要求を実

教育に区分されている (王 2004：18 頁)。中国におい

現することであった。1907 年、清政府は「奏定学堂章

て近代学校制度が本格的に導入されるのは、1904 年 1

程」のもと、
「奏定女子小学堂章程」及び「奏定女子師

4

月「奏定学堂章程」 (図１:41 頁)の公布に端を発する。

範堂章程」を発布し、音楽教育を正式に学制公文書に

「この章程のもと、近代学校を全国に設立し、普及す

入れた。1909 年に「学部奏請変通初等小学堂章程折」

るための施策が相次いで打ち出されるにつれて、伝統

を公布し、初等小学堂は「楽歌」の授業を増設すると

的科挙制度の廃止及び学校を頂点とする近代的教育行

規定し、音楽の授業は全国の小中学堂で正式に実施さ

政制度の確立を一本柱とする近代学校教育体制が確立

れた。

されつつあったのである」(高 2010:2 頁)。

「学堂楽歌」の歌の多くは欧米あるいは日本の既存

「奏定学堂章程」の中の初等小学堂における科目構

の旋律を選択して、中国の社会新思想を反映できる中

成では、必修科目と随意科目に分けられている。必修

国語の歌詞をつけて作られた替え歌で、こうした手法

科目は中国語、算数、歴史、地理などである。随意科

を「依声填词」8と呼んでいた。
「学堂楽歌」は中国の伝

目では、絵画、手工と楽歌の 3 科目が設置された。こ

統的な歌曲と違って、新たな様式であり、新式学堂の

の時は、音楽の授業があるが、随意科目の中にあり、

音楽授業で、小中学生に教えられた。
「学堂楽歌」は当

選択してもしなくても良い位置であった。19 世紀の清

時社会文化生活の新たな気風になっていた。沢山の帰

末では、音楽という教育は学堂の科目から切り離され

国留学生が歌を創作し、大量な楽歌の歌曲を作った。

ることがあった。しかし、「学堂楽歌」運動によって、

例えば、瀋心工9は『学習唱歌集』、『国民唱歌集』など

中国近代学校受講科目の中に音楽が本格的に取り入れ

の楽歌曲を出版し続けた。これらの楽歌の作品は中国

られた。「学堂楽歌」とは清末民初に新式学校で開設

近代音楽教育の形成や発展に大きな影響を与えた。

された音楽科で教えられていた歌曲である。この「学
堂楽歌」運動によって、中国の音楽教育史は新たな幕

1-2 中国の学校音楽教育の歴史

が開き、中国近現代音楽教育発展の重要な標識となっ

以下の部分では、(丁 2006)、(徐 2009)、(姚 2011）
、

た(高 2003:36 頁)。
6

康有為（1858 年 3 月 19 日－1927 年 3 月 31 日）原名祖诒、
広東省南海県蘇村人、中国政治家、思想家、教育家。
7
梁启超（1873.02.23－1929.01.19）清朝の举人(科挙試験の
郷試に合格した人）
、中国近代思想家、政治家、教育家、史学
家、文学家。
8
既存の音楽旋律に歌詞をつけること。
9
瀋心工(1870－1947)：音楽教育家。上海市で生まれた。瀋
心工は中国留学生を集まり、
「音楽講習会」を作った。そして、
わざわざ日本音楽家を先生として招聘し、中国楽歌の創作に
ついての問題点を研究した。近代音楽講習活動を行う創始者。

「維新変法」5運動の影響で、代表的なブルジョアジ
4

「奏定学堂章程」は張之洞（1837 年－1909 年、軍機大臣）
、
栄慶（1859—1917 年、管学大臣）
、張百熙(1847—1907、教育家)
の 3 人で作った。
5
「維新変法」とは、1898 年 9 月 21 日に康有為、梁启超から
政治上の改良主義運動を起こした。西洋のことを学ぼうと提
唱し、科学文化、政治の改革、教育制度などを改良する政治
運動である。

5
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(孫 2006a)、(孫 2006b)、(孫 2006c)を参照し、筆者

育政策、規定及び各種の教育理論の著作、教材、講義

が翻訳、中国における学校音楽教育の歴史を時代順に

の中から、「美育」11の痕跡は、消されてしまった。そ

まとめる。

して、この時期は多くの音楽教師が批判され攻撃され、
転業する人が多くなった。今まで形成した音楽教学体

1-2-1 新中国建立前（1919～1948）

系がすべて崩されて、学校で使われた歌曲は多く批判

新中国建立前の音楽教育発展史の中で、「学堂楽歌」

され、学校の音楽教師も迫害をこうむって、他の科目

の他にもう一つの重要な事件は美育観念を創造したこ

を教えるのか、或いは学校を辞めるのかの 2 つの選択

とである。1919 年、封建教育を攻撃して、
「健全人格の

しかなかった。学校音楽教育の存在は亡くなった。

養成、共和精神の発展」を提唱した「五四運動」によ

この時期は学校音楽教育がほぼ停滞していたが、社

って、中国新民主主義が始まった。この時期、北京大

会音楽教育が 70 年代初期に盛んに興った。一部の保護

10

学の学長―蔡元培 が「五育 併重」、「美育の普及」を

者達が一芸に秀でる子供に育てたく、楽器を買い、音

推奨した。彼は「宗教の代わり美育を学ぶ」と「人生

楽教師を雇い、楽器を演奏する基礎技能と楽理知識を

のための芸術」を作り出し、当時多くの音楽家と音楽

子供に学ばせていた。このことで、
「文化大革命」の後、

教育家が音楽実践活動を行う時の着眼点になっていた。

国家の音楽人材を作り、音楽教育の復興に基盤を作っ

1919 年、蔡元培は学校で「美感教育」を重視する必要

た。

があると提言し、その後、日本の文部省にあたる教育
部がこの法令に基づいて、学校教育に関する一連の章

1-2-3 改革開放以後から現代 (1978 年以降)

程が発布された。そして、その中に、学校音楽教育を

「文化大革命」が終わり、改革開放で中国の状態が

明確に規定した。音楽教育は学校教育の中で一つ重要

一新され、中国の学校音楽教育も発展の時期に入った。

な構成部分という地位に確立された」(馬 1999:28 頁)。

中国共産党の十一届三中全会を招集して、中国の美育

1919 年に学校音楽教育についての一連の章程を発布

は全面の教育の中で不可欠であると再び強調した。学

した後、1923 年には『課程設置綱要』を発布した。綱

校音楽教育は学校教育の中の重要地位と役割が人々に

要の内容には、小学校の学制は 6 年で、中学校の学制

正しく認識されて、学校音楽教育の実践は徐々に学校

は 3 年で、9 年の間に「音楽授業」が設置されていて、

教育の中で軌道に乗った。特に改革開放以来、中国共

さらに「楽歌科」から「音楽科」の名前に変更した。

産党中央国務院から「全国教育事業会議」を三回招集

音楽教育の内容も唱歌に加え、さらに楽譜を読む、楽

して、音楽教育の地位は学校教育の中で少しずつ向上

理を習う、音楽の鑑賞が授業に取り入れられた。この

して行った。

内容は音楽教育の基礎となり 70 年代末まで続いた。そ

1985 年 5 月に、中国共産党中央国務院が改革開放以

して、中国の学校音楽教育が規範発展の段階に入った。

来の「第一回全国教育事業会議」を招集した。会議に
は美育音楽教育についての具体的な問題への言及がな

1-2-2 新中国建立後（1949～1977）

かった。しかし、音楽教育は教育事業の中の一部であ

「文化大革命」の 10 年（1966～1976）で、学校教育

り、音楽教育の運命は教育事業の運命としっかりと結

事業の発展が破壊され、とりわけ音楽教育に深く損害

び付いている。
「第一回全国教育事業会議」は美育と音

を与えた。この時期、国家から発布されたすべての教

楽教育については具体的に言及しなかったが、巨視的

10

11

五育：軍国民主主義教育、実力主義教育、市民道徳教育、
世界観教育及び美感教育

学生に美の鑑賞と美を創造する教育(音楽教育、絵画教育な
ど)

6
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教育体制の改革及び教育思想を大解放し、美育と音楽

ンクールを開き、全国音楽教育論文の評議活動などを

教育は学校が全面的に発展する教育の中で地位が徐々

開催した。党と国家が音楽教育に対する認識を新たに

に回復することが期待できる。

している。音楽教育は学校教育の中での地位がますま

1986 年 4 月に、国務院副総理と教育委員会責任者を

す向上されてきている。

兼ねて李鹏は教育に関して『中華人民共和国義務教育

2001 年『中小学音楽課程標準』、
『中国九年義務教育

法（草案）』の中で、「小中学校教育の中で、徳、体、

全日制中、小学音楽教学要綱』
（修訂稿）によって、中

美全面的発展の方針を貫徹し、音楽、美術、体育など

国の学校音楽教育は改革的実質段階に入った(表 1:41

の科目の教育をもっと重視するべきだ」と言明した。

頁)。

ここで、30 年を掛けて、党と政府が改めて美育と音楽

学校音楽教育は国民音楽素養の標識である。現代文

教育を重視し始め、音楽教育が学校教育の中に戻った。

明社会の中で、一つの国家、一つのまちの生活と文化

この時期、国家教育委員会は人民音楽出版社に頼っ

水準を評価する時に、ただ国民の平均収入、あるいは

て、
『中国音楽教育』という雑誌を作り始めた。そして、

全国人口の大学生が占める比率などをみるだけではい

音楽教育の対外開放の政策で、中国はアメリカ、ドイ

けない。音楽生活は国民素養、人民生活質量を評価で

ツ、フランス、イタリア、オーストラリア、日本、な

きる重要な標識である。しかし、専門的な音楽団体の

ど音楽教育について発達している国家と音楽教育の国

水準が全国人民の音楽の水準と一致するものではない。

際交流をした。

交響楽を聞く共感者と聴衆が存在することは水準の高

1989 年『教育改革を深化し、全面推進する素養教育

い交響楽団を造るより難しい。質の高い国民音楽教育

の決定』によって、根本から学校音楽教育の重要地位

がないと、多くの音楽の共感者と聴衆も存在しないの

を確立した。

である。国民の音楽素養は最も本質的に国民普通学校

1986 年から 1992 年までは新中国音楽教育の発展が初

音楽教育の規模と質などの方面から表す。

めての春と仮定すると、1993 年は中国学校音楽教育の
発展のもう一つの春に入ったと言える。1993 年 2 月に、

1-3 学校音楽教育の現状と分析

中共中央国務院から『中国教育改革と発展の綱要』を
公布された。
『綱要』の第 35 条に、
「美育は学生健康的

1-3-1 学校音楽教育の現状

審美観念と審美能力を育成するし、全面的に発展する

現在中国の小中学校音楽教育は約一週間に 2 回(毎回

人材を育成する重要な役割がある。美育が教育教学の

40 分)行われる。基本的には五線譜を習い、教師が電子

中での作用を発揮し、ぞれぞれの学校の事情によって、

オルガンを弾いて、合唱する。ちなみに、筆者は小学

様々な美育活動を開こう」と公布した。この『綱要』

校の時によくプラスチックの笛も習った(写真 1:42 頁)。

から見ると、中央国務院が初めて教育法規文書の中で、

中学にも、音楽の授業はあるが、受験科目12の授業に変

美育は学校教育の中での地位と作用を綱要の一条を作

える学校が多く、音楽教育は有名無実となっていると、

った。この重要な措置はその後の中国音楽教育を迅速

董少校(記者)は 2011 年 10 月 01 日『中国教育新聞』第

に発展するため、音楽教育の新局面を論理的、政策的

2 版で報告している(後述)。

な保障を提供した。

近年、中国の学校関係者は陰陽課程表(阴阳课表)と

1997 年から、教育委員会は『芸術教育の仕事条例』

いう言葉に注目している。陰陽課程表とは、一部の学

を制定し始めた。音楽教師の素養を高めるため、全国
小中学校音楽教師に基本的な知識と技能を勝負するコ
12

7

「受験科目」国語、数学、英語、歴史、地理、物理、化学。
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校では全国教育新政策 13 の形勢の下で表に教育主管部

年 10 月 1 日）
。初めに保護者からの話を聞くと、小学

門実施素質教育の「負担を軽減する５項厳しい規定」14

校 3 年生の子供は音楽などの副科の教材はいつも新し

15

の検査 に対処しながら、目の前の高校入学試験のため、

い感じがする(未使用な感じ)。保護者会の時、担当の

進学率を追求したいという現実に対応するという矛盾

先生からは、私たちは学生の成績を考え、音楽などの

の産物の意である。

授業を控えめしているとはっきり言われ、理解するよ

陰陽課程表は、ある学校では面従腹背で裏表のある

うにと保護者たちに伝えられる。不満な保護者もいる

やり方をし、正常である教育教学過程の中で、２つの

が、子供のため、黙認せざるを得なかった。また、1 人

課程表を作っている。一つは教育部門の検査の為作っ

の小学校の先生から話を聞いた。毎年教育部から各学

たもの、一つは実際に学生に使用されている事実の課

校の成績の良さをチェックされている。また、毎年、

程表である。

各学校の期末試験の成績も比較されている。そして、

現在、高校入試、大学の入試の影響で、大半の学校

しょうがなく、副科の授業を受験科目の授業に変え、

は学生に副科16を逃すため八方手を尽くしている。教育

良い成績を取るようにしている。

主管部門は明文がある規定の中で、美術、体育、音楽

また、筆者は、実験小学校 5 人の小学 5 年生17とその

などの科目は必要であると規定している。だが、一部

保護者たちから話を聞いた。彼達の話を聞くと、毎週

の小中学校は、
「副科」はあってもなくてもよい科目と

の音楽、体育の授業は、クラス担当の先生がいつも「副

いう位置で、副科の授業から試験科目の授業に変更さ

科」の先生に、今日は数学、国語の授業をする予定で、

れることが多い。

先生は休んで良いと伝える。しかし、実際は、子供た

学生の成績の為、補習を受ける或いは副科を受験科

ちは一週間１回の音楽授業を期待している。音楽の知

目に変えることについて、先生たちの態度を示してい

識も習えるし、気分転換の作用もあると思うし、毎日

る(図 2:42 頁)。この表は 2015 年 9 月 29 日に中国教育

ひたすらに国語、外国語、数学ばかりで、頭が痛くな

新聞記事に載せられた。この表から、学生の成績のこ

ると苦情を言っていた。保護者達は 5 人中の 3 人は学

とを考え、補習を受ける或いは音楽などの副科を受験

校の行動を賛成し、競争激しい社会の中で、子供の成

科目に変えることについては大半の先生、校長を含ん

績が良くなかったら、有名な学校に進学できなくなり、

で、賛成しないが、反対もしていない(黙認)ことが解

将来も見えなくなってくるという態度である。有名な

る。

学校に進学することは最も重要であることを示してい

『中国教育新聞』の記者が保護者と小学校の先生に

る。残りの 2 人は、学生を心配し、可哀想と考えてい

話を聞いたインタビュー記事が掲載されている（2010

る。子供の精神生活がそのうちに崩れてしまい、病気
になる恐れがあると言った。

13

例えば、困窮生に支援するや、幼稚園の教育を重視するな
どの政策。
14
「負担を軽減する５項厳しい規定」(2000 年)とは、①学校
のレベルが高いかどうかは進学率で決めることにはいけない。
②義務教育の段階では、試験を免除し、付近の学校に入学さ
せる。③学校は課程表の科目を随意に増減することは駄目。
④学課以外の様々な活動を行うこと⑤学生の休み時間を補習
すること、試験の成績で列を作ることなどは禁止。(職業技術
2004:16 頁)
15
各学校へ行き、学校の課程表をチェックする。例えば、課
程表の中、音楽、体育等の授業があるのか、学校で勉強する
学生に負担をかけているのかを検査している。
16
「副科」とは思想品徳、体育、美術、音楽などを指す。

8

広い中国の中には、音楽教育が盛んな学校もあるか
もしれないが、受験は全国的なブームであることを考
えると、多くの学校で音楽教育が熱心に実施されてい
るとは考えにくい。それゆえ、有名無実になっている
と判断してもよいだろう。学校音楽教育の問題に対し
て、教育部門、学校、先生、保護者、全員が反省する
17

2015 年 8 月 24 日午後 5 時頃(授業が終わる時)、長春市の
実験小学校の付近で、5 人の小学生(各のクラス)と保護者に
話を聞いた。
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必要があると筆者は考える(後述)。

るしかない。学校では受験科目の勉強は勉強というが、

1-3-2 学校音楽教育現状の分析

音楽などの副科の勉強は遊びという。

18

曹理 という人物は、以下のようなことを述べている。
学校教育は 6 歳から 18 歳まで、この時期人間は最も知
識を受け入れやすい、理解しやすい時期である。学校
音楽教育は青少年の審美素養と人文素養を養成すると
同時に、青少年の人生目標を追うことについても率い
ていけるし、人の精神世界を励んでいくことができる。
音楽教育は人間に深層的な影響があり、他の科目が代
替えできない科目である。学校音楽教育の目的は、中
国の学生の民族民間音楽の継承者を創り、演技者を創
るだけでなく、鑑賞者と音楽の創造者を創ることであ
る。学校音楽教育は中華民族の復興使命を実現する責
任を担っている。新世紀、我々は学校音楽教育の基本
認識では、経済と社会の発展と共に、人々の文化精神
生活の追求もだんだん向上されている。政府は社会に
優れた音楽教育を提供して、人民の音楽を享受し、芸
術教育を享受する権利を満足させることが必要である。
音楽教育は一つの国家の社会文明レベルの顕著的な標
識である(曹 1993)。
このようなことを主張する人物もいるが、現状は残
酷で、理想なことと違っていると筆者は考える。前述
したが、2000 年に政府は「負担軽減に関する厳しい５
項の規定」を発布した。学校は課程表の科目を随意に
増減すること、成績を重視し過ぎではいけないと規定
したが、学校は守っていないようだ。
また、中国の「应试教育」(試験の為の教育)という
古い考え方の問題もある。学校の教育に限らないが、
中国音楽考級試験も同じ問題がある(第四章で述べる)。
中国の子供は幼稚園から小学校の教科書を学んでいる。
有名な小学校に入学するため、数学、国語を猛勉強す
18

曹理は 1936 年 8 月生まれ、出身は河北省武清市。
「音楽の
教育」について 20 冊以上出版している。例えば、
『快楽音楽
世界』(『楽しい音楽の世界』)、
『中国音楽能力目標与培養』
(『中学の音楽能力の目標と育成』
）など。1959 年、1960 年、
1983 年、1989 年、1993 年、北京市の先進的な人物の称号、
北京市教学成果奨などをもらった。1996 年、国家国务院から
「政府特別手当」を享受している。
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第二章

中国の社会音楽教育施設―少年宮

の各地で作られた子供たちの課外活動用の施設である。
学習、運動、音楽などさまざまな活動に盛んに利用さ

2-1 少年宮の歴史と発展

れた。現在、その多くは「子供の宮殿」などの名称に
変っているか、活動を停止している。当時社会主義国

2-1-1 少年宮とは

の多くでも同様な施設が作られ、中国では「少年宮」

日本で言うなら、「児童館」のようなものである(佐

と呼ばれていて、現在も活発に利用されているという

藤 1973:136 頁)。
「少年宮」は、子供の校外教育施設で

ことである。

ある。政府が創り、資金を支援、教師も国家の公務員

北京師範大学の顧明遠20は少年宮の教育目的とは「豊

として少年宮に勤務している。中国の各市、各区に 1

富、多様な教育性、趣味性、実践性を有する活動を通

館ずつ設置されている。

して、児童・少年に思想、道徳教育を行い、そして、

1949 年に、新中国政府は子供の事を考え、なるべく

子供たちの科学技術、文学、芸術、体育などの各方面

良好な物質的条件、精神的糧を提供しなければならな

への興味と特性を伸ばし、国家の経済と社会の発展に

いと考え、校外の教育施設を徐々に増加させた。前述

必要な人材を育成する」と述べている（銭 1996:326 頁）

したように、校外の教育には、児童公園、児童劇所、

（顧 1990:227 頁）
。

少年の家などの施設がある。その中でも、
「少年宮」は

少年宮の設置形態は、基本的に国営であるがその所

最も重要な校外施設として認められている。そして、

管関係は多様である。国家教育委員会―省・市・区教

当時効率よく運営していたソ連の「ピオネール」宮殿

育委員会所管(長春、北京、天津)と共産主義青年団、

に範をとって、
「少年宮」と呼ぶ公立の校外教育機構を

婦女連合会などで所管(大連、ハルピン、西安、南京、

設立した（銭 1996:325 頁）
。ちなみに、少年宮以外に、

上海)に大別されるが、ほかに政府文化部所管などがあ

少年の家や中国福利会少年宮、などのいろいろな名前

るという(渡部 1992:44 頁)

の施設もあるが、当時、少年宮の教育機構を創る時に、

少年宮という施設の中では、①「科学技術活動コー

社会、経済などの影響で、名称を様々使っていた。例

ス」―パソコンの利用、生物、数学の研究、飛行機や

えば、
「少年宮」と「少年の家」の区別は機構の規模等

船の模型を作るなど、②「文学・芸術活動コース」―

の差異である。「少年宮」は基本的に省の首府にあり、

外国語、朗誦、スピーチ、書道、撮影、楽器、唱歌、

ある程度施設の規模も大きく、人員や設備なども整備

舞踏、水泳、ゲームなど、③「体育活動コース」―卓

している児童少年校外教育の機構である。逆に、
「少年

球、体操、武術などを行っている。また、施設の中に、

の家」という名前の施設は機構の規模が小さく、設備

図書館、映画館、室外の体育館なども設置されている。

もあまり完備出来ていない状況である(許 2002)。経済

残りの場所は教師や、関係者の事務所となっている。

発展と共に、規模など小さな機構の所が拡大して、現

少年宮の対象は 6～15 歳である。つまり、小中学校

在「少年宮」という名前の施設が最も多いのである。

の子供たちである。現在はあまり厳しい規定がなく、

『少年宫教育史』(許 2002)などの文献の中で、ピオ

15 歳を超える学習者もいる。

ネール宮殿の説明にはない。ウィキペディア19によると

少年宮の中では、技能を持っている専門家と教育管

ピオネール宮殿（英文：Pioneers Palace）はソ連全土

理員がいる。前者は兼職(非常勤)の教員が多く、後者
は主に専任教員である。

19

ウィキペディアの「ピオネール宮殿」のページ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%AA%E
3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%AE%AE%E6%
AE%BF 最終閲覧日:2015 年 12 月 17 日 22 時

20

顧明遠：1929 年 10 月生れ、出身は江蘇省。北京師範大学
教育管理学院院長、北京師範大学大学院院長。北京師範大学
教授、博士の指導教員、学術委員会主任。中国共産党党員。
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った。思想政治教育を普及するため、様々な活動が行
2-1-2 少年宮の歴史及び発展

われるようになった。例えば、当時の北京市福利会少

許德馨は『少年宫教育史』の中で、少年宮の 50 年の

年宮は中国の英雄―黄継光と対面会を行ったなど。ま

歴史を 6 つの時期に区分した。
これに基づき、
さらに(秦

た、科学技術を普及する活動を行うことであった。科

1994)、(許 2002)、(白 2004)）
、(楊・趙 2009)を参考

学技術に興味ある子供を揃え、生物、化学などの基礎

にしながら、簡単にその歴史を振り返っておく。

知識を勉強させた上で、各科学技術の活動を行った。
そして、読書の活動を行うことである。子供たちに優

①少年宮教育の初期(1949 年 10 月－1956 年 8 月)

良な児童少年刊行物を読ませ、本の中で子供を教育す

21

1953 年、6 月 1 日 、新中国初めての少年宮と命名し

るのである。さらに、文化芸術、体育、ゲームなどの

た校外教育機構―中国福利会少年宮は、宋慶齢女史22が

活動を行うこと。この活動は少年宮の教育の中で最も

自ら上海市延安西路 64 号に創った。1954 年に、毛沢東

重要である。当時、少年宮は児童少年の考えを尊重し

自ら「少年宮」の宮名を揮毫し、扁額を掛けた。これ

ていた。子供の時遊びたかったら遊べ、音楽に興味が

によって、校外教育の発展は保障された。その後、1955

あったら、習えという考え方であった。

年 6 月 1 日に、重慶市中山 2 路 202 号に二つ目の少年

だが、少年宮教育の初期の段階で、様々な困難や問

宮が創られた。1956 年元旦、北京市少年宮も正式に設

題があった。例えば、少年宮の管理組織には規範がな

立された。

いこと。初期の少年宮は基本的に各地の教育局が管理

少年宮の早期には、前述したように、社会・経済の

すると同時に、人、物、金の提供もしていた。統一の

影響で、小さな規模の「少年の家」という機構も多く

規定がないため、各地の状況によって、おのおのの管

あり、建国初期の中国の少年宮教育機構の重要な形式

理方式を運用していた。また、経費が足りないことも

の一つであった。例えば、当時有名だったのは、1952

問題であった。ハルピンを例にすると、1955 年、ハル

年 10 月 25 日に創立された北京市少年の家である。当

ピン市少年宮の経費予算は 74700 元(約 150 万円)であ

時北京市の副市長は「今日は首都で初めての「少年の

るが、教育局は実際に 40000 元(80 万円)しか支援でき

家」を創ったが、これからは 2 館、3 館、10 数館にな

なかった。そして、当時、ソ連の校外教育を学んだ一

って行くように期待している」と述べた。そして、1956

方、中国は自分自身の思想や行動が束縛された。

年の元旦、北京市少年の家は景山公園の場所に移り、
北京市少年宮が創立された。新中国少年宮の最初の形

②少年宮教育の発展期(1956 年 9 月―1966 年 4 月)

態は児童文化館から、少年の家、少年宮に発展した。

1956 年以後、政府は校外教育の場所が足りないと気

名称が違うが、教育の形や内容は基本的に同じである。

付いた。全国の少年宮は 5 館、少年の家 26 か所、児童

当時、少年宮の教育の主要な内容は 4 つあった。ま

図書館 4 館、児童クラブ 12 館23しかなかった。当時 5000

ず、思想政治の教育活動を行うこと。つまり、愛国主

万人の児童少年の需要と比べると、まったく足りない

義、国粋主義などの内容である。
「愛国心、愛市民、愛

のである。そして、1957 年 1 月 18 日、政府が『児童少

労働、愛科学」などの思想を子供に身に付けさせたか

年の校外生活問題の報告について』の中で、児童少年
の校外生活は貧しく、近年以来、解決できない大きな

21

毎年 6 月 1 日は中国の子供の日となっている。その日は子
供全員休み。
22
宋慶齢女史(1893 年 1 月 27 日～1981 年 5 月 29 日享年 90
歳)は孫文の未亡人であり、1949 年に中華人民共和国政府の
副主席であった。

23

児童図書館や少年宮、少年の家等の名前が沢山あるが、機
能は一緒である。機構の規模の大きさや、活動の重点が違う
だけである。例えば、児童図書館は主に図書館という機能が
あり、少年宮は、大きな規模で、様々な活動が含んである。
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問題であると指摘した。そして、同年 4 月 12 日、『关

この時期、少年宮は海外との交流活動が必要と政府

于少年宫工作的几项规定』（『少年宮の仕事のいくつの

が提言した。そして、1956 年初めて海外の団体―イン

規定』）を発布した。規定は要約すると、ソ連の校外教

ドからやってきた団体が、宋慶齢によって上海に創ら

育の経験を参考にするが、中国の少年宮の実情に合わ

れた中国福利会少年宮を見学した。その後、1957 年 4

せる必要があるという内容である。その後、政府は少

月 24 日、ソ連最高ソビエト主席団主席クリメント・ヴ

年宮に人、物、金を沢山投入するようになった。この

ォロシーロフ(Kliment Voroshilov)24も中国福利会少年

規定は初めての校外教育に関する法規性をもつ公文書

宮へ訪ねるようになった。

だったので、少年宮の教育の発展はさらに明確な方向
に進むようになった。そして、少年宮の教育は社会か

③少年宮教育の破壊（1966 年 6 月―1976 年 9 月）

ら注目され、政府や国家リーダーが徐々に重視するよ

この 10 年（文化大革命期）に、中国教育界は混乱し

うになった。
『北京日報』や『中国青年報』
、
『山西日報』

た状況になった。1966 年の夏、中国にプロレタリア大

などの新聞に少年宮―児童少年の校外教育の良さを報

革命が突然発生した。当時、四人組(文化革命で極左路

告する記事が多くなり、そして、市民からもますます

線をとった人物25)は、少年宮は精神的なブルジョア階

注目されるようになった。

級の貴族を培養する温床と批判した。そして、少年宮

少年宮と少年の家を改築し、さらに新たな少年宮が

は全面的に否定され、施設も打ち壊され、教育が進ま

建てられるようになった。1956 年から 1965 年まで、全

ない状況に入った。建国初期、全国の一部の少年宮は

国の少年宮、少年の家は 170 余箇所に増加した。香港、

もともと現地にある建築物を利用し、その中の建築物

台湾、マカオ以外の全国各地に広がった。各地の少年

には国家級の文化財も入っていたが、破壊にも遭って

宮、少年の家は各々の特徴が出てきた。例えば、広西

いた。また、少年宮の場所が占領され、批判会議など

チワン族自治区は 1956 年に少年の家を創り、不便、貧

の会場となった。さらに、極左思想を持つ組織は、少

しい環境の中で、節約の方法を考えた。幼児少年の家

年宮にある活動の器材や備品、海外の首脳、国際友人

を創る 3000 元は、広西チワン族自治区の児童少年が一

から贈られたものもすべて没収した。少年宮の管理も

緒に落ち穂を拾うイベントを行い、4.5 万キログラムの

通常規則から背離し、児童少年の心身発展も失われた。

穂で少年宮を創った。

例えば、少年宮はもともと子供の年齢、素質などから、

少年宮の初期と発展には各地に少年宮の芸術団が多

初、中、高 3 つに分けられていたが、当時の極左思想

く作られるようになった。政府の方針政策を宣伝する

は教育制度などを短縮する要求があり、対象に応じて

などの芸術演目を各地の会社や、学校、部隊などへ出

異なった方法で教育を施す考えを止め、全ての子供を

演するようになった。子供の芸術素養を向上させるた

同じクラスにさせた。

め、例えば、広州市少年宮は合唱団―「小さなカモメ」

1972 年、毛沢東の支持で、周恩来26が極左思想を批判

を創り、100 余名の子供がいた。中国福利会少年宮の芸

し、全国の教育状況を整える必要があると主張した。

術団―「小さな仲間」の中、舞踏、民族音楽、管弦楽

そして、1975 年、周恩来が重い病気の間、毛沢東は中

器、ピアノ、バイオリン、合唱など 10 組の出演団を創
24

ソビエト連邦の軍人、政治家、ソ連邦元帥、ソ連国防大臣、
国家元首に当たる最高会議幹部会議長を歴任した。ソ連邦英
雄
25 江青、張春橋、王洪文、姚文元の 4 人(極端な左翼的思想
の持ち主)
26
周恩来(1898～1976 年)政治家・革命家。建国後、外交部長・
総理等を歴任

った。1960 年 1 月 27 日、宋慶齢が舞踏―「毛沢東」を
見た後、この舞踏は有意義であり、すばらしいと賞賛
した。芸術団―「小さな仲間」は各地に出演し、観客
は 1958 年の 9 万人から 1959 年の 12 万人に増加した。
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央の日常の仕事を鄧小平に任せた。そして、鄧小平は

の思想、考えが攪乱された。そして 1979 年 10 月 10 日

「現在の危機は知識が足りないことである」と指摘し、

から 19 日まで、中央共青団が北京で会議を行った。少

教育部門は教師の低地位の問題を解決し、子供の教育

年宮教育の内容とは、改めて少年宮の重要な位置を確

のことを重視する必要があると提言した。そして、少

定し、校外教育は教育事業の重要な部分であること。

年宮の関係者たちは政府の教育理念を尊重し、少年宮

子供の知識を増やし、分野を広げ、様々な経験を与え

を回復することに随分と工夫をした。そして、少年宮

る必要があること。また、教育部は校外教育機構を整

の芸術団体を回復しながら、新たな芸術団体を創り始

え、改善させる必要があるとした。

めた。逆境の中で、人材を育成した。例えば、1974 年、

そして、少年宮の問題などが徐々に解決され、少年

長春市少年宮の芸術団体の中の 20 余名の子供が芸術学

宮の活動がさらに増加した。例えば、夏、冬休みに、

院に合格したのである。また、同年 10 月に北京市少年

子供を各地に連れて行き、楽しく遊びながら、視野を

宮で「北京市児童歌曲の創作コース」を創った。1－2

広げる。また、子供に読書の興味を持たせるため、何

－2 でも述べたが、この時期に少年宮の社会音楽教育の

万人の読書活動を行った。同じ地域の少年宮が本を収

基盤が創られた。

集し、皆で一緒に読書をし、読書後の感想を書くなど。
この活動は子供に人気があった。

④少年宮教育の回復と整備（1976 年 10 月―1982 年 9
月）

⑤少年宮教育の全面改革(1982 年 10 月―1992 年 9 月)

政府や国務院が子供のため、校外教育機構を整える

数十年を経て、混乱を鎮めて、ようやく少年宮の教

必要があると呼び掛けた。そして、少年宮の教育の地

育が「文化大革命」の前の状況に戻った。そして改革

位と作用が改めて認められ、政府と社会各分野の人の

開放の下で、政府や少年宮の関係者たちには「これか

努力の下で、少年宮、少年の家が返還され、破壊され

ら少年宮の発展はどうすれば良いのか」という思いが

た少年宮も回復された。1982 年 9 月、少年宮の教育は

あった。そして、1985 年 5 月 27 日、中国共産党は「教

混乱を鎮めて正常に戻った。また、少年宮の教育を回

育体制の改革の決定について」を発布し、学校教育と

復するため、教師の資格を整えた人たちが必要であっ

校外教育は同じく重要と指摘した。つまり、教育の中

た。
「文化大革命」の影響で、教師たちの社会地位と経

で、校外教育の位置が重要になってきた。また、1991

済地位が低くなった。そして、教師の地位を向上させ

年 10 月 8 日、
『児童少年の校外教育を改良する意見』

ようと考え、1978 年 4 月 22 日、鄧小平は「教師を尊重

を発布した。
「子供の校外活動は必ず子供の心身の健康

し、知識がある労働者を重視する必要がある」と提言

を考えて行い、子供の心理状況の規律と符合し、子供

した。そして、教師を社会で重要な位置に移し、給料

の年齢の特徴、理解の能力、趣味に基づいて、教育内

なども増やした。もちろん、少年宮の優秀な教師も増

容や方法を改善しなければならない」と指摘した。

加し、安定した状況に入った。だが、少年宮の回復後、

少年宮の発展と共に、教育者たちの交流、検討をす

いろいろな問題も存在している。例えば、教師は優秀

る必要性が出てきた。そして、1984 年 12 月 18 日から

な子供の教育だけを重視し、全体の人材を育成するこ

24 日まで、浙江省杭州少年宮が校外教育研究検討会を

とが出来なかった。また、教師たちは芸術団体の出演

行い、吉林、遼寧、北京、天津、山東、河南、安徽、

を重視しすぎることがあった。子供の心身状態、気持

江蘇、上海、浙江、江西、福建、広東、広西、四川の

ちなどを考えずに、ひたすら各地へ赴き多く出演する

15 個省、直轄市、自治区、合計 35 名の少年宮の責任者

ことを考えた。
「文化大革命」の 10 年間の影響で、人々

が参加した。交流会で、いくつかのことを取り上げた。
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例えば、校外教育を改革するためには、まず管理体制

化や芸術などで交流した。広州市少年宮の合唱団体は

の改革、特に、少年宮の責任者と教師の素質を強化す

1998 年から 1999 年 8 月まで、連続でスウェーデン、オ

る必要があるなど。そして、少年宮の間で、全国的な

ランダ、日本などの国で出演した。また、中国福利会

校外教育の研究ネットワークを形成した。校外教育を

の芸術団体―「小さな仲間」
は 1999 年 2 月(冬休み)に、

研究しながら、実践している。

アメリカの 11 の町へ行き、合計 10 回の出演をした。
そして、少年宮の子供は全員優秀ではないが、挫折、

⑥少年宮教育の新たな発展期（1992 年 10 月―1999 年 9

不遇、困難に遭った時、倦まずたゆまず努力をする子

月）

供を養成している。

1990 年代以来、少年宮の規模がますます拡大してき
た。例えば、北京市の少年宮は 16 館、少年の家は 45

2-2 長春市少年宮

館がある。上海市の少年宮は合計 43 館で、「文化大革

吉林省長春市少年宮(写真 2、3:43 頁)は 1962 年に設

命」の終わる時と比べると、教員は 300 人から、2000

立され、長春市の教育委員と長春市主青団が一緒に運

人に激増した。
同時に、遼寧省の少年宮は 52 館もある。

営に当たった。1962 年から 1987 年まで、少年宮は南関

現在、省、市、各主要な区は少なくとも 1 館以上の少

区永春路 6 号の劇場で行い、1979 年と 1989 年には南関

年宮が存在している。

区岳陽街 2 号に 2 棟の教学ビルが建てられた。その中

1995 年 5 月、国家教育委員会、中央共青団と一緒に

に、１棟のビルが倒壊する恐れが出て来たため、1991

『児童少年の校外教育機構の仕事の規程』を発布した。

年に取り壊し、1996 年と 1998 年の間に新たな教学ビル

少年宮の規範化、法制化、科学化の基礎を固めた。こ

を作った。面積は 13600 平方メートル(108 箇所の活動

の規程の中で、再び少年宮の教育の重要さを述べた。

室)あり、1998 年 9 月から使用し始めた。長春市少年宮

また、少年宮の教員の採用、審査、訓練、給料などを

は全省最大の児童校外教育の場所であり、長春市少年

詳しく規定した。そして、この規程の中で、経費が足

児童の活動センター、指導センター、国家一級校外教

りないため、少年宮の教育を妨害しない前提で、一部

育基地となっている。長春市少年宮は規模と優秀な教

の場所を民間に貸すことができると指摘した。

員数は全国でもやや大きな校外教育基地の中の一つで

さらに、少年宮は社会的な大型活動に積極的に参加

ある。

するようになった。歴史上の重要な事件などを掴んで、

長春市少年宮は吉林省、省級の唯一の少年宮である。

子供を教育する。例えば、1995 年、北京少年宮は「地

いつも吉林省の代表として国家級の芸術コンクール、

球―母親」という主題で子供の絵画、書道のコンクー

文化交流などに参加し、長春市少年宮は政府が大切に

ルを行った。遼寧省の瀋陽、黒竜江省のハルピン、湖

している機構である。長春市少年宮の文化のブランド

南省の長沙市の児童少年が積極的に参加し、各地で規

である。

定された 50 メートルの紙に絵を書いて、北京に送る。

長春市少年宮は、行政部、後方勤務部、活動部、芸

参加した各地の少年宮は合計 19 館、全部で 260 枚の作

術部、美術部、科学技術部、体育部、外国語特訓ステ

品が集まった。そして、皆の作品を北京の公園で 10 日

ーションから構成されている。現在関係者 86 名、その

間展覧した。

中、教師は 74 名がいる。専門学校、大学の学歴を持つ

対外交流も全面的に展開した。1987 年から 1992 年ま

人は 65 名である。

で、アメリカ、タイ、シンガポール、ロシアなどから

1984 年、長春市少年宮は日本仙台市の子供の合唱団

誘われ、少年宮の芸術団体を連れて、海外の子供と文

と一緒に交流し、日本で出演した。1986 年、
『科学技術
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の雑誌』の委託で、長春市少年宮は東北地方のコンピ

子供 6 人、先生は 1 人しかいなかったが、先生は非常

ュータ指導センターを設立した。また、毎年、コンク

に優秀で、親切に指導された。

ールを行っている。例えば、西洋楽器、民族楽器、絵

1985 年に北京市西城区の少年宮へ調査に行った岡地

画などのコンクール。長春市の芸術団体の名前は「赤

は、先生が子供にピアノを教える授業をレポートして

いネッカチーフ」であり、建国日や、児童日、教師日

いる(岡地 2002：72 頁)。そこに掲載されている写真か

などの時に、
「赤いネッカチーフ」が各テレビ、国営企

らは先生の真剣な表情を読み取ることができる(写真

業で出演している(写真 4:43 頁)。

9:45 頁)当時長春市少年宮に限らなく、少なくとも北京

長春市少年宮は主に文芸類、美術類、体育類、舞踏

市西城区の少年宮も同じで、先生たちは一生懸命音楽

類に分けられている。基本的に毎週の土、日で、一回

の人材を育てようとしていると解る。

は１時間半の授業である。１学期(約半年)の授業料は

また、当時、先生は民族楽器コースの子供たちを連

500～2500 元(約 1 万～5 万円)で、美術類は文芸類より

れて、各地へ演奏に行った。ちなみに、当時皆が少年

少々安い。美術類は 1 学期約 600 元(約 1 万 3 千円)、

宮で弾いた楽器はすべて長春市少年宮が提供したもの

文芸類のピアノの授業料は 1920 元(約 4 万円)である

である。優秀な楽器演奏の先生がいて、皆は毎回28行く

(写真 5：44 頁)。

のを楽しみにしていたと張は言った。
記者の褚暁亮・李瞧の調査では、
「1970 年代、少年宮

2-2-1 1970～1990 年代の長春市少年宮(音楽教育)

合唱団隊の一員だった徐芳は、当時の長春市少年宮は

1970～1990 年代の長春市少年宮についてインタビュ

無料で入れるだけではなく、本当に私たちの楽しい宮

ーをした張雪莉(写真 6:44 頁）によると (添付資料Ⅱ

殿でした」と述べている(褚・李 2006)。

の②:78 頁)、
1970、80 年代までの少年宮は子供(写真 7、

また、記者の李大川の調査によると、長春にある民

8：45 頁）に無料で提供されていた。少年宮に通う子供

営病院に勤めている李鑑晋は、1980 年代中期、当時 7、

は 2 種類いる。1 種類は少年宮で良く遊ぶ。当時、学校

8 歳の時、住む所は長春市少年宮に近かったので、常に

内の授業の終わる時間は早かったので、子供は少年宮

通ったが、当時の少年宮は沢山の集団活動があったと

を遊ぶ場所として利用した。もう 1 種類の子供は目的

いう印象を残している。当時のことを振り返って、李

があって、楽器、歌唱、舞踏などに興味があって来る。

鑑晋は「余り細かく覚えていないが、楽しく遊んだ」

また、当時特別選考制度があった。長春市少年宮は人

と言っている(李 2013)。

材育成の目的を達成するため、各小中学校へ行き、素

また、李の記事の中で「長春のある重点中学校で歴

27

質がある子供を選抜し、少年宮に取り入れていた 。ま

史を教えている馬先生は 1993 年から 1999 年までの間、

た、自分が少年宮へ選抜試験を受けに行くこともでき

寛城区少年宮でダンスと美術を習ったと言った。親が

る。ちなみに、インタビューした張は自分で琵琶を持

申し込んだが、自分も興味があったのだ。彼女は社会

って、少年宮の試験を受け、合格して、少年宮に習う

の特訓クラスと比べると、少年宮の長所は主に出演す

ようになった。当時各コースには初級コース、中級コ

る機会が多く、芸術などの分野で秀でる生徒たちに良

ースと高級コースに分けられている。民族楽器コース

いことだと感じた。ちょっと残念ですが、当時は、既

を対象として説明しておく。当時、民族楽器コースの

に授業料が必要となっていました。でも私の家庭はサ
ラリーマン階層でしたが、まだ負担出来ました。とに

27

当時、少年宮の先生や関係者が学校へ来て、一人一人が立
ってもらって、自分の趣味を言い、例えば、私は歌うことが
好き、そして、一曲を歌わせて、先生たちが素質あるかどう
かを判断する。

28

一週間 3 回、月、水、金或いは火、木、土。学校の授業が
終わって(大体 15 時半)、少年宮へ行く。日曜日は朝から晩ま
で少年宮で練習していた。
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かく楽しかったですよ」と述べた(李 2013)。

政府の校外教育機関以外に、民間機構も校外教育を
行っている。現在、少年宮を利用する子供が少なくな

2-2-2 現在の長春市少年宮(衰退)

り、民間機構に通う人が増えて来ている。10 年、20 年

筆者が行った現在の長春市少年宮について実地調査

前と比べると、長春市少年宮の学生の入学率は減少し

29

とインタビュー調査 に基づいて、内容をまとめながら、

ている。だが、少年宮は市にも区にも沢山ある。沢山

現在の少年宮の状況を説明する。筆者が訪問をした時

の子供が家から近い為、少年宮へ行く。また、少年宮

には、火災消防安全通路を補修していたので、少年宮

は政府の機関であり、安心して勉強できる。ちなみに、

は休みだったが、関係者にインタビューをし、少年宮

土、日の朝から多くの県外の保護者が子供を市内の少

の警備員などにも話しを聞いた。玄関に入って、右手

年宮へ連れて行き、少年宮で学ばせている。

に警備員 1 人がいた。筆者は、今日はインタビューに

政府は 2015 年「幸福長春」31の計画を考えているた

来たこと、また、長春市少年宮の近年の入学率や、少

め、長春市少年宮を新たに大きく作る予定であると少

年宮の資料などを参考したいという目的を説明したが、

年宮の関係者 A が言った。

警備員は「資料を渡すことは無理だと思う。昨日もあ

だが、
『中国文化刊』の記者、褚暁亮・李瞧は、長春

る芸術大学の関係者が資料を欲しいと訪ねてきたが、

市少年宮について「沢山の少年宮は資金難に陥ってい

渡せなかった」と言った。しかし、玄関の机に置いて

て、副業をやる、或いは青少年宮の敷地を賃貸するこ

あった出勤簿(写真 10:46 頁)から、少年宮の教師は全

とを行い、本来は公益活動のための場所がもともとの

員で 65 余名であることがわかった。

効能を失い、各種の有料である塾的な教室になった」

また、右手の大部屋は太極拳のクラスとなっている。

と批判している。また、記者のインタビューの中で、

30

中に入ってみると、1 人の 40 代男性がいた 。彼から話

業者の人は、特訓クラスを造り、場所を賃貸するとい

を聞くと、彼は「ここで太極拳を習っている。ここの

うことは現在各地の少年宮では見慣れてしまい、珍し

館長は長春市少年宮の場所を借り、大人向きのコース

くないことであると言っていた(褚・李 2006)。

をやっている」と話をしてくれた。

『吉林日報』の記者、李大川は長春市の一部の少年

少年宮の関係者 A から話を聞くことはできた。A によ

宮をインタビューした時に、様々な特訓クラスの授業

ると、長春市少年宮の教師は全員有名な芸術大学、音

を行うことが少年宮の主業になり、これらの特訓クラ

楽学院や大学院を卒業した人である。現在、夏冬休み

スは社会の特訓機構とかわらない内容で、授業料の価

には、障害者、社会最低生活保障金を貰っている人に

格も大同小異で大きな差がないと気付いた。市民はこ

無料で授業を行っている。また、長春市少年宮の面積

の現象が繰り返されて慣れてしまっている。この授業

が大きく、保護者は子供の為の要求が多くなって来た

料を支払っているうちに、少年宮の公益性が自然に思

為、現在の少年宮は一部の場所を民間に貸し (写真

い出せなくなっている。中国は 2006 年に、少年宮など

11:46 頁)、少年宮の足りない部分を補足している。当

の未成年校外活動場所がずっと公益性を維持する必要

然、子供にふさわしい良い民間の機構を少年宮の管理

があると命令を下した。だが、7 年も過ぎて、おのおの

者が選抜している。

の少年宮がずっと自分たちはどのように公益性を維持

29

添付資料Ⅱの①:73 頁、インタビュー調査の翻訳文を参照。
今年の春休み(2015 年 3 月 31 日)、長春市少年宮へ調査に行
った。そして少年宮の関係者に少年宮の現状、将来及び問題
点などの話しをした。
30
当時、皆が休みだったが、彼はたまたま服を取りに来たと
いう説明があった。

31

「幸福長春」の計画とは、①助業恵民の計画、②老人の年
金(保険)の待遇を改善する、③能力ない人に補助する④老人
に医療機構を造る⑤救急機構を作る⑥障害児童の保障体系を
作る⑦優れた教育を提供する⑧健康長春を展開するなど、市
民の為の計画
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するのに努力し続けているのかを宣伝しているが、少
年宮はこの公益の道に進むスピードが遅いと感じてい
る。
『中国教育報』の記者、蔡継楽は 1 人の少年宮の教
員から「現在、少年宮の敷地を賃貸するのは一番儲か
るのだ。良い場所を全部民間に貸している。皆は経費
が足りないためと言っているが、実は全国の少年宮も
同じ問題があるのだ。お金を儲けたくない人はいない
よ。利益があったら、さらに利益が欲しくなるのは現
実だ」と話があった(蔡 2014)。
以前とかなり違うのは保護者の態度だけでなく、現
在の子どもたちが少年宮に根本的に興味がないことで
ある。李は何人かの小学生にインタビューすると、少
年宮に興味を持っているのは少数の学生で、大部分は
保護者が申し込んで習わせている(李 2013) 。
市場経済の発展と共にまちのある一部の少年宮は学
生を募集する条件や、授業料など混乱している (蔡
2014)。
長春市少年宮２階の壁には、大人のラテンダンスの
広告看板が大きく貼ってある。記者はある人から聞い
たが、少年宮の中で成人を募集することは稀なことで
はない。インターネットで少年宮の特訓クラスの情報
を入れると、すぐ少年宮に関する舞踏クラス、歌唱ク
ラス、絵画クラスなど、成人募集中のメッセージが出
てくる。長春市少年宮はインターネット教師を招聘し
ている。高等専門学校以上の学歴で、経験がなくても
大丈夫と書かれていた。李が募集先へ電話したところ、
相手は「私たちは少年宮の人ではない、ここは子ども
に算数を教える所で、教師はちょっと訓練してすぐ授
業で教えることができる。月収は 1200 元(約 2500 円)
で、もし今後、一人で授業を教えるなら、もう少し給
料を上げる」と言った。1990 年代以後少年宮へ行く子
どもたちが本来感じるべき楽しさが失われていたと李
は批判した(李 2013)。
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第三章 中国の民間音楽教育―顕順琵琶学校の音

伝統的な考え「多子多福」に基づいたものである。だ

楽教育

が、その結果、中国の人口は 12 億人に達し、食糧危機

社会経済の発展と共に、国家は素質教育を提唱し、

が叫ばれるようになった。これを受けて、政府は 1979

民間音楽教育は、音楽教育の中で市民にとって経済的

年に「一人っ子政策」を策定し、思い切った人口抑制

な豊かさだけでなく精神的な豊かさを向上させるため

政策を強いた。この政策によって、1979 年以降に生ま

に不可欠な部分である。

れた中国の子供のほとんどは兄弟を持たず、両親と祖
父母 6 人の大人から深い愛情を受けて甘やかされて育

3-1 民間音楽教育の発展

てられた。一方、子供は出世を願う親の過剰な期待を

中国では、1970～80 年代に大きな 2 つの重要なこと

背負うこととなり、子供の教育に莫大な費用と感心を

が起こった。一つは改革開放、もう一つは人口抑制政

注ぐ親が多く現れた(劉 2012：72 頁)。それゆえ、豊か

策である(陈・何 2006：55 頁)。この二つのことが影響

な生活を享受するよう、家族全員で一人の子供の将来

し、中国の民間音楽教育が盛んになってきた。

を計画するようになった。この時期、学校の教育だけ

1978 年 12 月 18 日から 12 月 22 日にかけて、中国共

では一人っ子の家族にとってはとても満足できなかっ

産党第 11 期中央委員会第 3 回全体会議が北京で開催さ

た。子供は数学、国語を勉強しながら、さらに音楽の

れた。この会議で鄧小平の権力掌握が確立され、大躍

世界―精神的な豊かさも自分の子供の身に付けさせた

進政策や文化大革命の失敗によって疲弊した経済を立

かった。親族が一人の子供に最も優れた教育をさせた

32

33

て直すため、
「四つの近代化」 及び「改革開放」 政策

いという思いから、優秀な先生を探してレッスンを受

が提出された。改革開放の政策によって、1980 年代、

けさせる風潮がみられる。

人々の関心が政治活動から経済活動へと移り、生活に

民間音楽教育の現状について、李の「ハルピン市に

おける衣食住などの物質的な側面が満たされると、

おけるアマチュアピアノ教育の現状とその発展の研究」

人々は次に、音楽など生活における精神的側面を豊か

(李 2014:8－9 頁)と、3 人の先生34への聞き取り調査と

にしようと努力を始めたのである。こうした社会状況

筆者の実地調査35を合わせて説明する。

のもと、中国では音楽、楽器修習ブームが巻き起こっ

まず、筆者は現在中国の民間音楽教育機構を大きく 4

た(劉 2012：72 頁)。

種類に分けることにした。

1950～70 年代の中国では、4 つの消費品―自転車、

①楽器販売店の中で生徒を教える。主に楽器を売る

ミシン、ラジオ、腕時計は、当時約数百元(数千円)だ

目的である。長春市南関区である「心楽琴行」 36では、

ったが、80 年代―90 年代では、同じもので、市民の消

1 階で楽器を売り、2 階で店の楽器を使って生徒たちを

費水準は数千元(数万円)に値上がりした(唐・張

教えている。

2012:32 頁)。

②民間では場所を借りて、特訓クラスを作り、生徒

また、民間音楽教育の発展は中国特有の「一人っ子

に楽器演奏を教える。基本的に、クラスは学習者の基

政策」が始まったことに関係ある。中華人民国が成立

礎知識によって、初級、中級と高級に分けられている。

した後、毛沢東は人口増加を奨励した。これは中国の
34

琵琶の先生―張雪莉、琴の先生―趙×、現在芸術大学に在
学中だが、休みの時に学生を教えている人。
35
2015 年 9 月中旬、長春市楽器販売店「心楽琴行」へ実地調
査した。
36
「心楽琴行」は 1996 年に創業し、経営者―候×（40 代）
は元々二胡、琴を演奏した人で、1996 年から「心楽琴行」を
経営しながら、店で子供に二胡と琴を教えている。

32

四つの近代化というのは、20 世紀末までに、国全体で工業、
農業、国防、科学技術の四つの分野において近代化を達成す
ることを目標とした国家計画である。
33
改革開放とは、中国国内経済体制について市場経済への移
行を試みる改革を行い、沿海地区を経済特区として対外開放
する政策である。
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だが、一人一人の指導はできない。レベルが同じ学生

より、マンツーマン授業は基本的に 1 人の学習者に対

たちを一緒に授業する。ちなみに、長春市南関区の道

し 20 分～40 分行われる。受験のためなどの理由があれ

沿いのビルには沢山の特訓機構の広告が貼られている

ば、延長できる可能性もある。30 分の中で、約 20 分を

(写真 12:47 頁)。

復習し、
残りの 10 分は新しい知識を教える。
授業の時、

③マンツーマンの授業(写真 13:47 頁)を行う(後述)。

保護者が隣で演奏を聞くことが出来る。保護者に安心

④近年注目されている「顕順琵琶学校」(写真 14:48

させるため、先生は毎年全国各省、市の楽器コンクー

頁)は一種類の楽器だけの民間学校である(後述)。

ルや考級試験などを受けることを勧めしている。

李は、現在の民間音楽教育の教学方法を 3 種類に分

また、近年注目されているのは、2011 年に周顕順が

けている。①楽しく習う。学生にリラックスできる環

全国で初めての民間の琵琶専門学校「顕順琵琶学校」

境の中で、楽器を教える。②ゆっくり強固な基礎知識

創設したことである。つまり、先生のところで個人レ

を身に付けたく、数年間をかけて教える。③考級試験

ッスンを受ける形から、民間の音楽専門学校へ通う形

やコンクールのため、短期間集中で習う。現在、特に

が出て来たのである。

中国は試験のため勉強するという実情があるので、目
的を達成するため、短期間で習う学生は少なくない。

3-2 周顕順琵琶学校

前述したように、1980 年代、中国の「一人っ子政策」
3-2-1 周顕順について39

の影響で、親族は最も良い環境を子に与えたく、当然
ながら他の学生と一緒に楽器を習うことより、マンツ

周顕順は 1959 年吉林省四平市で鉄道労働者の家庭で

ーマン方式で習うことを選ぶ人が多い。生徒たちの能

生まれた。子どもの頃から、汽車の音を聞きながら成

力、素質などが違うため、先生は一人の学生に集中で

長し、聡明で、音楽の感覚が強かった。1976 年に、吉

きる。

林芸術学校に入学し、琵琶の基礎的な技能を習得した。

筆者の琴の先生を例として説明する。琴の先生はも

1983 年、彼は最も優秀な成績で吉林芸術学院音楽専攻

ともと芸術学院で、琴を教えていた。その後、先生は

コースを卒業した。卒業時に、そのままこの大学の教

事情があって仕事を辞めた。だが、先生の近所に住む

授になり、将来は琵琶教育家或いは演奏家になろうと

住民は先生のことを知り、自分の子供を教えて貰いた

思ったが、吉林芸術学校では、琵琶の専攻コースが無

いという声が多くなり、そして、自宅で琴を教え始め

くなったため、教授になることができなかった。その

た。生徒の中には、まったく弾くことができず、ゼロ

頃、政府は四平市40で琵琶を習った人に仕事を与えてい

から教わる子もいる。また、音楽学院の入学試験のた

なかったが、周顕順の身上調書を本人の承諾を得ずに

め来る生徒も少なくない。特に、進学時期37の半年前か

遼源市に振り替え、遼源市の「労働者文化宮」(工人文

らは集中して指導して貰いたい生徒が多くなってくる。

化宮)の仕事を与えた。周顕順は企業文芸宣伝隊 41で、

そして、他の所で習い、途中で編入する生徒がいる。

得意ではない唱歌やダンスを指導していた。

途中で編入する生徒は一番大変である。先生たち一人
一人の教え方、弾き方が違うので、慣れた弾き方など

マン授業を行っている。
39
この「3－2－1 周顕順について」は、主に趙家治(2012a)、
趙家治(2012b)に基づいて、筆者が再構成した。
40
四平市は吉林省で、長春市と遼源市の間である。人口は
3391.153 人。面積は 14.080 平方キロメートル。
41
当時、各企業の中に文芸宣伝隊がある。周顕順は文芸指導
員として、企業へ行き、労働者に歌やダンスなどを教えてい
た。

を直すのはかなり時間がかかり、難しい。
また、張春38のインタビュー(添付資料Ⅱの③:84 頁)

37
38

中国の進学は毎年の 9 月である。
吉林芸術大学の学生。現在、自宅で子供に琵琶のマンツー
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しかし、労働者文化宮の中で琵琶を弾いている周顕

これからの 50 年間でも、もう一人の周顕順は出て来な

順の存在が次第に知られるようになって、無料でアマ

いだろう」と発言した。

チュア向けの琵琶クラスを開いた。1987 年、
「労働者文

また、香港教育部は周顕順を誘い、香港の小中学校

化宮」の仕事を辞め、お金を稼ぐ為にバーを経営し、

の琵琶基礎教育をやって貰おうとした。周顕順も香港

1994 年の春に、龍山区教師研修学校 1 階(1000 平方メ

に行くことで世界進出に繋がると考えた。しかし、彼

ートル)を借り、
「周顕順琵琶訓練センター」を創った。

は第二の故郷となった遼源市を離れられなかった。彼

その後、沢山の琵琶の人材を育成し、卒業生たちは各

は「周家軍」を捨てることができなかったのである。

音楽学院に入学している。ちなみに、有名な「女子十

その後、周顕順は日本、シンガポール、韓国などから

二楽坊」の３名の琵琶演奏家が周顕順の生徒である。

商業的な演奏の依頼を引き受けた。彼は「訓練センタ

周顕順の生徒は「周家軍」と言われている。

ー」の形はすでに国際市場の需要から遅れていると感

42

中央音楽学院の李光華教授 は「これまで、琵琶の人

じ、10 年の壮大な計画を考え、正式な学校を創り、中

材はほとんど広東省及び江蘇省、浙江省、上海などか

国の琵琶文化を世界に広げていきたいと考えた。

ら出ていたが、現在、
「周家軍」のお蔭で、東北に移動

その後、市政府は周顕順に最も良い場所(遼源市 福

してきた」と感心した。また、
「周家軍」の成功率の高

鎮 2 号)と、900 万元(約 1.8 億円)を貸し、銀行から 350

さについて、中国国際古琴大家、演奏家、教育家の李

万元(0.7 億円)を借り、さらに、個人のマンションや車

相庭43も「国際的にも珍しい現象だ」と感嘆した。

を 300 余万元(0.6 億円)で貸し付けて 1,550 万元（3.1

周顕順は小学生に一般的な高校生が演奏する曲を弾

億円）を揃えた。周顕順は「学校を建てる為、僕は家

けるように教育し、また高校生に一般的な大学生が演

財を投じて、ある程度裕福な生活から困窮な生活に戻

奏する曲を弾ける教育をして、国内外の琵琶の世界で

った」と笑いながら言ったという（趙 2012a）。そして、

注目されるようになった。2005 年 3 月、中国民族管弦

2006 年に顕順琵琶学校を創った。

楽学会は北京科学技術大会堂で「周顕順琵琶教学フォ
ーラム」を開催し、一流音楽学院の専門士など 300 余

3-2-2 顕順琵琶学校の概要

名が参加し、20 余名の琵琶教育家と演奏家が周顕順の

2006 年 12 月 29 日、顕順琵琶学校は、遼源市にとっ

演奏方法、訓練方法、教学方法と教学成果に高度な評

て、とても重要な場所である(地处龙首山下、东辽河大

価を与えた。これに対して、中国民族管弦学会会長―

桥岸边)吉林省遼源市福鎮大路 2 号に建てられた。

朴東昇44は「周顕順の琵琶の教育成果を見ると、中国の

学校の面積は 20,000 平方メートル、建築面積は約
8,000 平方メートルである。校内には音楽ホールがあり、
約 20 室の教室と約 30 室の琵琶を練習する教室が設置

42

李光華：著名な琵琶演奏家、教育家、中央音乐学院民族音
楽学部主任、北京市西城区第 13、14 届人大代表、中国音楽家
協会理事、中国音楽家協会民族音楽委员会委员、中国民族管
弦楽学会常務理事、琵琶専門委员会会長、刘天華、阿炳中国
民族音楽基金会理事。北京市優秀教师である。
43
李相庭：中国国際古琴大家、演奏家、教育家
44
朴東昇：1934 年、中国遼寧省瀋陽市で生まれた。1949 年か
ら文化芸術に関連仕事を始めた。その後、東北鲁迅文芸学院
で勉強した。朴東昇は以前中央歌舞团指揮（国家一级）
、中国
录音录像出版総社社長を務めた。现在、中国民族管弦楽学会
会長、中国音像协会副会長、文化部芸術資格考評委員会副主
任、文化部芸術系列高级职称評审委員会委員、文化部社会芸
術水平考级指導委員会委員、中国版権研究会理事などを務め
ている。

され、舞踏室、美術室、図書館、パソコン室及び寮、
食堂等の施設もある。
顕順琵琶学校は数百人の優秀な教師がおり、独特の
教育方法、先進的教育手段などを使った特色ある学校
である。2011 年まで、3000 余名の学生を育成し、その
中の約 580 余名の学生が各音楽学院に入学し、さらに
その中で、全国最も有名な 9 か所の音楽学院に入学し
た学生は 170 余名である。例えば、周剣―周顕順の息
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子は、1999 年に中央音楽学院附中に入学し、2005 年に

まれていない。この「試験前の特訓クラス」は有名な

中央音楽学院大学に入学した。現在は青年民族楽団琵

各音楽学院に入学したい学生に対応するコースである。

琶首席である。中央音楽学院琵琶専攻の半分以上の学

大体約 7、8 人の学生が一緒に琵琶を習うことになって

生は周顕順が育て上げたことになる。他の学生も中国

いる。

音楽学院、上海音楽学院、天津音楽学院、西安音楽学

授業のスケージュルは表 3：49 頁)の通りである。7：

院、広州音楽学院、瀋陽音楽学院、四川音楽学院、中

30～9：00 は先生の指導授業である。周顕順や琵琶の他

央民族大学、中国の伝統的な演劇学院などの学校に入

の先生が琵琶の一曲を選び、琵琶の弾き方を習う。9：

学している(写真 15:48 頁)。

00～12：30 は学生が自分の琵琶を持って、自由に琵琶
を練習する時間である。13：00～14：30 は音楽の先生

3-2-3 顕順琵琶学校の構成

から一般基礎理論（「楽理」）を習う。14：30～17：00

45

学校では、基本的に学前 教育部と琵琶訓練部の二つ

は学生が自由練習と勉強の時間である。17：00～19：

の学部がある。
2007 年 2 月に新設された学前教育部は、

00 は自習の時間で、解らない所を先生に聞くことがで

琵琶教育と幼稚教育が両方ある特別な学部である(図

きる。ちなみに、学生がマンツーマン授業を希望する

3:48 頁)。

こともできる。
業料は周顕順が 40 分 500 元(10,000 円)、

琵琶訓練部は、試験前の特訓クラス(考前培训班)、

普通の先生が 40 分 200 元(4,000 円)である。

アマチュアの特訓クラス (业余培训班)、と休暇の時の

このクラスの学生は、各有名な音楽学院を目指して

専攻クラス (冬暑假专攻班)に分けられている。

いるクラスである。必修科目(数学国語等)を勉強しな

「試験前の特訓クラス」(表 2：49 頁)は、全国の各

がら48、琵琶を必死に練習する。中央音楽学院 49を例と

音楽学院に入学したい大学院、大学、高校、中学の各

すると、基本的に、毎年、中央音楽学院の新入生募集

学生向けで、習う期限は 12 か月以内である。
基本的に、

要項に従って、試験の準備をしていく。まず、第 1 回

誰でも入学できる。ただ、顕順琵琶学校に入学する時

目の試験は、学生が自由に好きな 2 曲(「一文一武」50)

に琵琶の試験46が行われ、琵琶を弾くレベルによって基

を選んで、試験を受ける。また第 2 回目の試験は、中

礎隊(初級の学生)と演出隊(ある程度上手に弾ける学

央音楽学院から指定された 2 曲を演奏する。最後第 3

生)47に分かれる。同一レベルの学生が一緒に習うこと

回目の試験は「視唱、聴音、及び楽理」である。

により、技術レベルをアップすることができる。基礎

顕順琵琶学校の関係者 B のインタビューでは、顕順

隊の学生は演出隊のレベルに達すると演出隊に移動す

琵琶学校の進学率は 100%と言っている。しかし、各学

る可能性がある。

生の能力は違うので、自分のレベルを考え、先生たち

1 か月の学費は約 2,000 元(40,000 円)である。そし

から学生に適切な各音楽学院を勧めてもらうので、

て、市外の学生に対しては、学校内に寮や、食堂が設

100％になっていると考えられる。

置してある。学内の寮は 3 種類あり、一人部屋、二人

「アマチュアの特訓クラス」(表 4：49 頁）は、小学

部屋、そして、大部屋に住むことができる。一番安い

校から中学校 3 年生(6 歳～15 歳)まで、休み(土、日或

賃料は 1 か月約 300 元(6,000 円)である。食事代金は含

いは夏冬休み)の時 、学校の授業を邪魔しない前提と
して、一つの才能を増やすためコースである。基本的
に、初級の学生の授業料は 1 時間 100 元(2,000 円)、マ

45

学前：学齢前の時期 3 歳から 6 歳までという。
琵琶の試験：自由に自分が好きな 1 曲を演奏して、先生が
学生のレベルを判断する。
47
演出隊に入ると、学生は毎年舞台に上がり、沢山琵琶を演
奏するチャンスがある。
46

48

個人で先生を探し、数学、国語等を勉強する。
中国音楽の最高の学府
50
「一文一武」
：柔和な 1 曲と勇ましい１曲
49
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ンツーマンの授業料は少々高額で、周顕順の授業は 40

順琵琶学校の成果を年代順に授与された証明書であっ

分で 500 元(10,000 円)、
普通の先生は 40 分 200 元(4,000

た。

円)である。

2004 年 5 月

「休暇の時の専攻クラス」(表 5：50 頁)は、夏、冬

遼源市が中国民族管弦楽学会から「中国

琵琶の故郷」という美名を授与

休みを利用して、演奏のスピートを向上させたい学生

2005 年 3 月

中国民族管弦楽学会が北京科技大会堂で

や青年教師に提供している。中国語では「千日琵琶、

「周顕順琵琶教学フォーラム」を開

百日琴」と言われている。琵琶を習うことの中で、特

催

にスピートを上げることは難しい。一般的な琵琶演奏

2005 年 3 月

顕順琵琶学校が中国民族管弦楽学会から

家の基本条件は 1 分間 180 拍から 208 拍のスピートで

「全国琵琶訓練基地」に指定

ある。しかし、全国一流の音楽学院で、小学生から大

2008 年 9 月

学院生まで、10 余年の習い経験あっても、そのスピー

化産業規範基地」と命名

ドになる人は 30%にも満たないほど少ない。周顕順は

2008 年 9 月

10 余年の実践経験を経て、琵琶を弾く方法に専念研究

と命名

した。彼はよく学生の手形を見て、人により手の形や

2009 年 3 月

顕順琵琶学校が国家文化部から「国家文

遼源市が文化部から「中国琵琶の故郷」

周顕順が中華無形文化財研究フォーラム

長さなどに相違があることから、各学生の手の特徴に

から「中華無形文化財―中国琵琶故郷

応じて、伝統的な制約に束縛されないで、手指を楽に

の伝承人」と評定

すれば、自然に美しい音を弾き、スピードも徐々に上

2009 年 6 月

げることができると指摘した。このコースの学生はほ

評定

とんど全員 1 分間 180 拍から 208 拍のスピードで弾く

2009 年 9 月

ことが出来るようになる51。

企業」と命名

顕順琵琶学校も「吉林省無形文化財」と

吉林省政府から学校を「吉林省優秀文化

冬休み、夏休みの間に、北京、香港、広東、広西、

このように顕順琵琶学校は国家や省、市が重視して

河南、河北、武漢、山西、遼寧、吉林、内モンゴルな

おり、稀な文化ブランドになっている。現在、韓国、

どの所から学校に来て、琵琶専門人材と琵琶教師を沢

日本、シンガポールなど多くの国家と地域の学生が顕

山育成した。ある一部の人は国内音楽学院の琵琶教師

順琵琶学校で琵琶を訓練している。これから、顕順琵

及び楽団の中堅の力になった。この大きな業績は国家

琶学校は９年義務教育や高校の授業も行われる予定が

の関係ある部門及び国内外に注目され、認められた。

ある。

そして、2004 年 5 月、遼源市は中国民族管弦楽学会か

顕順琵琶学校の正面の円形状ビルの正面全体に琵琶

ら「中国琵琶の故郷」という名を授与された。

学校の学生が国内外でコンクールに参加した写真と説
明が貼ってあった。顕順琵琶学校の学生は数多く国内

3-2-4 顕順琵琶学校の成果

及び国際コンクールに参加している。

顕順琵琶学校の一棟のビルに入ったところ、左側の

2004 年 5 月 21 日

遼源市の市委、市政府及び中国民

壁に国から授与された沢山の証明書が貼られていた。

族管弦楽学会が共同で、中央音

周顕順の故郷―遼源市が 2004 年に「中国琵琶の故郷」

楽学院音楽ホールで『遼源の春

の証明書を授与されたものを初めとし、周顕順及び顕

―琵琶独奏コンサート』を開催
2007 年 8 月 8 日

北京で「2008 年北京オリンピック
カウントダウン一周年、庸関長

51

趙家治 2013「琵琶伝承人―周顕順」
『民进吉林省委会』
（中
国民主促進会吉林省委員会）

22

静岡文化芸術大学大学院
文化政策研究科
刘 斯佳 Sijia LIU

2011 年 7 月 26 日

2012 年 7 月 26 日

城大型民族楽器演奏会」に参加。

が貼られていた。そして、隣のビルに入り、１階の廊

万里の長城で、
「周家軍」百人が

下で、周顕順の紹介や学校の紹介、以前各音楽学院に

一緒に琵琶を斉奏した。

入学した生徒の写真と簡単に説明が壁に貼られていた。

「中・墺国交樹立 40 周年祝賀コ

そして、3 階に行き、学前教育部の関係者と面会した。

ンサート」の為、国家文化部は

実は、筆者は事前に学校に電話をしたのだが、インタ

顕順琵琶学校の先生と生徒を率

ビューすることを拒否されていたので、
「私の従妹がこ

いて、ウィーン楽友協会大ホー

ちらの学校で琵琶を習いたいと考えているから、訪ね

ルで演奏し(写真 16:50 頁)、国

てきた」と関係者に電話のことは言わずに簡単に今回

際的に高い評価を得た。

の訪問の説明をした。そして、琵琶特訓部の関係者を

遼源市第 1 回国際琵琶文化芸術祭

紹介して貰った。そして、5 階のオフィスへ行き、その

が遼源市運動場で開催。2012 名

関係者 B と話をした53。会話の中で、関係者 B は学習者

の琵琶奏者が一緒に『金蛇狂舞』

たちが音楽学院や芸術大学などを受験する時のアドバ

(写真 17：50 頁)を演奏し、新し

イスのことが何回も出て来た。例えば、関係者 B が「中

いギネス記録を創った。今回の

国音楽学院に合格したい場合は、まず、学校の必修科

芸術祭は全世界最大の規模であ

目(数学、国語など)は自分が外で先生を探し、教えて

る。芸術祭の他にも、国際琵琶

もらう。最近音楽学院も厳しくなってきて、必修科目

コンクール、琵琶音楽の夕べ、

の点数も重要である。これは注意しないといけない。

琵琶の講座、中国琵琶発展のフ

また、琵琶専門の部分は先生の指導に従っていけば、

ォーラムなどの活動が行われて

うまく行けると思う」などの説明があった。筆者は関

いた。

係者 B に聞くと、顕順琵琶学校へ来る学習者は半分以
上の人は進学受験のためである。

3-2-5 インタビューに行った時の実況について

また、関係者 B は「顕順琵琶学校の雰囲気は他の所

筆者は 2015 年 03 月 29 日午前 8 時 30 分に長春市

と違い、遊びに来る学習者はほとんどいない。しかも

から遼源市までのバスに乗り、1 時間半をかけて午前

学費も少々高いので、遊びに来ることは考えづらいの

10 時遼源市に到着した。その後、遼源市の市民に顕順

だ。周りの学習者が一生懸命目標の為頑張る姿を見る

琵琶学校の場所を尋ねた。一人の女性52が「顕順琵琶学

と、自分も頑張る気持ちが強くなってくる。良い競争

校か。みんな知っているよ。ただ一般的な家庭では、

の雰囲気になると思う」と説明があった。

授業料が高くて、なかなか行けないね(後述)。琵琶学
校は現地のバス停からタクシー5 分で着くと思う」と教
えてくれた。そして、タクシーに乗って、顕順琵琶学
校に到着した。タクシーを降りて、すぐ顕順琵琶学校
の立派なビル(2 棟)が見えた。郊外で、周りはとても静
かな環境で、周辺は集合住宅などもなかった。当時、
玄関は工事中だった。ビルの表面に何枚か大きな写真
52

40 代の女性。仕事は市場で野菜を売っている。もともと吉
林省遼源市出身で、彼女の自宅は顕順琵琶学校からバスで 50
分かかる所。彼女の子供も琵琶を習ったことがある。

53
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第四章

中国の社会音楽考級試験から見る校外音

57

(唐 2012:130頁)。

楽教育

社会音楽考級の影響で、芸術分野の舞踏分野、美術
分野、書道、朗誦、演技なども考級を行うようになっ

4-1 音楽考級試験とは

た。

音楽考級試験(写真 18:51 頁)とは教育部試験センタ

現在、全国的な芸術考級機構は12団体で、その中で、

ーと中央音楽学院が共同で行い、試験という形で、全

社会音楽考級機構は合計6団体が含まれている。その6

国のアマチュア音楽学習者の音楽知識や音楽レベルな

団体は中央音楽家協会音楽考級委員会、中央音楽学院

どを検定するものである。基本的に「視唱練耳」54と「楽

考級委員会、中国民族管弦楽学会、中国音楽学院考級

器の演奏」の 2 つである。一般には中国の音楽考級試

委員会(後述)、上海音楽学院音楽定級試験委員会、中

験は 1 級(基礎者)から 10 級(プロ)までがある。琵琶を

国歌劇舞踊劇院考級委員会である。また、地方の音楽

例として、1～4 級の曲は、簡単な楽譜、シンプルな弾

考級機構(表6:53頁)は18団体以上があり、芸術考級機

き方であり、5～10 級の曲は、徐々に複雑な楽譜になり、

構(表7：54頁)は24団体もある。

複雑な弾き方が必要とされる(写真 19 の①②:51、52 頁)。
つまり、級(ランク)が高くなってくると、技術が厳し

4-1-1 英国王立音楽学院グレード試験

く要求され、速度、力の強さ、理解度なども厳しく審

もともと、「考級」という言葉は、英語の「 Grade

査される。10 級に合格するとその分野の専門士と認め

Examination」を中国語に翻訳したものであり、「英国

られている。

王立音楽学院連合委員会」による音楽等級試験のこと

音楽考級試験は1980年代に香港を経由して、中国の

を指す(劉 2012:72 頁)。

上海、広州など沿海地区つまり経済が発達した地域に

1883 年 に 創 立 さ れ た 英 国 王 立 音 楽 学 院 (Royal

導入された55。この何十年の発展を経て、沿海地区から

Academy of Music)は、音楽領域58の専門家になりたい

さらに海外に広がった(後述)。また、考級機構は最初

人の為、1889 年に「英国王立音楽学院連合委員会」ABRSM

の１団体(1987年、広州ピアノ学会)から数十団体に増

（Associated Board of the Royal Schools of Music）

加した。

が設立された59。英国王立音楽学院連合委員会は英国王

音楽考級の科目も最初はピアノだけだったが、唱歌

立音楽専科学院(Royal College of Music)、英国王立

56

や中国民族楽器 (写真20:52頁)などにも広がった。も

音楽学院(Royal Academy of Music)、王立ノーザン音

ちろん、考級を受ける学習者も毎年激増している。首

楽学院(Royal Northern College of Music)、王立スコ

都北京を例にすると、1991年2月、中国音楽協会が北京

ッ ト ラ ン ド 音 楽 学 院 (Royal Scottish Academy of

ではじめてのピアノアマチュア考級試験を行う時には、

Music)という四つの音楽学院で構成された。英国王立

830余名の受験者が申し込んだが(李 1996)、1998年、

音楽学院連合委員会は 100 年以上の歴史を持つ世界最

受験生は7万余名を越え、2000年には10万余名に達した

大の音楽グレード機構で、世界で最も影響力がある試
験である。1995 年から、世界各地の芸術学院に専門科
家と教授の為に専門分野の課程訓練コースを作った。

54

試験現場で、受験生は審査員が指摘した楽譜をみて歌うこ
とと、審査員から弾いた音を聴いてその音が何の音であるか
を答えることである。
55
こうした導入経緯については、
『中国の音楽考級の歴史を回
顧と考察』も明らかにしておらず、詳細な経緯は不明である。
56
中国民族楽器：人気があるものを挙げる。二胡、琵琶、琴、
揚琴など。日本と違って、未だに大人気である。

さらに、英国王立音楽院連合委員会が行ったグレード
試験は世界に広がって、現在、世界 90 ケ国以上の所で
57
58
59
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グレード試験を行っている。

験生の音楽素養があるかどうかが判断できる(馮

この試験は世界各地で認められ、試験の科目も多岐

2007:14 頁)。

にわたる芸術グレード試験となっている。任によれば、
毎年の世界各地の受験生は 62 万 6 千余名が受験してい

4-1-2 中国音楽学院考級委員会の考級試験

るという(任 2007:3 頁)。英国王立音楽学院連合委員会

中国の社会音楽考級試験は一体どんなものなのか、

の主な審査員は 500 余名に至っている。全員世界で最

「中国音楽学院考級委員会」という考級機構の募集内

も有名な音楽専門家である。

容60を参考にしながら、説明する。

英国王立音楽学院連合委員会のグレード試験の科目

中国音楽学院 61 は中国民族音楽芸術教育の最高学府

は鍵盤楽器、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器、

である。中国音楽学院の中に、
「社会芸術水準機構」62と

声楽、応用音楽、作曲、指揮及び楽理知識という広い

いう組織が設置されている。社会芸術水準考級委員会

範囲を含んでいる(任 2007:3、6 頁)。

のメンバーは学院のリーダーと各専門分野の専門家で

試験は①予備級「Prep Test」、②1～8 級の能力試験

ある。主な目的は市民の音楽文化素養を引き上げ、国

「 Graded Music Exams 」、 ③ 英 国 王 立 音 楽 院 の 学 位

の美育事業を発展、促進させ、音楽人材を発掘し、ア

「Diplomas」、④音楽賞(奨学金など)「Music Medals」

マチュア音楽学習者に専門士から一流の評定を提供す

の四段階に分かれる。初心者はまず簡単な「Prep Test」

ることである。

を受けてみて、興味があれば「Graded Music Exams」

考級試験は基本的に 1 年 2 回を行われている。申し

の 1～5 級(初学者)の試験を受ける。一定の修習時間を

込み期間は、夏休み(毎年 6 月 1 日～30 日)、冬休み(毎

経た後に 6～8 級までの試験を受けることが出来る。8

年 12 月 1 日～30 日)の午前 8 時半～11 時半、午後 2 時

級に合格し、さらに「Diplomas」 に進級すると英国王

～5 時である。申し込み場所は北京市朝陽区安翔路 1 号。

立音楽学院の学位を取得してプロに転向することも可

また、中国音楽学院考級委員会は全国各地に試験場が

能であり、「Music Medals」 を受ければ学院の奨学金

あるので、現地の知らせを見ること(考級試験の時間

などを受けることもできる(張 2008:30 頁)。

も)。

グレード試験―ピアノを例として説明する。1～8 級

考級試験の対象は、児童(3 歳～12 歳)、青少年(12 歳

までは基本的に 3 曲を事前に選択必要がある。この 3

～18 歳)、成人（18 歳以後）である。審査する結果は

曲は全部違う風格の曲を選ぶ必要がある。例えば、バ

「通過」と「不通過」、いわゆる「合格」と「不合格」

ロック派、古典派、ロマン派、各民族楽派の音楽など。

２つである。
「中国音楽学院考級委員会」の考級試験を

試験内容は、①基礎技能―音階、アルペジオをチェッ

受ける場合は、考級教材集は中国音楽学院考級委員会

ク、②楽理―基礎知識をチェック、③初見奏―学生の

が編纂した『全国通用中国音楽学院校外音楽考級教材』

音楽素養をチェック、④視唱聴音、⑤音楽についての

或いは『中国音楽学院芸術水準考級教材』を使用しな

理解(曲の歴史、例えば、いつの年代のものか、またそ

ければならない。考級教材集の中に 1 級から 10 級まで

の曲についての独自の評価などを述べる）
。③の初見奏

の曲が掲載されている。各考級委員会が編集する考級

はグレード試験現場で、審査員が用意した楽譜を受験
60

この募集要項は 2015 年度の募集の案内である。筆者が張春
に依頼して入手した。
61
1964 年 9 月 21 日、首都―北京で創立した。中国の音楽学
習者たちの理想な学校であり、日本の「東京芸術大学」と同
じぐらいのレベルである。
62
いつ設置されたのか、何処にも載せていなかった。おそら
く 1990 年代(考級の初期)と考えられる。

者に渡した後、受験生に約 30 秒間の楽譜を読む時間を
与え、そして、楽譜の通りに弾くことである。初見奏
音楽を弾く速さで、受験生がピアノに熟知している程
度などをチェックすることが出来る。この試験で、受
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公演の証書級66(後述)300 元(約 6000 円)

教材集は大体似ているが、少し異なっているところも
ある63。

③合格証明書の費用：20 元(約 400 円)、公演証書の級

「中国音楽学院考級委員会」の考級科目は、民族管

を受ける人はさらにプラス 100 元(栄誉メダルを作る費

弦楽器64、鍵盤楽器、声楽、西洋管弦楽器、基本楽科、

用)。申し込み費と考級費用は北京以外の各地は北京と

朗誦、6 つがある。

同じ考級費用にするか、或いは現地の物価部門から許

申し込み方法：受験生は申込書の内容を記入65し、申

可された規準考級費用にするか 2 つの選択がある。合

し込み費用、考級を受ける費用、証明書を作る費用が

格証明書の費用(20 元)は北京と同じである。

必要である。申し込んだ後、受けることが出来なくな
った場合、考級費用と証明書費用(申し込み費用が除

2015 年「中国音楽学院考級委員会」の各考級科目の考

く)を返却される。

級範囲

10 級(最も高いレベル)を受ける受験生は必ず同一考

1～6 級:ダブル鍵盤電子オルガン、デジタルピアノ

級機構の 9 級合格証明書(コピー)を提示すること。つ

1～9 級:チャルメラ、揚琴、三弦(蛇皮線)、中国鼓、

まり、9 級の合格証明書がない場合は、10 級を受ける

テナーホーン、低音バイオリン

ことが出来ない。だが、9 級以下の場合は、自分が自由

1～10 級:琴、竹の笛、笙、二胡、琵琶、阮、ピアノ、

にレベルを選び、受けることができる。例えば、筆者

電子オルガン、アコーディオン、児童声楽、ベルカン

は当時音楽考級試験を受ける時に 1～4 級を越え、直接

ト唱法、民族声楽、通俗唱法、トランペット、トロン

5 級の試験を受けた経験がある。中国音楽学院考級委員

ボーン、ホルン、チューバ、サキソホン、フルート、

会は合格者に「文化部全国社会芸術水準考級センター」

クラリネット、バイオリン、チェロ、古典ギター、民

が監督する「中国音楽学院社会芸術水準考級証明書」

謡ギター、ジャズ鼓、サイドドラム、朗誦。

を授与する。不合格者には審査員の審査結果と簡単な

公演の証書級：ピアノ、二胡、琴

評語を送り、同時に合格証明書の費用を戻す。
費用(北京)は「中国文化部及び国家発展と改革委員

ちなみに、公演の証書級という試験は現在、ピアノ、

会」の公文書の規定に従っている。

琴、二胡に限られている。この試験の合格者は、例え

①申し込み費：10 元(約 200 円)

ば、レストランなど各場所で演奏することが出来るよ

②考級を受ける費：1 級 48 元(約 1000 円)、2 級 60 元(約

うになる。この試験は誰でも受けることができるわけ

1200 円)、3 級 72 元(約 1450 円)、

ではない。中国音楽学院考級委員会で 9 級或いは 10 級

4 級 84 元(約 1700 円)、5 級 96 元(約 1950 円)、6 級

の合格証明書がないと受けられない。試験は 30 分以上

108 元(約 2200 円)、7 級 120 元(約 2450 円)、 8 級

の自由演奏をしながら、ビデオ撮影し、1 回目は現場の

132 元(約 2700 円)、9 級 144 元(約 2950 円)、10 級

審査員が評語を書くが、合格するかどうかを決めない。

156 元(約 3200 円)。

そして、試験のビデオを北京市の各分野の専門家の所
を持って行き、専門家から受験生が合格するかどうか

63

例えば、
「中国音楽学院考級委員会」の教材の中で『流陽河』

を決めるのである。

(琵琶の曲)は 4 級の曲と設定しているが、東北師範大学芸術
考級委員会の教材の中では 5 級の曲と設定している。

4-1-3 音楽考級試験の内容と合格証のメリット

64

基本的に、中国の民族管弦楽器を指している。例えば、琵
琶、琴、二胡など。
65
記入内容が足りない場合は受けることが出来なくなる可能
性もある。

音楽考級試験の内容と合格証のメリットを、琵琶を
66
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例として説明しておく。筆者の場合、音楽考級試験の

る可能性があると保護者たちが信じている。そして、

情報はいつも琵琶の先生から得ていた。先生たちは基

考級試験の証明書を得るため、毎年、試験を受ける子

本的に考級試験を受けることを勧め、
「受けてみて、今

供がますます増加している。

の演奏水準の評価を貰えば、今後の学習に役に立つか

また、前述したように、公演の証書級を持つと、各

ら」と先生たちは言う。

場所で演奏することが出来るようになる。

例えば、今年受けたい場合は、まず、試験前に、受

校外音楽教育のため社会音楽考級試験が生れ、音楽

けたい考級機構が指定する「琵琶考級教材」を購入す

考級は校外音楽教育、社会経済などの発展を促進して

る。その後、先生と相談し、自分の現在のレベルは何

いる(後述)。

級を受けるのが相当か、どの曲を選ぶのかなどの意見
を貰う。琵琶の場合は、試験前に「琵琶考級教材集」

4-2 社会音楽考級試験の発展の三つの時期

から受けるレベルの 2 曲を選び、試験を受ける。基本

1985年から現在まで、中国社会音楽考級は30余年

的に、受験曲は先生と一緒に決めることが多い。そし

が経った。張力元は「萌芽期」、「発展期」、「普及

て、前述したように、考級機構の所へ行き、申込書を

期」の三つの時期に区分している。以下の部分では、(唐

記入し、考級費用などを払い、そして、試験前、選択

2012)、(張 2010ａ)、(張 2010b)、(張 2010c)、(張

67

した 2 曲を必死に楽譜を暗譜 し、演奏し練習をする。

2010d)、(馮 2007)を参考し、現代中国における社会音

試験前の 1～2 週間に受験票が届く。試験当日、受験票

楽考級の歴史を時代順にとりまとめる。

68

と楽器 を持って、試験を受けに行く。試験場には、基
本的に 2～3 人の審査員69がいる。そして、自分の受験

4-2-1 萌芽期(80年代中期～1990年)
1985年、上海音楽学院は国家の方針70に応えるため、

番号が呼ばれたら、入室する。まず準備した 1 曲目を
弾き、途中で審査員から合図を貰い、2 曲目に移る。前

管弦学部は日曜日の休みの時間を利用して、初めて社

述したが、弾き終わって、審査員から指摘された楽譜

会人向きの「バイオリンの指導コース」と「ピアノの

(5 行程度)を読み終わったら、試験終了。試験は大体

指導コース」を作った。社会人に積極的に習って貰う

15 分程度である。その後 1～3 ケ月程度で結果が出る。

ため、「ピアノの指導コース」の教師たちは、香港に

合格した受験者に合格証明が授与される。

設立された「英国王立音楽学院」のピアノ考級試験を

考級試験の合格証明書を持つと、学習者が進学する

真似て、1987年に「指導コース」の中で、ピアノ考級

時に、学校(特にその楽器のクラブ活動があるところ)

試験を行った。この試験は一年一回を行うもので、参

によって優先的に入学できることもあり、入学試験の

加者は指導コースの社会人だけであった(申し込み自

点数に加算されることもある。2003 年国家教育部が公

由)。当時「ピアノの指導コース」の社会人はレベルが

表した文書によって、公的には考級証明書で入学試験

あまり高くなかった為、試験の内容は難しいレベルで

の点数を加算することは禁止されたが、実際のところ、

はなかった。そして、先生たちが自分で作った考級合

その制度を続けている学校は未だに多い。入学試験の

格証明書を合格者に渡すのだ。このコンクールは中国

点数は 1 点を加算されるだけでも、将来の人生が変わ

音楽教育界の中で、音楽考級試験の形で学習者の音楽

67

現在、25 歳までの受験生は楽譜を暗記しないといけないが、
25 歳を超える人は自由となっている。
68
基本的に受験生は自分の楽器を持ち込むが、運びにくい、
大きな楽器(ピアノ、琴など)は考級機構が用意する。
69
審査員は考級機構から各芸術大学、音楽大学へ行き、各分
野 5 年以上の演奏経験がある先生に依頼する。
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能力を判断するための最も早い試みであった。すなわ
70

当時、中国の方針とは市民の素質教育を普及すること。具
体的な素質として、主に道徳素質、知力素質、身体素質、審
美素質、労働技能素質など、音楽も素質教育の中の一貫とし
て重視されるようになる。
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ち、これが中国社会音楽考級試験の最初の形態である。

考級機構―全国楽器演奏考級委員会が中国音楽家協会

また、中国社会音楽考級試験は1987年末に、広州に

から作られた。つまり、中国の全国的な楽器考級制度

いるピアニスト、教育家は音楽愛好者を引率して、広

の誕生が宣告された。これは中国社会音楽教育の発展

州ピアノ学会71の名前で、全国ピアノ考級試験を行った。

には重要な意義があると考えられる。

当時申し込んだのは40人しかいなかったが、社会音楽

中国音楽家協会全国楽器演奏考級委員会の成立で中

考級試験は徐々に人々の中で意識され始めた。

国社会音楽考級は萌芽発展期から発展、普及期に進む。

そして、1988年12月、広東省音楽家協会(前身は広州
ピアノ学会)は広州で正式な第一次アマチュアピアノ

4-2-2 発展期(1991年～2000年10月)

の音楽考級試験を行った。今回の考級試験は広州市の

1980年代の後半から1990年にかけて、広州、上海、

アマチュアピアノを習っている児童少年は全員参加で

北京などの地域で音楽考級試験が行われたことは全国

きた。当時5歳から6歳まで、合計640名の受験者が1級

的に注目され、特に、中国音楽家協会全国楽器演奏考

から3級の試験に合格した。上海音楽学院の「ピアノ指

級委員会の成立は、国内に大きな反響を呼んだ。これ

導コース」の社会音楽考級試験と比べると、広州ピア

らの音楽考級試験の影響で、全国各地で音楽考級機構

ノ学会の第1回の社会考級制度の方が優れていた。試験

の成立が続いた。1991年から2000年までの10年間で考

には優、良、中、可、不可に分けられている。ピアノ

級機構は6団体から20余団体に増加した。

考級試験に成績が優秀な学生を奨励するし、また前述

1990年代に入ると、社会音楽教育は全国各地に広が

したように、第6級に合格する学生には中学校、高校の

り、アマチュアが音楽を習うブームが生じた。それと

入学試験の点数を加算することもある。広州ピアノ学

同時に、考級機構自身も徐々に整備されている。社会

会の初めての考級試験は完備な制度、明確な目的及び

音楽考級を受ける受験生が機構の数より多く、需要が

細かい規則があり、初めて地方における社会音楽考級

多過ぎて供給が少ないので、中国音楽家協会音楽考級

試験であった。

委員会、中国音楽学院考級委員会など実力を持ってい

上海音楽学院の「ピアノの指導コース」の内部で2回

る考級機構が自分の範囲外(他の市)の所で考級試験を

の考級試験を行った後、上海音楽家協会と上海ピアノ

行うようになった。

学会は1988年に一緒に上海音楽考級委員会を創り、上

この時期に、20余団体の社会音楽考級機構が相次い

海の地域で1年1回のピアノ考級試験を試行した。1989

で成立され、同じ地域で様々な考級機構が同時に社会

年にピアノ考級試験の初回の成功があった後、上海音

音楽考級試験を行うという現象が出てきた。だが、１

楽家協会琵琶学会、バイオリン学会も上海地域で、初

つの地域の学生は数が決まっているので、様々な考級

回の琵琶考級とバイオリン考級の試験を行った。上海

機構が同時に考級試験を行うことで受験生が分散する

音楽考級コンクールの影響で、杭州、寧波などの周辺

現象も出て来た。受験生の分散の現象は利益が減少す

の都市も次々と考級委員会を創り、アマチュア教習者

ることに繋がることに気づき始めた。さらに、考級機

向きの音楽考級コンクールを行い始めた。

構の間の競争の動向が日増しに激しくなって、社会音

1990年7月、アマチュア音楽の教育を整えるため、中

楽考級機構の中で「商業的な運営」が徐々に見えてき

国社会音楽教育の発展を促進するため、学校音楽教育

た。

の不足を補うため、中国でははじめての全国社会音楽

また、萌芽期に人気だったピアノ、バイオリンなど
の楽器以外に、考級科目が増加した。2000年まで、各

71

現在は広東省音楽家協会となっている。当時は広州にいる
専門家、演奏家の人達が音楽学習者の為、一緒に広州ピアノ
学会を立ち上げた。

考級機構は音楽考級科目を約30種類に増やした。例え
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ば、前述したように、トランペット、チューバ、サキ

るようになった。改革と発展方法を探し求め、社会音

ソホン、フルート、クラリネット、チェロ、琴、二胡

楽考級の秩序正しく発展を保つため、沢山の対策を考

などの科目が増えた。

えた。その結果、各音楽学院、芸術学院が社会音楽考

受験生たちが楽器を必死に練習するだけにするとい

級試験に介入し、社会音楽考級機構が安定してきた。

う問題が発生したため、1998年に中国音楽家協会は「音

2002年から2003年の間、舞踏、美術、書道などの他

楽素養考級」を世に出し、音楽の基礎知識も審査の内

の芸術類も、盛んに行われた。

容に入れた(後述)。

そして、社会音楽考級試験を拡大するため、受験生

この時は、考級科目は西洋楽器演奏が多かったが、

に便利な考級条件を提供するため、利益のため、各考

国家は民族伝統文化を重視する必要があると宣伝し、

級機構が考級を受ける場所を増設した。音楽特訓学校、

そして、市民たちもますます民族楽器に興味を抱き、

楽器販売店、監獄さえ、考級の場所となった。大規模

「ピアノ、バイオリンブーム」から「民族楽器ブーム」

な受験会場を増設することの影響で、さらに社会音楽

が興った。そして、民族楽器の考級科目も増加し、2000

考級の普及を促進した。同時に、一部の考級機構が田

年末まで、社会音楽考級の中で西洋音楽の科目の数よ

舎に考級を受ける場所を作った。遠い地方の音楽教習

り少し多い程度になった。音楽アマチュア教習者の人

者のためであり、考級機構の新しい利益を得る道を開

数が増加し、社会音楽考級試験を受ける人数も激増し

拓することでもある。
そして、21世紀に入り、特にWTO72に加入した後、中

た。人々の生活水準が上がり、精神生活の豊かさも要
求し始め、特に音楽を習いたい大人が増加した。

国は対外開放の歩みを進み、社会音楽考級の発展も新

社会音楽の普及と共に、市民は音楽教育の重要性を

しい局面に入った。中国社会音楽考級機構は海外にも

意識し、出来る限りいち早く自分の子供たちに音楽教

拡大しょうと準備している。中国の伝統音楽は、日本、

育を受けさせようとしている。そして、社会音楽考級

マレーシア、シンガポールなどの東南アジアで愛され

試験を受ける低年齢の子供が毎年増加し続けた。

ている。学習成果を確認するため、考級試験が注目さ
れるようになった。現在、海外の考級機構の科目は主

4-2-3 普及期(2000年10月～現在)

に中国民族楽器である。例えば、中央音楽学院考級委

社会音楽考級機構が多く増加すると、不良な競争現

員会が1989年にシンガポールで中国民族楽器の考級コ

象が徐々に出て来た。このような大きな問題が校外音

ンクールを行った。2003年に、中国の伝統楽器の考級

楽教育の発展にも影響した。

試験が香港特区で行われた。または2006年に、カナダ

この問題に対し、2000年10月11日に教育部は「全国

の4つの地域で考級試験を行った。

社会芸術水準考級管理原則の意見」を発布し、新しい

2009年末まで、48団体の社会音楽考級機構では全国

考級機構の審査の仕事を止め、社会芸術考級機構を整

芸術考級の専門家から選ばれた音楽類の審査員は8511

理する必要があると主張した。そして、2004年に「新

名に達している。皆の努力の下で、中国社会音楽考級

社会芸術水準考級管理方法」(文化部令第31号)を公布

はたくさん経験があり、高学歴、高レベルの審査員を

し、混乱する局面を転換させ、社会音楽考級を正しい

用いている。

軌道に乗せた。

現在、芸術考級以外にパソコン、会計士などの考級

1990年代の後半、社会音楽考級の問題(過当競争)が

試験も出てきて、これからは多元化考級になってくる

ますます出て来て、社会や市民の心配も増えて来た。

WTO とは、世界貿易機関。英: World Trade Organization
の略称。自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機
関である。
72

この状況で、考級機構も危機を感じ、沢山の措置を取
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と推測できる。

る人にも考級試験を行っている (張 2011b:33 頁)。学

社会音楽考級試験は普及期の後半に入り、経験を積

習者たちは平等であり、音楽考級試験を受けられるチ

み、一つ大きく変わってきたのは、民族楽器の受験生

ャンスがあり、音楽を全国の隅々まで普及できている。

が更に増え、西洋楽器を受験する学生が減少してきた
ことである。

4-3-2 社会音楽考級の問題点
音楽考級が最初から現在まで、1年の受験人数が日増

4-3 社会音楽考級の良い点と問題点

しに激増し、近年毎年の考級人数は25万を突破した。
何璇はこんな音楽考級状態は「狂っている」と感じ、

4-3-1 社会音楽考級の良い点

考級の元々意味が曲がってきたと感じ、こんなことは

まず、張力元は「中国社会音乐考级 20 余年の発展の

深く反省しなければならないと主張する(何 2009:124

道(上)」の中で、音楽考級試験の誕生で、中国の音楽

頁)。確かに、近年は社会音楽考級を受ける学習者が激

教育に重要な意義があると言った(張 2010ａ:33)。ま

増し、考級ブームになっている。だが、社会から高い

た、張は音楽考級試験の影響で、現在他の芸術分野も

評価を得たが、利益を求め、不良な競争など、マイナ

盛んになり、他の分野の学習者も増加している。音楽

ス面もたくさん出て来た現状がある。

の普及に大きな貢献を与えたと指摘した(張 2010b:34

唐は「中国の音楽考級の歴史を回顧と思考」の中で、

頁)。

現在の保護者たちの会話には、必ず「あなたの子供は

また、唐建軍は「中国の音楽考級史を回顧と考察」

何級を取りましたか。今年は何級を取るつもりですか」

の中で、考級試験の影響で、中国の素質教育も向上さ

などの質問があるという。保護者たちは8、9級などを

せることが出来る上、考級試験の普及と共に、楽器業

取ると他の子供に優越した音楽水準と考えている。し

界、出版業界なども良い状況に入ったと指摘した(唐

かし、何級を合格すると、本当に子供の音楽能力を判

2012:132 頁)。

断できるのか、考級試験の価値観を逸脱していると指

そして、林涵は「社会音楽考級の思考」の中で、子

摘した(唐 2012:132頁)。

供が音楽考級試験の審査員(専門家)から、評価を得て、

また、考級機構についての問題も沢山ある。既に 4

さらに楽器を上手に弾けるようになると述べている

－2－3 で述べたように、教育部は 2000 年 10 月 11 日に

(林 2012:152 頁)。

新考級機構の審査の仕事を止め、社会芸術考級機構を

さらに、趙文平は「社会音楽考級のメリットとデメ

整理する必要があると提言したが、実は、受ける学習

リット」の文章の中で、音楽考級試験は子供と音楽教

者が日増しに増加し、社会音楽考級機構も増えてきた。

育の架け橋になっており、子供は考級試験を受け、記

その中のある考級機構はいろいろな手段を用い、受験

憶力を強め、分野を広げ、外の人々と交流するチャン

者を招いている。例えば、無知な保護者の前で、うち

スができると指摘した(趙 2010:162 頁)。

の考級機構の審査員が優しいとか、100％合格書を貰え

同じように何璇も「音楽考級現象の思考」の中で、

る約束をするなど(林 2012:152 頁)。またある考級機構

音楽考級試験を受ける人が増加し続け、中国の音楽教

は不適切な費用を徴収することも少なくない(何

育を推進させ、音楽知識も普及させ、音楽の素養も向

2009:125 頁)。さらに、ある考級機構は利益の為、経費

上させることがあると指摘した(何 2009)

の所で工夫する。例えば、経験のない、安い審査員を

張力元は「中国社会音楽考级 20 余年の発展の道(中)」
の中で、考級機構は遠い田舎にも監獄に収監されてい

雇うなど(唐 2012:133 頁)。
そして、何璇は「音楽考級現象の考察」の中で、音
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楽考級試験の教材は元々専門院校、専門組織などから
教材を編纂し、出版するが、利益の影響なのか、各省、
市自らが編纂した教材を出版し始めた。教材は多過ぎ
で、混乱した。また、楽器の先生たちは子供が音楽に
興味があるかどうかを問わず、技術を、教えている。
音楽の基礎知識から学ぶではなく、ひたすら考級試験
を合格するように子供を訓練している。考級試験の合
格証明書を得ても、音楽能力を判断できないのではな
いのかと指摘した(何 2009:124頁)。
一人の考級の審査員73に話を聞くことができた。「中国
の音楽考級試験を受験する学生が非常に多いので、受
験する曲は最初から最後まで、すべてをチェックする
のは難しい。だが、音楽の表現、楽器を弾き方、表情
などがチェックポイントである。1 級を受験する学生と
10 級を受験する学生なら、同じ曲の最初の所を聞くだ
けで、経験がある審査員は受験生の実力を判断できる。
だが、音楽考級機構の管理（審査員へ賄賂など）など、
社会音楽考級の問題は沢山あるが、すぐ解決できるこ
とではないと思う」。審査員の話しは専門家として、
ただの何分間の演奏を聴くだけで学生のレベルを評価
することは正しいかもしれないが、社会音楽考級試験
の様々な問題があるという現実もあるのだ。

73

筆者の琴の先生―李×、40 代の女性、芸術学院を卒業後
(22 歳)、そのまま芸術学院で琴の先生になり、40 歳の時に芸
術学院の仕事を辞め、自宅で学生を教えるようになった。芸
術学院にいる間、吉林省の各音楽コンクール、社会音楽考級
の審査委員になっていた。2015 年 9 月 25 日、先生の自宅に
電話し、考級のことに話を聞いた。
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第五章

結論

ての民間の琵琶専門学校「顕順琵琶学校」
（吉林省辽源
市福镇大路 2 号）を創設したことである。つまり、先

5-1 本論文の概要

生のところで個人レッスンを受ける形から、民間の音

本論文では現代中国における校外音楽教育―社会音

楽専門学校へ通う形が出て来たのである。だが、民間

楽教育(少年宮)と民間音楽教育(顕順琵琶学校)を中心

音楽教育の授業料は少々高いので、一般的な家庭にと

に論じた。

っては重い負担であることが解った。また、民間音楽

第一章では、中国の学校音楽教育について述べた。

教育機関は主に音楽学院の進学試験、考級試験などの

まず、学校音楽教育の歴史を新中国建立前、新中国建

ための音楽教育を行っていることを明らかにした。

立後、改革開放以後から現代の順で説明し、学校音楽

第四章では中国の社会音楽考級試験から見る校外音

教育の現状を論じ分析をした。結果、明らかになった

楽教育について述べた。英国王立音楽学院グレード試

のは、学校は音楽教育より、受験科目の教育を重視し

験と中国音楽学院考級委員会の考級試験の内容を紹介

ているということである。広い中国の中には、音楽教

した。また、中国の社会音楽考級試験の発展の三つの

育が盛んな学校もあるかもしれないが、受験は全国的

時期―萌芽期、発展期、普及期について説明した。現

なブームであることを考えると、多くの学校で音楽教

在音楽考級試験を受ける人はますます増加してきたが、

育が熱心に実施されているとは考えにくい。それゆえ、

問題も増えて来たことを明らかにした。

学校での音楽教育は有名無実になっていると判断して
もよいだろう。

5-2 音楽教育の問題

第二章では中国の社会音楽教育施設―少年宮の分析
を行った。その結果、少年宮は 50 余年の歴史の中で、

5-2-1 学校音楽教育

発展、破壊、回復、改革、新たな発展などの変遷をし

学校が音楽などの副科の授業を止め、毎日受験科目

てきたことが解り、1990 代まで、少年宮の管理は整っ

の授業を受けさせ、良い成績を取らせることが、本当

ていなかったが、政府や少年宮の教員たちが子供のた

に子供の将来のためになるのだろうか。学校の間でも、

め、一生懸命校外教育の発展を支えたことが明らかに

先生たちの間でも競争があり、学生の成績が良ければ、

なった。少年宮の中で、長春市少年宮を取り上げ、1990

その学校は有名になってくるし、もちろん新入生を募

年代までの長春市少年宮と現在の長春市少年宮を比べ

集しやすくなるし、手厚い利益が入ってくることも、

て、分析した。インタビュー調査の内容と新聞記事を

筆者は理解している。先生たちも自分のクラスの子供

分析し、昔の少年宮は子供にとって良い思い出であっ

の成績が良ければ、先生の名誉、給料にも関係する。

たが、現在の少年宮は経費や利益などの考えが優先し

彼らは子供に明るい将来を送ってもらおうと考えてい

て、様々の民間機構が少年宮の中に入り、混乱する状

るだろうか。学校はもっと子供の立場から考えてほし

況を生じさせている。また、少年宮自体が衰退する現

い。21 世紀に至って、中国の学校音楽教育を重視する

状などの問題を指摘した。

ことに関する規定、政策などは山ほど作られたが74、現

第三章では民間音楽教育について述べた。豊かな生

実には上手く進捗していないようだ。学校の音楽教育

活を享受する親族が一人の子供に最も優れた教育をさ

は子供にとって、とても重要な場所である。子供は新

せたいという思いから、優秀な先生を探してレッスン

しいものに触れ、興味を湧き出す場所は学校なのであ

を受けさせる風潮がみられる。また、近年注目されて

る。学校教育の中で、音楽だけを重視させようという

いるのは、2006 年に琵琶演奏家の周顕順が全国で初め
74
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主張ではなく、政府が決めている課程表に従い、一週

していることを報じている。元々中国が少年宮を作っ

間に 2 回の音楽授業を行い、基礎的なものを学ばせ、

た本意とは子供が校外で遊べる場所を作り、「愛国心、

音楽に興味がある子供が社会音楽教育や民間音楽教育

愛市民、愛労働、愛科学」などの思想を子供に身に付

機構へ行き、音楽を普及させ、子供に精神的糧を増加

けさせるという方針によるものだった(許 2002:27 頁)。

させる役目を持つことが重要だと考える。

昔の少年宮は庶民の味方だったが、現在は各種の有料
である塾的な教室になり、良い場所を民間に高く賃貸

5-2-2 社会音楽教育―少年宮の問題

するなどしている。1990 年代以後、少年宮へ行く子供

長春市少年宮の関係者にインタビュー調査をしたが、

たちにとって本来感じるべき楽しさが失われていた。

筆者は現在の少年宮の本当の状況をあまり聞くことが

少年宮は社会音楽教育の重責を負っている。少年宮は

出来なかった。少年宮の入学率等の資料も得られなか

衰退という現実に直面し、今後社会音楽教育の重要な

った。また、長春市少年宮のサイトには、少年宮の基

施設として振興するべき対策を考える必要がある。筆

本情報が載せられていたが、年度営業収入や、資産合

者の主張は単純に少年宮を 1990 年代の状況に戻すこと

75

計のところには「０」という数字が記載されていた 。

ではない。当時少年宮の教師が持っていた子供のため

約 50 年の歴史がある長春市少年宮が、ほとんどの情報

一生懸命考える姿勢、少年宮最初の初志と子供のため

を公開していないことを筆者は理解できない。長春市

に努力しようという気持ちに戻って欲しいのである。

少年宮の公開の情報が非常に少ない、情報の透明性が

写真 7 のような状態に戻って欲しいのだ。教師が真剣

ないなどと筆者は強く感じ、疑問に思う。

な顔で、一生懸命子供に音楽を身に付けさせようとい

現在、長春市少年宮の関係者 A は、少年宮は政府か

う気持ちに戻ることを期待している。教師たちが少年

らの補助金が足りないと言い、場所を民間に貸してい

宮の設立当時の考えに戻れば利益のことは考えずに、

る。2－1－1 で述べたが、1995 年 5 月、国家教育委員

国の人材を育てようという気持ちが芽生えて子供本来

会は中央共青団と一緒に『児童少年の校外教育機構の

の生活の豊かさを更に親身に教育する状況が出来てく

仕事の規程』を発布した。この規程の中で、経費が足

ると考える。子供の立場に立って、精神的な豊かさを

りないため、少年宮の教育を妨害しない前提で、一部

享受させる教育が望ましい。

の敷地を民間に賃貸することができることが認められ
た。長春市少年宮は規程に従っており、場所を民間に

5-2-3 民間音楽教育の問題点

貸す時に、子供のため民間の機構を慎重に選抜すると

「一人っ子政策」の影響で、マンツーマンの音楽教

関係者 A は言った。だが実は、玄関の右手に目立つ場

育も盛んになってきた。各々の子供のレベルに合わせ

所で、成人の太極拳の民間機構が存在している。成人

て、授業を行っている。一人の教師が一人の生徒の指

向きのクラスは、子供に何の役に立つのか。「少年宮」

導をするものである。だが、マンツーマン音楽の授業

(児童少年の宮)という名前も本来の意味が失われてし

を求める人が多くなり、教師の数も限りがあり、急に

まうのではないのかと筆者は考える。

増員することはできないので、結果として、授業料は

2－2－2 で述べたように、様々な新聞記事は、少年宮

ますます上がってしまっている。また、ある一部の音

が衰退している状況にあることや、利益ばかりを追求

楽楽器の指導の先生たちは、保護者たちに強固な基礎
知識を子供に身に付けさせたいと説明し、学習者の授

75

業期間を延ばすことにより、利益を追求している。楽

長春市少年宮のサイト http://1560186.1024sj.com/(最終

器の指導の先生が全員そうではないと思うが、民間音

閲覧日：2015 年 12 月 18 日 20 時）
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楽教育の市場を整える必要がある。また、保護者たち

ると、英国王立音楽学院の試験を受ける時には、3 曲全

は子供に音楽を身に付けさせたいならば、良い有名な

部性格が違う曲を選ぶ必要がある。中国の試験も 3 曲

先生を盲目的に探すのではなく、もっとあらゆる角度

を選ぶ必要があるが、練習曲と同じレベルの自由な 2

から観察し、慎重に先生を選ぶ必要がある。

曲を選択し、受験する。英国王立音楽学院の試験は受

また、インタビューで、顕順琵琶学校は立派であり、

験生に単なる自分の好きな曲を選ばせるのではなく、

教師たちは有名な琵琶専門家であり、学生も優秀であ

様々な性格の音楽作品を弾かせて評価することにより、

ることなどを聞いた。3－2－3 で述べたが、これからこ

さらに、音楽分野への広がりの知識も評価できると期

の学校はさらに発展し、小学校と中学校を造る予定で

待されるのである。また、英国王立音楽学院の試験内

ある。だが、学校が発展するとともに、民間音楽教育

容は 4－1－1 で述べたように、基礎技能、楽理、初見

の発展、普及を再検討する必要があるのではないのか

奏、視唱聴音、音楽理解の 5 つがある。だが、中国の

と筆者は考える。遼源市は琵琶の故郷と言いながら、

考級内容は基礎技能と視唱聴音の 2 つしかない。英国

現地の学生の数より県外から来る学生が多い。何故せ

王立音楽学院と比べるととても物足りない感じがある。

っかく身近に琵琶学校があるのに、行かないのだろう

中国は考級試験を受ける人が激増しているが、100 年以

か。3－2－5 で述べたように、やはり、現地は物価が安

上に歴史がある英国の良い点をもっと研究し、中国の

く、収入が少なく、顕順琵琶学校は理想だが、学費は、

国情に合わせて徐々に直していく必要があると筆者は

周辺の人にとっては大変な出費である。琵琶学校の発

考える。

展と共に、子供のため、例えば、夏、冬休みの時、無

中国は音楽教育を普及するため、学習者の音楽レベ

料で体験させる、あるいは最低生活保障金を貰ってい

ルを判断するため、社会音楽考級試験を開始した。こ

る家庭の子供の学費を半額にするなどの対策が必要で

の考級試験は厳粛、公平、公正などの原則を持って行

ある。そうすることによって、顕順琵琶学校のブラン

われているので、社会、保護者、学習者達にとって信

ド力も徐々に上がっていくと考える。また、琵琶学校

頼できるものであった。社会音楽考級の普及は校外音

の関係者 B との会話の中で、顕順琵琶学校は生徒を指

楽教育の発展を促進している。

導して、音楽学院に入学させ、考級試験などに合格さ

また、学習者は音楽考級を受けるため、楽譜を読み、

せることが目標としていると何度も言っていたが、筆

暗記することと、目標を達成するため、毎日必死に練

者は、試験を受験させ合格させることだけが目的では

習することなど、学習者にとっては、とても良い訓練

なく、受験することにより、沢山の訓練により演奏技

になり、西洋音楽、中国民族音楽の文化知識、理解能

術が身に付き、生活する上で豊かな感情を享受するこ

力や審美意識、心理状態なども良くなってくる。さら

とが出来ると考える。このことが本来の目的であるべ

に保護者達も毎日子供の練習する曲を聴き、音楽の素

きと考える。

養を身に付けるようになると筆者は考える。筆者は考
級を受ける前、先生から習い、自宅で練習し、結果、

5-2-4 音楽考級試験から見る校外音楽教育の現状の問

家族の人々もその曲のメロディを覚え、また同じの曲

題

を聴きはじめるとすぐメロディが浮かぶようになった。
中国の音楽考級試験の歴史はまだ 30 余年しかなく、

英国王立音楽学院のグレード試験は 100 年以上の歴史

音楽考級の影響で、市民の音楽素養が高くなってきて
いると感じる。

があるため、英国王立音楽学院のグレード試験の方が

そして、音楽考級試験の影響で、全国の経済も良く

しっかり整えられている。ピアノの考級試験を例にす

なってくると考えられる。受ける受験生が多くなり、
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楽器市場、出版市場及び校外音楽機構市場などが大き

った音楽考級試験を受けた。当時の 5 級の費用は約 100

くなってくる。何故ならば、受験生たちは練習する楽

元(約 2000 円)だった。実は考級試験を行う半年前に、

器が必要になり、音楽の先生(校外音楽機構)が必要に

琵琶の先生から両親に「いついつに音楽考級試験があ

なり、受験するための参考書も必要になってくる。例

りますよ」と言われて、自分自身が受けたくなくても、

えば、考級の参考書は毎年更新している。受験生が多

両親が申し込む。保護者は自分の子供の修習状況や、

いため、たくさん売れると考えられる。

また先生は優秀な先生かどうかを判断したかった。さ
76

さらに、音楽考級の影響で、他の芸術分野 も考級を

らに子供が考級合格証明書を取得して、親戚あるいは

考え、実行し、そして、音楽以外の芸術学習者も増え

周辺の人々に羨望させたい気持ちもあり、将来は考級

ている。

の証明書を持ち、進学する時に点数を加算される可能

だが、音楽考級市場の制度をしっかり整え、先生と

性もあると考えている。筆者の保護者の考え方は多く

保護者の考え方を変えてほしい。保護者は考級試験が

の保護者も同じように気持ちを持っていると感じてい

子供の将来の進学などのために受験するのではなく、

る。先生は自分の名誉、将来の利益のため、または保

もっと素直で、最初の気持ち―ただ子供に音楽の素質

護者に安心させるため、考級を受けさせようと説得し

を身に付けさせたいことだけを考えていきたい。入学

ている。保護者は子供のためだからと思い込んでいる。

試験の点数を加算されるなどの目的があって音楽考級

だが、子供はこんな状況で試験のために音楽を習うこ

試験を受験するのではなく、考級試験を受けて、子供

とになると、いつかきっと耐えられなくなり、飽きる

が音楽により多く興味を持たせる必要があると筆者は

日が来る。実際に音楽に興味を持ち、音楽の素質があ

考える。

る人を抹殺させてしまう可能性が高い。

4－3－2で述べたように、音楽考級試験は社会から高

また、考級機構の市場は混乱している。受験する学

い評価を得たが、利益を求め、不良な競争など、マイ

習者が日増しに増加し、社会音楽考級機構も増えてき

ナス面も沢山出て来た状況がある。

た。その中の一部の考級機構は保護者たちの「自分の

まず、先生たちは自分の業績を表現するため、良い

子供が合格して貰いたい」という気持ちを察し、沢山

結果を保護者やそれ以外の多くの人たちに見せたく、

の受験者に来て貰うため、合格率を上げ、受験者全員

子供の気持ちを考えずに、とにかく、申し込んだ級(レ

合格するようにしている。また、節約のため、経験が

ベル)を合格するように必死に練習させ、半年あるいは

ある審査員を招請するではなく、芸術大学や音楽大学

1 年間ずっと受験曲を指導するのである。前述した通り、

の在学中の学生を招請する機構もある。筆者が友人の

ひたすら楽器を練習するだけではなく、基礎知識など

芸術大学へ行った時79、何人かの学生に事情を聞いた。

も重視しようと、中国音楽家協会が提言したが、現実

ある機構から招請され、「今回は審査員が足りないた

にはできなかった。

め、来て貰えますか」ということがあった。全部の考

筆者も同級生77も 1998 年から社会音楽考級試験で琵

級機構を否定するわけではないが、ただこういう事実

78

琶の考級を受けた。当時中国音楽学院考級委員会 が行

も存在しているのだ。
そして、考級試験を受ける時に、受験生が多いため、

76

舞踏、美術、書道など。
琵琶の先生の所で一緒に習っていた人。
78
中国音楽学院考級委員会は 1997 年 7 月に考級委員会を設立
した。現在まで、中国民族楽器(笛、琵琶、揚琴、琴、二胡、
チャルメラ等)と西洋楽器(ピアノ、ギター、バイオリン、チ
ェロ、サキソホン等)、全部合計 34 科目の考級試験がある。
2004 年まで、178 箇所で考級試験を行われている(張

審査の先生は受験する曲を全部聞くことはできない。

77

時間を節約するため、数分を聞いて一曲を終わりにさ

2010d:39～40 頁)。
79
2015 年 8 月末、大学の名前は公表できない。
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せて、次の曲に移る。審査員がただの数分間を聞くだ

い」と指摘されていた。校外音楽教育の社会音楽教育

けで、学習者たちのレベルを判断することができるの

と民間音楽教育がこの規程に従っていれば、ひたすら

かと受験生は疑問を持っている。筆者も受験した経験

試験で子供の音楽能力を判断するのではなく、子供の

があるが、本当に数分の演奏だけであった。ある一部

心身の健康、心理状況などから考え、健康な校外音楽

の受験生は、審査員は最初の部分しか聞かないと知っ

教育を行う。校外音楽教育は子供の音楽審美や音楽趣

て、曲の最初の部分だけを必死に練習するという現象

味などを向上させることが期待できる。

もある(何 2009:125 頁)。実は筆者も一緒に考級を受け
る受験者も最初の部分を必死に練習すれば、合格でき

5-3 学校、社会、民間の協調

ると思っていた。子供は音楽、楽器が好きというより

一般的には中国の音楽教育は学校音楽教育を指して

も、試験に合格するためだけを考えるようになってし

いる。確かに第一章 1－1 で述べたように、
「学堂楽歌」

まう。歪んでいる考え方が続くと、自分の趣味が解ら

運動によって、中国の音楽教育史は新たな幕が開いた。

なくなり、受験のためだけの勉強になってしまう。

音楽教育の最初の形も学校音楽教育である。学校音楽

本論文では、学校音楽教育と校外音楽教育、各々の

教育は音楽教育の中で重要である。だが、学校音楽教

良い点と問題点を指摘した。校外音楽教育は音楽教育

育の制度は形にはめられているので、社会発展と共に、

の重要な構成部分であり、学校音楽教育の欠点を補足

それに満足できない市民は音楽知識や音楽技能など精

している。学校音楽教育と比べると、校外音楽教育の

神的な世界を要求することが日増しに多くなっている。

教育理念、教育方法は新しい。学校音楽教育では教材

校外音楽教育は市民にとってとても重要になっている

を使って、全員に同じものを学ばせ、先生の授業に合

のである。学校の音楽教育では規範性があり、学校へ

わせている。だが、校外音楽教育では、子供の能力に

通う子供たちが全員音楽知識に触れるチャンスがある。

合わせて、授業をし、各子供の素質によって授業のレ

校外音楽教育では自分が習いたい気持ちがなければ習

ベルを決めるのである。

いに行かない。まず、学校で全員に音楽の基礎知識を

お互いに支え、欠点を補足し、発展を推進させるこ

普及する必要があり、さらに音楽に興味を持った持た

とが出来る。校外音楽教育はミュージシャンを養成す

子供に校外音楽教育を提供すべきだ。校外音楽教育の

るという目的ではなく、音楽を普及させ、子供に精神

中で、社会音楽教育と民間音楽教育も別々の役割を持

的糧を増やさせ、心身健康な子供を養成することであ

っている。まず、社会音楽教育―少年宮を例として、

る。受験の成果の追求ではなく、校外音楽教育を普及

現在は各種の有料である塾的な教室になり、少年宮は

させ、子供は心から、生活を愛し、音楽を愛し、さら

国からの支援が不足していて、様々な分野の専門家の

に一生音楽を伴い、生活質量を向上させることが出来

先生を揃えられない等の問題がある。民間音楽教育で

る。校外音楽教育は単に音楽を教育するだけではなく、

は各分野の専門家がいるが、信頼できるかどうかの判

社会人文素質を進歩させることが出来ると筆者は考え

断ができない市民が多い。少年宮は社会音楽教育の重

る。

要な位置にあり、利益を考えるより、子供の将来を支

2－1－1 で述べたが、児童少年の校外教育を改良する

える責任がある。例えば、経費を解決するため、敷地

意見』
（1991 年 10 月 8 日）の中で、
「子供の校外活動は

を賃貸することも政府に認められているので、慎重に

必ず子供の心身の健康を考え行い、子供の心理状況の

本当に子供に役立つ民間機構を選び、少年宮の足りな

規律と符合し、子供の年齢の特徴、理解の能力、趣味

い分野を支えている。社会音楽教育は学校で音楽に興

に基づいて、教育内容や方法を改善しなければならな

味が湧き、そして、安心で、安く政府が経営している
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少年宮へ行き、自分の興味を持っているものを確認し、

琵琶学校の調査をしたいなどを伝えたが、はっきり断

より深く音楽知識を習っていく。また、政府が応援し

られた。そして、直接琵琶学校へ行き、従妹がこちら

ている機構では、先生は公務員として勤め、人数が決

で習いたいと伝え、やっと調査に成功した。本来は、

まっているので、様々な分野を指導することが無理で

周顕順にインタビューをしたかった。彼からは琵琶学

あるので、そこで、さらに将来は音楽の道に進みたい

校を創った目的や理由などを聞きたかった。周顕順の

学生が民間音楽教育の所へ行く。学校音楽教育、社会

紹介は新聞記事にもあったが、本人にも確認したかっ

音楽教育、民間音楽教育の間は、競争ではなく、お互

たのである。中国ではまだこうした調査に対してオー

いに支え、長所を持って短所を補足する考えが必要で

プンではなく、情報公開も進んでいない状況である。

ある。

これから中国の情報が徐々に開放されれば、もう少し
興味深い成果を書くことができたと筆者は考える。

5-4 今回の研究と今後の課題

今回は中国の校外音楽教育のことについて研究した

今回の研究、少年宮について、もっと他の地域の少

が、今後日本、特に音楽の街と呼ばれている浜松市の

年宮を調べたかったが、長春市少年宮しか調査できな

校外音楽教育の研究に関心を持っている。

かった。また、顕順琵琶学校の調査も、事前に電話で
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図表、写真
図 1:
近代学校制度が本格的に導入されるのは、
「奏定学堂章程」である。
「奏定学堂章程」―初等教育は 9 年、中等教育は 5 年、そして高等教育が 6～8 年と決まっている(筆者作成)

表 1:
1985 年以降の中国の会議や規定における音楽教育の位置づけ (筆者作成)
1985

中央国

年

務院

1986

李鹏

年

「第一回全国教育事業会議」

音楽教育に関わる内容はない

『中華人民共和国義務教育法

①音楽教育を重視し始め、学校教育の中

（草案）
』

に戻る
②音楽教育の国際交流

1989

『教育改革を深化し、全面推

根本から学校音楽教育の重要地位を確

年

進する素養教育の決定』

立

1993

中共中

『中国教育改革と発展の綱

音楽教育の新局面を論理的、政策的な保

年

央国務

要』35 条

障を提供

『芸術教育の仕事条例』

音楽教育は学校教育の中での地位がま

院
1997

教育委

年

員会

すます向上

2001

『中小学音楽課程標準』
、

中国の学校音楽教育は改革的実質段階

年

『中国九年義務教育全日制

に入る

中、小学音楽教学要綱』
（修訂
稿）
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写真 1:
小学校でプラスチックの笛を吹く音楽授業
「新浪广东」サイト：
「南沙区榄核镇星海小学延续星海情 全校学生都会吹竖笛」
（「南沙区榄核镇星海小学校
全員笛を吹ける」
）
http://gd.sina.com.cn/city/gdyw/2014-11-05/09501897.html（最終閲覧日 2015 年 12 月 11 日午後 5 時）

図 2:
音楽の授業を受験科目に変えることについての教員と校長の態度についての調査
『中国教育新聞』サイト http://www.jyb.cn/basc/sd/201509/t20150929_638519.html
この表は 2015 年 9 月 29 日に中国教育新聞記事に掲載された(最終閲覧日 2015 年 12 月 22 日午後 5 時)

(思想品徳先生)
(英語先生)
(国語先生)

(賛成、支持)
(賛成するが、支持しない)

(科学先生)

(賛成しないが、黙認)
(反対、制止)

(数学先生)
(校長)
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写真 2:
長春市少年宮の正面(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午後 1 時 30 分)

写真 3:
玄関から長春市少年宮の全体を撮影(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午後 1 時 30 分)

写真 4:
長春市少年宮１階の左壁に掲げられた写真。
以前長春市少年宮の先生が子供を連れて、各地に公演した時の様子(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午後 1 時 33 分)
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写真 5:
長春市少年宮 2 階の左壁に掲げられていた写真。
2014 年長春市少年宮来学期の募集内容と学費。ピアノの学費は少々高い(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午後 1 時 40 分)

写真 6:
1972 年に少年宮で演奏する時の張雪莉（提供：張雪莉）
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写真 7:
1971 年の長春市少年宮民族音楽コースの学習者たちの写真（提供：張雪莉）

写真 8:
1971 年の長春市少年宮の民族楽器のクラスの女子学習たちの写真（提供：張雪莉）

写真 9:
岡地が 1980 年代に北京市西城区少年宮を訪問した時の写真(岡地 2002:73 頁)
左側の先生が子供にピアノを教えている。写真から先生の真剣に子供を教えている姿と一生懸命ピアノを習う女の
子の姿が見える。
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写真 10:
長春市少年宮の玄関に置かれてあった出勤簿。
この出勤簿の中で、先生、係員及び管理者等全部合計 65 余名がいることが解る(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午前 9
時 30 分)

写真 11:
長春市少年宮１階の右壁に掲げてあるパネル民間音楽機構（民族楽器―琴を教える機構）
。趙峰(琴の先生)の紹介と
先生が教えた学習者がコンクールで優勝した証明書などが載せられている(筆者撮影 2015 年 3 月 31 日午後 1 時 35
分)
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写真 12:
長春市南関区の道で撮影した写真。
ビルに沢山の個人の特訓機構の広告が貼ってある。上の赤い看板には「「華宸」琴の特訓センター」と書いてあり、
右下の緑色の看板（赤い横断幕に隠れている）は「顕順琵琶学校」の分校と書いてある。様々な民間教育機構のも
のが貼ってある(筆者撮影 2015 年 3 月 30 日午後 3 時 00 分)

写真 13:
琵琶のマンツーマン授業の様子
「广东新快报」のサイト:（「北京角门琵琶一对一培训 马家堡学琵琶」(「北京市琵琶マンツーマン訓練
琵琶」)http://www.xkb.com.cn/xinxi/4120247.html(最終閲覧日 2015 年 12 月 21 日午後 9 時)

47

馬家堡学

静岡文化芸術大学大学院
文化政策研究科
刘 斯佳 Sijia LIU

写真 14:
顕順琵琶学校（正面と左側のビルを含む）
付近は静かで、集団住宅など高いビルがない(筆者撮影 2015 年 3 月 29 日 12 時 40 分)

写真 15：
写真は顕順琵琶学校の 1 階の右側の壁に貼っていた。
顕順琵琶学校から各音楽学院に入学した学生たち(筆者撮影 2015 月 3 月 29 日 12 時)

図 3:
顕順琵琶学校の構成(筆者作成)
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表 2:
顕順琵琶学校の試験前の特訓クラス(筆者作成)
対象

全国各音楽学院に入学したい大学院、大学、高校、中学の学生

期限

12 か月以内

クラス

基礎隊・演出隊

学費

1 か月の学費 2,000 元(40,000 円)
寮は 3 種類あり、一人部屋、二人部屋、大部屋に分かれ一番安い賃料

市外の学生

は 1 か月 300 元(6,000 円)
注：校内に寮が設置

１クラスの

約 7、8 人

人数

表 3:
試験前の特訓クラスの日程(筆者作成)
7：30～9： 授業

周顕順や琵琶の他の

琵琶の一曲を選び、琵琶の弾き方を習

00

先生

う

自由

学生(個人の琵琶)

自由に琵琶を練習する

授業

音楽先生

音楽の一般基礎理論を習う

自由

学生

自由練習と勉強

自習

先生と学生

解らない所を先生に聞く

解散

学生

家か寮に戻る

9 ： 00 ～
12：30
13 ： 00 ～
14：30
14 ： 30 ～
17：00
17 ： 00 ～
19：00
19：00～

☆学生がマンツーマン授業を希望することもできる。
授業料は周顕順：40 分 500 元(10,000 円)、普通な先生：40 分 200 元(4,000 円)

表 4:
アマチュアの特訓クラス(筆者作成)
対象

6 歳～15 歳

授業について

土、日或いは夏、冬休みの時

授業料(初級)

1 時間 100 元(2,000 円)

マンツーマンの授業料

周顕順 40 分で 500 元(10,000 円)
普通な先生 40 分で 200 元(4,000 円)
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表 5:
休暇の時の専攻クラス―琵琶を習うことの中で、スピートを上げることは難しい。
一般的な琵琶演奏家の基本条件は 1 分間 180 拍から 208 拍のスピートである(筆者作成)
対象

学生と青年教師

授業

夏、冬休み

目的

演奏のスピートを向上させたい

写真 16:
顕順琵琶学校の正面に貼ってあった写真。
2011 年 7 月 26 日「中・墺国交樹立 40 周年祝賀コンサート」の為、国家文化部は顕順琵琶学校の先生と生徒を率い
て、ウィーン楽友協会大ホールで演奏した(筆者撮影 2015 年 3 月 29 日 11 時半)

写真 17:
顕順琵琶学校の正面に貼ってあった写真。
2011 年 7 月 26 日に遼源市第 1 回国際琵琶文化芸術祭が遼源市運動場で開催。
2012 名の琵琶奏者が一緒に『金蛇狂舞』を演奏した時の写真
(筆者撮影 2015 月 3 月 29 日 11 時半)
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写真 18:
社会音楽考級(琴)を受ける現場
「金声古筝」のサイト：
「2011 年江蘇省音楽協会考级円満成功」
（
「2011 年江蘇省音楽協会で行った考级試験は成功
した」）
http://mall.guzheng.cn/jinshengguzuo/244/148.html（最終閲覧日時 2015 年 12 月 10 日 20 時）

写真 19:
①琵琶の 1 級の楽譜『三日月五更調』簡単な楽譜、特別弾き方が含まない。
出典：『中国琵琶考級曲集』上海音楽出版社 2003 年 9 月

51

静岡文化芸術大学大学院
文化政策研究科
刘 斯佳 Sijia LIU

②は 8 級の楽譜の一部『十面潜伏』
戦争の曲を表現した。弾くスピードが速い、弾き方も複雑 (筆者撮影 2015 年 12 月 10 日 19 時)
出典：『中国琵琶考級曲集』上海音楽出版社 2003 年 9 月

写真 20:
中国の民族楽器
写真の中、手前が阮(2 種類)、その奥に蛇皮線、一番奥に琴(2 種類)
「中国音楽学院考級委員会」のサイト http://www.ccmgec.com/ (最終閲覧日 2015 年 12 月 24 日午後 4 時)
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表 6:
音楽考級機構(18 団体)(張 2010d を参照し、筆者が作成)

考級地方
北京

機構の名称
北京児童芸術劇院㈱音楽芸術考級委員会
上海江南糸竹協会音楽芸術考級委員会

上海

上海音楽家協会音楽芸術考級委員会
上海市打楽協会

天津

天津市音楽家協会考級委員会
天津音楽学院音楽考級委員会

吉林

東北師範大学芸術考級委員会

江蘇

江蘇省音楽家協会音楽考級委員会

浙江

浙江省音楽家協会考級委員会

福建

福建省管楽芸術協会考級委員会
福建省音楽家協会音楽考級委員会

湖北

湖北省音楽家協会考級委員会

広東

広東省音楽家協会考級委員会

広西

広西芸術学院芸術考級委員会

四川

四川省音楽舞踏研究所音楽考級委員会
四川音楽学院

陝西

西安音楽学院社会音楽考級委員会

新疆

新疆ウイグル自治区音楽家協会考級委員会
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表 7:
芸術考級機構(24 団体）(張 2010d を参照し、筆者が作成)
機構の名称
遼寧

遼寧省民衆芸術館芸術考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)
瀋陽音楽学院社会芸術水準考級委員会((音楽、舞踏、司会)

吉林

吉林省民衆芸術館社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道、演技)
吉林芸術学院社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)

江蘇

南京芸術学院考級委員会(音楽、美術、書道)

浙江

浙江省芸術職業学院社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)
浙江歌舞劇院考級委員会(音楽、舞踏)

安徽

安徽芸術職業学院考級委員会( (音楽、舞踏、美術、書道)
安徽省芸術館社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)

福建

福建省自考処社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏)
福建芸術職業学院社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)

山東

山東省芸術館社会芸術水準考級委員会((音楽、舞踏、美術、書道)

河南

河南省芸術学校芸術水準考級センター(音楽、美術)

湖北

湖北芸術職業学院、湖北省民衆芸術館芸術考級委員会( (音楽、舞踏、美術、書
道)
武漢音楽学院考級委員会(音楽、舞踏、朗誦)

湖南

湖南省民衆芸術館芸術考級センター(音楽、舞踏、美術、書道)
湖南省芸術職業学院考級センター(音楽、舞踏)

広東

広東省民衆芸術館社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)
星海音楽学院社会音楽芸術水準考級委員会(音楽、舞踏)

雲南

雲南大学社会芸術水準考級委員会(音楽、舞踏、美術)
雲南芸術学院アマチュア芸術考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)

陝西

陝西省芸術館社会芸術水準試験センター(音楽、舞踏、美術、書道)

甘粛

甘粛省芸術学校芸術考級委員会(音楽、舞踏、美術、書道)

新疆

新疆ウイグル自治区衆芸館考級センター(音楽、舞踏、美術、書道)
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添付資料Ⅰ：

時授業が始まり、土、日は終日やっている。一人の係

翻訳①:

員が記者に、現在は、各クラスの学生定員は限界にな

2006.5.16『中国文化刊』第 002 版 褚暁亮・李瞧「青

って、もし習いたかったら、クラスの先生と相談して、

少年宫：为何变成经营场」

編入生になることと言っていた。

青少年宮はなぜビジネスの場になっ

インタビューの中で、業界の人は、特訓クラスを造

たのか

り、場所を賃貸するということは現在全国各地の青少

青少年宮は街の青少年が成長時期に通う第二教室で、
不可欠の場所であり、沢山の良い思い出を記憶する場

年宮では見慣れてしまい、少しも珍しくないことであ
ると言っている。

所である。しかし、市場経済の道に向かっている今日、

青少年宮は 1950 年代に青少年の校外活動及び社会教

青少年宮は避けられない生存と発展の問題に直面にし

育問題を解決するために設立された。当時の青少年宮

ている。

は青少年を集めて公益性科学の普及を行い、文化活動

沢山の青少年宮は資金難に陥っていて、副業をやる、

の場所を提供し、常に有意義な社会活動を行う場所に

或いは青少年宮の敷地を賃貸することを行い、本来は

なっていた。無料の青少年校外活動の基地になってい

公益活動のための場所が元々の効能を失い、各種の有

た。少年宮は、興味性、開放性、でたくさんの児童と

料である塾的な教室になった。

少年を引き付けていたことは今日まで皆の中で覚えて

公益と生存のジレンマに陥って、青少年宮は公益に

いる。

戻る出口はどこにあるのだろうか。

1970 年代、少年宮合唱団の一員である徐芳は過去の

旧児童楽園・現在経営場所

楽しい思い出を「当時の少年宮は無料で入れるだけで

記者は長春市の少年宮は、広い中庭はがらんとして

なく子供たちの楽しい宮殿でした」と思い返した。

いて、ただ一か所に少年宮で行っているダンスや国画

だが、楽しい宮殿が各種有料である学習補習クラス、

（国の絵画）などの特訓クラスの掲示板があるのを見

特訓クラスになってしまって青少年の楽しい宮殿から、

た。扉を開けて少年宮に入るとホールはひっそりして、

種々さまざまな学校、企業利益を得るため画策された

ホールの右角の所に掲示板が置いてあり、その中身は、

場所になってしまった。

少年宮各種の特訓クラスの簡単な紹介が書いてある。
その中に国画、ダンス、テコンドー、各種の楽器など

長春市少年宮の主任の張穎が記者に「現在の少年宮

があり、前期（半年）の学費は美術教室の 360 元から

はやりにくい。少年宮は全体の少年児童に向いて、目

ピアノ教室の 1200 元などの値段が付いている。

的は学生が学校以外で校外活動の時間と場所を作り、

少年宮の一階の卓球教室に行く廊下で、一つの高校

少年宮は学校教育を伸ばし補足する場所である。私た

補習学校の広告があり、学校の問い合わせと事務局そ

ちも少年宮を完全に公益のため作り、子供達に優れた

して 4～5 個の教室がそこにある。
「明日は試験のため、

良い学習環境を提供したい。だが、今は、バツが悪い

今日は休みで、人はいません」と書いてある。この補

環境になっている」。

習学校の校長先生からは、私たちは 2004 年にここに引

苦境の時期を張さんは「少年宮は国家から資金をも

っ越して来たということであった。

らい、政府の導入資金を少年宮の支出が上回っている。

吉林市少年宮は、各年齢層の学生から学費を集める

少年宮ではスタッフの給料と経費として毎年国家から

ために数学オリンピック特訓クラス、予習クラス、ア

200 万元を支援して貰っている。少年宮は大型活動と改

ップクラス、英語クラスなどを揃えている。毎日午後 4

修する時に教育局に申請し支援してもらう。しかし、
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日常の支払い、設備の更新、外部から教員を招聘、商

張穎は記者に「過去の少年宮は沢山の活動を行ってい

活動の経費などは自分たちで方法を考え解決するしか

た。ほとんどの場所は無料であった。だが、現在最も

なかった」と談じている。

安い活動場所でも一回で 4000 元を支払わなければなら

「青年宮も大変ですよ」と長春市青年宮主任の于暁

ない」。

杰と張穎は同じ気持ちである。
「資金不足、ビルが古い、

張穎は、国家政策の範囲内で、少年宮にはある特訓

ビルの設備が遅れている、これは私たちの青年宮の現

クラス(有料稽古場)を作ることを認め、
「特訓クラスの

状だ。また、経費不足と待遇低下の影響で優秀な人材

資金で少年宮の活動を支える」と思う。

を失ってしまう。政府の導入支援は焼け石に水で資金

于暁杰は管理体制から手を入れ、少年宮の管理上遅

が不足、もちろん活動も簡単に行えない」
。

れている理念、硬い体制を破って、政府が校外教育市

経費不足は少年宮に対する普遍的な問題である。経

場を整えるとともに、企業支援及び社会の支持を貰う

費不足のため市場化を選択し、資金不足を補う、つま

ように努力し、青少年宮を社会事業として運行するほ

り自分で自分を救う。張穎は「国家に依頼するだけで

うが良いと言った。

は足りない。私たちが特訓クラスを作りお金を取って

長春市教育局部長孫裕東は、
「青少年宮の公益性を守

日常の支払いに充て解決している」
。特訓クラスを言う

りたい場合は、まず教師に安定した給料を与えること

と張さんは「現在保護者が子供に一芸に秀でることを

である。すべての教師は青少年宮を完全公益施設にな

望み、そして、校外にはたくさんの特訓クラスがあり、

ることを望んでいる。必要な人件費支払いを提供する

私たちが特訓クラスを作ることの一つは重要な経費維

と同時によい教師(人材)を守る方法を考える。自分の

持活動である。もう一つは市場の需要に対応している」。

独自のブランドを作り、そして独特の活動を行えるし、

公益の戻る道はいくつかのハードルを越えなければ

もっとたくさんの青少年学生を引き付け少年宮の活動

ならないのか。

に来て貰いたい」と言っている。

中京中央事務庁、国務院事務庁は「未成年校外活動
場所の建設と管理の仕事をさらに強化することに関す

翻訳②:

る意見」を発表した。文献の指摘、各級政府からの投

2013.06.28『吉林日報』第 013 版記者―李大川 「少年宫：

資では未成年に公共サービスを提供する青少年宮、少

公益之路“声声慢”
」

年宮、青少年活動センター、児童活動センター、科学

少年宮はまだ公益の道へ戻っていな

技術館等の場所は公益性になっている。ずっと公益性

い

を守る必要がある。未成年校外活動の場所では、利益

もうすぐ夏休みで、各種の特訓クラスの儲かる一番

を目的としてはいけない。

良い時期に入る。様々な特訓機構の中で、少年宮も同

青少年宮の公益性を回復する必要があるが、青少年

様に様々の「特訓クラス」の授業が始まった。

宮自身生存の苦境がたくさんあるのだ。一体、少年宮

記者は長春市の一部の少年宮をインタビューする時

はどうすれば社会公益と経済公益のバランスをとれる

に、様々な特訓クラスの授業を行うことが少年宮の主

のか。

業になり、これらの特訓クラスは社会の特訓機構と変

この校外場所が本当の公益性を実現するためには、

わらない内容で、授業料の価格も大同小異で大きな差

まず、国家と各級財政は青少年宮の発展現状に応じて

がないと気付いた。市民はこの現象が繰り返されて慣

支援する。また、社会に呼び掛け、一緒に青少年校外

れてしまっている。この授業料を支払っているうちに、

教育について支持し、青少年の活動に便宜を提供する。

少年宮の公益性が自然に思い出せなくなっている。
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中国は 2006 年に、少年宮などの未成年校外活動場所

吉林省の少年宮は全国より少し遅れて 1960 年代から

がずっと公益性を維持する必要があると命令を下した。

始まった。だが、学費を取ることは 1980 年代であり、

だが、記者は 7 年も過ぎて、おのおのの少年宮がずっ

全国の多くの地方より逆に少々早かった。

と自分たちはどのように公益性を維持するのに努力し

長春市少年宮は 1962 年に建てられ、規模と優秀な教

続けているのかを宣伝しているが、少年宮はこの公益

員数は全国でもやや大きな校外教育基地の中の一つで

の道に進むスピードが遅いと感じている。

あった。長春市少年宮は毎年賞をもらう生徒が沢山い
るが、1960、70 年代の市民の心の中の影響力に差があ

印象と変遷－「特訓宮」かつての美しい光陰

る。ある保護者達は課程の選択に要求が多く、少年宮

長春市少年宮から出た子どもたちの中で、誰が一番

そのものを尊重することが少なくなってきた。もう一

有名なのかというと、もちろん世界の卓球チャンピオ

つの状況は沢山の若者の市民達は少年宮の場所も知ら

ン「王皓」である。王皓は 7 歳の時に長春市少年宮へ

ない。一人若い母親が少年宮について、
「少年宮はある

卓球を習いに行った。少年宮がきっかけで、オリンピ

の？何故子供をそこへ行かせるの？どこで習っても同

ックで優勝した。王皓にとってこの幼い思い出は忘れ

じではないの？」と言った。

られない、懐かしいことでる。

以前とかなり違うのは保護者の態度だけでなく、現

王皓と同じように、1990 年代以前少年宮へ通って、

在の子どもたちが少年宮に根本的に興味がない。記者

少年宮に忘れられない思い出を持つ人々も沢山いる。

は何人かの小学生をインタビューすると、少年宮に興

長春にある民営病院で勤めた李鑑晋は、1980 年代中

味を持っているのは少数の学生で、大部分は保護者が

期 7、8 歳の時、住む所は市少年宮に近かったので、頻

申し込んで習わせている。

繁に通ったが、ただ当時の少年宮は沢山の集団活動が

興味がない一つの重要な理由は、多くの特訓クラス

あったという印象を残している。当時のことを振り返

は学科試験と関連して芸術訓練は考級試験と繋がって

って、李鑑晋は「余り細かく覚えていないが、楽しく

学業の負担になり、楽しくないからである。

遊んだ」と言いまとめた。
現在、長春のある重点中学校で歴史を教えている馬

不思議な現象－少年宮の成人クラスといわいる複数

先生は少年宮を思い出して、彼女は 1993 年から 1999

の団体（組織）で学校を運営している。

年までの間、寛城区少年宮でダンスと美術を習ったと

少年宮は他の特訓クラスの広告と比べると記者は調

言った。親が申し込んだが、自分も興味があったのだ。

査の時にある不思議な現象を発見し、憂慮した。

彼女は社会の特訓クラスと比べると、少年宮の長所は

長春市南関区少年宮は 1985 年に有名な蕾宮劇場と教

主に出演する機会が多く、芸術などの分野で秀でる生

学ビルが建てられて、現在の蕾宮は民間の人気のある

徒たちに良いことだと感じた。「ちょっと残念ですが、

東北地方の独特の演劇場になった。

当時は、既に授業料が必要となっていました。でも私

一つの大きな看板に「山氏芸術学校」
「舞林大会」
「蓋

の家庭はサラリーマン階層でしたが、まだ負担出来ま

思教育」等の文字があって注目されやすく、ここに掲

した。とにかく楽しかったですよ」と言った。

げた民間クラスは少年宮とどんな関係があるのか。

馬先生は、1990 年代以後少年宮へ行く子どもたちが

以前、南関区少年宮は美術・舞踏・声楽等の特訓ク

本来感じるべき楽しさが失われて、沢山の子どもの心

ラスを宣伝した。しかし、南関区少年宮のホームペー

中の楽園だったのに、現在は特訓機構の一員になり、

ジを開き新入生を募集する画面を見ると、少年舞踏ク

「特訓根拠地」となってしまって残念に感じた。

ラス・フラメンコダンスの募集電話は舞踏大会の看板
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の長春姉妹学校「方昭舞踏学校」の電話になっていた。

教えるなら、もう少し給料を上げる」と言った。

書道クラスと美術専門クラスの連絡先は山氏芸術学校

少年宮の公益は何処にあるのか。

の校長先生だった。

少年宮については、大半の人は政府からの経費が少

山氏芸術学校の正式な名称は南関区山氏才能芸術教

ないという理由を挙げた。少年宮は事業単位編制で、

育学校、長春には 5 か所の姉妹学校があり、南関区少

財政支出は一般的には編制成員の給料を支払い、大量

年宮の 2 階は芸術学校の親学校だった。記者は芸術学

に外から招聘した教師の給料、活動の経費などは自分

校のホームページを見ると、青年人も募集していた。

で別途収入を得る必要がある。この背景の下で、
「余儀

少年宮に子ども達と一緒に習うという画面を想像する

なく別途収入を得る」
「穴をふさぐ」という言葉の説明

と恥ずかしいと感じる。校長先生は記者にそのことは

が出てくるのだ。

躊躇しなくてもいい、
「ここは子どもだけに教えるだけ

幼い頃から少年宮へ通っていた一人の保護者は「公

でなく、ほとんどの人は大人である。少年宮で学ぶこ

益、無料などのことはもう戻って来ないのだ」と言っ

とは恥ずかしいことではない。ただ少年宮の場所を借

た。実は、公益イコール無料ではない。沢山の市民の

りるだけ」と説得した。記者は追加質問したのは「こ

期待は、もう一度無料の時代に戻りたいのではなく、

こは借りた教室ですか」校長先生は最初認めたが、す

少年宮の最初の公益事業の初志に戻りたいである。

ぐ言い換え、一緒に運営していると答えた。

一体、少年宮はどうすれば自身の公益性を表現でき

舞踏大会の「方昭舞踏学校」(長春の姉妹学校)は、

るのか。記者が調べた上で、現在、一部の少年宮は公

自分のホームページでは、大人向きのヨガ、ベリーダ

益の道へ模索している。以前にはない形が出来て、例

ンス、バレエ、ジャズダンスなどの課程を開設して、

えば「移動少年宮」など、大体 4 種類の形式で「貧し

ホームページではこの学校は長春市教育局が認める全

い家庭と出稼ぎの人たちの子どもに無料芸術訓練課程

日制中等専門学校であり、また高等専門学部と大学部

を開設する、教師を揃え、田舎の小学校へ無料授業を

も開設していると書かれている。卒業後瀋陽体育大学

行う、貧乏な学生の学費を減免する、一部の訓練課程

の体育舞踏専門卒業証書が貰える。

の授業料を安くする」など公益性を表している。

長春市少年宮２階の壁には、大人のラテンダンスの

どうすればもっと沢山の人に公益性を伝えられるの

広告看板が大きく貼ってある。記者はある人から聞い

か。

たが、少年宮の中で成人を募集することは稀なことで

一部の校外活動場所の責任者のコンセンサスは「両

はない。インターネットで少年宮の特訓クラスの情報

手で掴む」ことである。つまり、一つは政府からもっ

を入れると、すぐ少年宮に関する舞踏クラス、歌唱ク

と支援して貰い、規範訓練市場を立て直すこと。もう

ラス、絵画クラスなど、成人募集中のメッセージが出

一つは、自身が経営産業や、公益事業を扶助すること

てくる。

である。

長春市少年宮の中の一つの数学クラスは、インター

吉林省の教育学院の一人の専門家は、少年宮の無料

ネット「58 同城」で教師を招聘している。
「高等専門学

時代は歴史的理由があり、現在 21 世紀では少年宮自分

校以上の学歴で、経験がなくても大丈夫」と書かれて

自身で現状を変えることが非常に難しいと説明した。

いた。記者が電話して、相手は「私たちは少年宮の人

理由の一つは、完全に財政の支援に頼むことが現実で

ではない、ここは子どもに算数を教える所で、教師は

はない、各地の財力は違うので、大きな改善は期待で

ちょっと訓練してすぐ授業で教えることができる。月

きない。二つ目の理由は、お金を取ることで公益事業

収は 1200 元(約 2500 円)で、もし今後、一人で授業を

を扶助することの考えは曲がって行きやすい。実行す
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る過程で、往々にしてお金を儲けようという考えに行

たちの外国語クラスの英語のクラスも定員に達した。

ってしまう。少年宮はもし公益を主要な目的と考え続

もし申込みたかったら、今年の秋のクラスが始まる時

けたら、新しい道を模索しなければならない。

に早めに来て、また遅かったら申し込めない時がある」

ある教育界の人の意見は、中央を学び、宝くじのお

と言った。2 月 19 日北京市少年宮外国語クラブの一人

金を使って、全国範囲内で農村学校少年宮を建設する

の英語教師が記者に「今年の申し込みのスタートの日

方法がある。そうすれば、資金が多くなるし、社会の

も、1 万人の保護者がドアに殺到し、ドアが崩れそうな

力で少年宮の公益事業をサポートすることができると

感じだった」と言った。

いう意見がある。

少年宮の学科類補習クラスの申し込むのがこんなに

論争まだ続いているが、方向は間違いない。

たくさん人が来て、少年宮の機能の定位が大変ねじ曲
がっている。記者は一部の町の調査から、一部の地方

翻訳③:

の少年宮はまだたくさんの問題が存在している。例え

2014.03.01『中国教育報』第 001 版蔡継楽、劉盾など

ば、ルール違反で各種の進学するための補習クラクが

「少年宫三问―部分城市少年宫现状调查」

開講され、学校を選択することに集中している。個々

少年宮についての三問―まちの一部

の授業料が違うし、随意に授業料を徴収している。ル

少年宮についての現状調査

ール違反で予備校の補習クラスを開く。更に、民営の

編者の言葉

幼稚園のルールを違反して開き、社会の特訓機構に場

現在中国では、少年宮、青少年活動センターなどを

所を賃貸する等を発見した。

モデルにした公営の校外教育の形で、すでに 60 余年の

興味あるクラスを開くか或いは学科の補習クラスを

発展歴程を辿り、少しずつ各地にある公営の校外教育

開くのか。

ネットワークを形成した。しかし、市場経済の発展と

少年宮は政府が投資した公益性機構と校外教育の重

共に一部の町の少年宮は学生を募集する条件や、授業

要な場所である。子供に興味がある種類、実践活動類

料など混乱している。

を主にして、学科類の補習クラスをやるべきでない。

少年宮が混乱になっている理由に何があるのか？根

しかし、記者は各地の少年宮をインタビュー調査し、

源はどこにあるのか？いったい少年宮の現状はどうな

少年宮は学科の補習クラスを開く現象はより普通であ

っているのか？どうすれば少年宮が健康的に秩序正し

ることに気づいた。

い道へ行くのか？この様々な問題をもって本誌は最近

北京市大興区少年宮で、記者は 2014 年春クラクの募

多くの記者を集めて、北京、南京、長沙、成都、ウル

集チラシを見る上で、こちらは小学生 3 年生から 6 年

ムチ、等の少年宮へ行って深くインタビュー調査をし

生の作文の課程を開き、数学ではオリンピック数学課

た。

程を開き、教学の内容は 3 年生、5 年生と 6 年生の数学

2 月 23 日朝 6 時頃、日曜日だが、北京房山区の李艶

オリンピック教材を使っている。英語では、1 年生から

梅（仮名）と息子張岩（仮名）が早く起きて北京少年

6 年生の小学生のケンブリッジ英語、会話学習などの課

宮へ行って、英語特訓クラスの授業料の手続きしに、

程を設けている。そのあと、更に 3 歳から 5 歳の間の

いち早く行った。「朝早く起きる鳥は食べ物がある。1

子どもと 1 学年から 3 学年の小学生にケンブリッジ英

月 18 日申し込む日から早めに行かないと定員が一杯に

語の課程を設けている。

なると締め切りになる」
。

記者は、北京市の西城区、海淀区、朝陽区、昌平区、

スタッフは記者に「全部が定員に達しましたよ。私

丰台区、門頭沟区、密曇県、延慶県の少年宮を取材し、
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この町の少年宮は学科類補習クラスを開く現象が存在

を維持することが出来なくなる。

している。朝陽区少年宮の一人の教師が記者に 2013 年

クラスの授業料を基準は誰が定めるのか？

はまだ国語類補習クラスとオリンピック数学補習クラ

もう 2006 年に、中共中央事務庁、国務院事務庁は「未

スをやっていたが、今年は中止になったが、英語類補

成年校外活動場所の建設と管理の仕事をさらに強化す

習クラスはまだ継続している。

ることに関する意見」を発表した。文献の指摘、各級

オリンピック数学などの対戦は、元々人材を選抜す

政府からの投資では未成年に公共サービスを提供する

る道であったが、現在はもう少年宮がお金を儲けよう

青少年宮、少年宮、青少年活動センター、児童活動セ

とするアイデァであった。最近、内情を知っている人

ンター、科学技術館等の場所は公益性になっている。

が記者に、北京のある区の少年宮は、オリンピック数

ずっと公益性を守る必要がある。未成年校外活動の場

学の試合を主催し、一部の教師が試験の問題を出題す

所では、利益を目的としてはいけない。

ることに参加することを利用し、専門補習クラスを開

しかし、記者は調査の中から、たくさんの地方の少

きお金を取ったり、一部が家庭教師として教えたりし、

年宮は授業料を取りすぎ、授業料の規準の違いなどの

利用したことを密告した。

問題を発見した。記者は南京市鼓楼区の少年宮を取材

ある地方の少年宮は学科種類補習クラス、試合クラ

し、こちらの少年宮の興味クラスの主催者は「小銀星

ス等を開くこと以外には、幼児教育に注目し、幼児向

芸術団」であり、実は「小銀星芸術団」が少年宮の場

けの予備クラスを開いた。記者は、南京市少年宮を取

所を賃貸して、特訓クラスを開いていると解った。

材する時、2014 年春の募集チラシを見た。水曜日から

ウルムチ市少年宮ホールの中で記者は広告版を見て、

日曜日まで、ここは漢語ピンイン、そろばん、漢字学

ここは各種の訓練クラス 39 校があり、例えば児童絵画

習等の様々な興味クラス、2 月 21 日に開学する予定で

クラス、5 歳の子どもを募集して、1 クラス 25 人で、

ある。2 月 23 日まで、30 個のクラスのうちに 11 個の

午前 10 時から 11 時 40 分まで授業があり、学費標準は

クラスが満員になった。

400 元（約 7000 円）であると解った。児童絵画クラス

2 月 22 日に記者は成都市順城大街の青少年宮へ来た。

以外には国画児童絵画啓蒙、マンガ、毛筆等のクラス

ここは本部であり、訓練部とも言われている。ここは

を設けている。これらの訓練クラスの授業料の規準が

舞踏学校、美術学校、文化学校、体育学校を開設して

なく、最低は 400 元（約 7000 円）
、最も高い価格はス

いる。記者は、情報を聞いて、文化学校の行っている

トリートダンスの特訓クラスでは半年で 1880 元（約

課程は普通の学校の課程と同じで、例えば国語、数学、

3200 円）
。

英語を開講している。記者が更に解ったのは、ここは

記者は 2 階の 8 つの総合教室の授業中の様子を見る

学生のために作ったオリンピック数学クラスで、全学

と 1 クラスでは 2 人の教師がついて、隣の教室は寝室

校の中で最も優秀な生徒が受けていることである。

になっていて、ここは予備クラスの子どもの昼休みに

中国教育科学研究院の研究員儲朝暉は、少年宮の学

提供している。これらの予備クラスは月曜日から金曜

科補習クラスをルール違反で開く問題に対しては、少

日まで、午前 9 時から午後 5 時 30 分まで授業がある。

年宮を禁止のお知らせの通達だけでは批判する行為と

子どもを迎えにきた一人の保護者は、ここの予備クラ

しては不足であり、根本的な問題から着手することが

スの学費は 1 学期 4900 元（約 83000 円）、その上 1000

必要であると言った。一部の少年宮が学科補習クラス、

余元（約 16000 円）の管理費を加えて、全部で 4 学期

試合クラスを開くことは、自身の存在価値が解らず、

の授業があると言った。

青少年の成長の方向の理解が間違っているし、公益性

ウルムチ市少年宮の王主任から聞くとウルムチ市少
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年宮は教師 30 余名、基本の運営費は、市の財政から貰
え、普通の学校と同じように差額配分単位に属してい
る。王主任は記者に、少年宮は予備クラスと訓練クラ
スの授業料の標準は全部市から審査の上で、全部のお
金は財政に納入し、収支二つの方向から管理している
と言った。
2 月 23 日夜 6 時 30 分、記者は南京市青少年宮へ行っ
た。ある教室の外で、沢山の保護者が居て、皆が教室
のガラスを通して授業中の様子を見ていた。一人 60 余
歳の教師は記者に子どものクラスで今英会話の授業を
している。外国人教師の授業なので、価格は他のクラ
スより高い、毎学期の授業料は 1000 元（16000 円）で
ある。
記者は長沙市ある 区の少年宮の出入り口の 前で、
「2014 年春の芸術類訓練クラスの新入生募集」の看板
が置いてあり、訓練の項目は歌唱、楽器、舞踏、書道、
美術などがある。授業の期間は 2 月 14 日から 6 月 28
日まで、毎週 1 回。毎回 90 分、課程の違いによって、
600 元（約 9500 円）から 2400 元（約 41000 円）までの
授業料があると知った。
少年宮の特訓クラスはどんな基準で授業料を取るの
か？誰がその基準を決めるのか？各地の少年宮の授業
料の規準は各地の国家・発展改革委員会と物価部門が
定めることである。だが、各地の少年宮は厳格に授業
料金を定めることはしていない現象が存在している。
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添付資料Ⅱ：

への認知度がありますか。
A:はい、あります。長春市少年宮は吉林省、省級の唯

①インタビュー調査内容(少年宮について)

一の少年宮です。いつも吉林省の体表として国家級

人物：長春市少年宮の関係者 A(本人の要望によって

の芸術コンクール、文化交流などに参加し、長春市

匿名とし、名前を A と略称する)

少年宮は政府が大切にしている機構です。以前と比

場所：非公開

べて、長春市少年宮のブランド力も強くなりました。

時間：2015 年 03 月 30 日午後 2 時 30 分
筆者：長春市少年宮と北京や上海などの少年宮との交
筆者：こんにちは。刘斯佳と申します。静岡文化芸術

流がありますか。
A:はい、あります。常に省市級の文芸コンクールを行

大学大学院の学生です。現在、修士論文で、少
年宮のことを書きたいと考えています。そこで、

い、全国の少年宮の教師達も交流会を行っています。

少年宮の現状、問題点などを聞かせていただき
たいと思います。宜しくお願いします。

筆者：長春市少年宮の科目はいくつに分けられていま

A:解りました。解る範囲でお話しします。

すか。
A:大きく分けると、一つは芸術類（例えば琵琶、琴、

筆者： 10 年、20 年前と比べて、少年宮の入学率は下

ピアノなど）。一つは美術類です。そして体育類です。

がりましたか、或いは上げりましたか。

主に三種類と思います。場合により、舞踏類を加え

A:少年宮の入学率は下がりました。だが、それは長春

ることがあります。

市少年宮の入学率のことです。現在、少年宮(政府機
関)以外には沢山の民間の場所が増えてきている。実

筆者：長春市少年宮の面積が大きくて、一部の場所を

は、あなたは長春市を歩くと、様々な特訓機構があ

個人機構に貸していると聞きましたが、本当です

る事を知っていますね。子供の保護者達が家に近い

か。少年宮の場所を借りたい個人機構を選抜して

特訓機構を選び、子供を行かせることが多いようで

いますか。
A:はい、選抜しています。昔は市級少年宮しかない時

す。

に、少年宮しか選択できなかったのです。しかし、
筆者：現在、民間の特訓機構へ行く学生がますます増

現在は個人機構が多くなり、多少に少年宮に影響を

加しています。一方、少年宮へ通う学生が減少

与えています。人々の目的が違うので、一部の人は

してきたのですか。

少年宮が政府の機関と考え、安心して習っています。

A:え…そんなことはないです。少年宮は市にも区にも

現在多くの個人機構は、優秀な先生が多いのですが、

沢山あります。沢山の子供が家に近い為、少年宮へ

安定しない事情があります。個人機構の先生たちは

行きます。また、少年宮は政府の機関であり、安心

学生を教え、何ヶ月か経つと自分の機構への入学を

して行けます。ちなみに、土、日の朝から多くの県

勧め、長く安心して習うことが難しいのです。しか

外の保護者が子供を市内の少年宮へ連れて行き、少

し、少年宮の教師達は公務員として勤めています。

年宮で学ばせます。

簡単にやめることや、学生を自分の機構へ勧めるこ
となど無い訳です。そして、保護者たちの目的が違

筆者：現在、人々は吉林省や長春市で、長春市少年宮

います。家に近いため、近い個人機構を選びます。
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政府が運営している規範な機関を探したい人は長春

はいくらですか。

市少年宮を選びます。

A:一般的な家庭に対して、市では最も学費が安い所だ

現在、少年宮は拡大したため、専門分野の部分は

と思います。長春市少年宮は政府が運営している規

足りなくなってきました。例えば、長春市少年宮の

範な機構で、先生たちは公務員で、しかも学歴も高

教師は公務員として勤め、増員することは難しいの

く、安全、安心、安定な管理状況です。

です。つまり、少年宮の教師の数は決められていて、

また、保護者達は、少年宮は全市で最も学費が安

全部の分野の専門士を少年宮の教師にすることは無

い機構と考え、子供を通わせます。これでも公益性

理なのです。そして、私たちは社会を考察し、保護

を表しているのです。あなたは、個人機構で習うと、

者たちと学生の需要により、個人の特訓機構を選抜

例えば、ピアノの授業は３０分で何百元でしょう。

しています。いわゆる少年宮の名前で個人機構に少

私自身も音楽学院を卒業したので、彼らの学費が非

年宮の場所を貸します。そうすれば、少年宮の中で、

常に高いと解ります。うちの少年宮は学費が安いし、

学生が習いたい科目はすべて揃えられ、興味がある

教師達の能力も高いです。

ものを少年宮で習うことが出来ます。いろいろな個
人機構へ行かなくても、少年宮だけに行けば、保護

筆者：長春市少年宮の教師は全員芸術学院で卒業した

者達も便利で、車の渋滞や、子供の交通事故なども

人ですか。

避けられると思います。

A:そうです。全員音楽学院、芸術学院の卒業生です。

筆者：ある新聞で、政府は長春市少年宮に補助金が足

筆者：教師達は優秀なのですね。

りない為、少年宮の場所を個人機構に貸し、その

A:そうです。外の個人機構では、高い学歴、経験があ

資金で、少年宮の教師の給料を払っていると記載

る教師の授業料は非常に高いのです。そして、ある

していました。この記事についてどのように思い

個人機構は、芸術学院の学生を雇い、授業料を抑え

ますか。

て運営しています。しかし、少年宮にはこの問題は

A:どこで見たのですか。その文章は何を主張したかっ

存在しません。全員優秀で経験がある先生です。

たのか解りますか。
筆者：文章の内容は、主に現在の長春市少年宮は衰退

筆者：昨日少年宮に伺った時に、警備員さんから聞き

してきました。また、昔は学費が要らなかったで

ましたが、現在少年宮は工事中ですが、将来はも

すが、現在は個人機構と同じになって、学費が要

っと広い所―浄月潭で少年宮を造ると聞きました

ることになりました。現在、少年宮の公益性が有

が、そうですか。
A:そうですね。政府は「幸福長春」の計画をしていま

名無実だと主張していました。

す。この 2、3 年の間にもっと交流の良い場所を作る
A:え…そんなことはないです。現在、冬、夏休みの時

可能性があります。その時は、現在の所ではなく、

に、障害児童者や社会最低生活保障金を貰っている

もっと広い所で少年宮を作ると思います。

家庭の学生に対し、無料で講義を受けられる授業が
あります。

筆者：質問は大体終わりましたが、私は長春市少年宮
のことを研究したいので、少年宮のここ何年の入

筆者：では、現在一般的な家庭の子供に対しての学費

学率や学生、イベントの写真などの資料を参考し
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たいので、いただけますか。

筆者：なぜ少年宮へ習いに行きましたか。

A:これは、できないです。他のリーダーにもかかわる

張:当時、同じクラスの女友達が少年宮へ行ったので、

し、しかも、私たちはあまり入学率などの統計資料

自分は彼女より上手と考え、自分も試しに試験を受

を作っていません。少年宮の事について私が一番詳

けに行きました。そして、合格しました。父親の影

しいです。

響で、少年宮に入る前に琵琶の基礎知識や初級、中
級の曲を全部弾けることができたので、少年宮の民

筆者：解りました。では、お名前と住所を教えて貰い

族音楽系の高級クラスに入ることになりました。

ますか。
A:遠慮します。私の名前を書かないでください。

筆者：高級クラスがあるので、初級、中級のクラスも

筆者：解りました。ご協力ありがとうございました。

あるということですか。
張:そうですね。基礎知識が少ない学生は初級クラスに
入ります。

②インタビュー調査（琵琶の先生―子供の頃から少年
宮に通っていた）

筆者：民族音楽系の高級クラスの先生の技量はどうで

人物：張雪莉 1963 年生まれ(5 年前までは琵琶の教師

すか。

だったが、現在は腰痛の為、教えることを辞

張:その先生はとても上手です。今亡くなりましたが、

めた)

その先生の下で沢山習いました。

時間：2015 年 09 月 26 日午後 4 時 30 分
場所：琵琶の先生の宅

筆者：民族音楽系のクラスは全部その先生から教えて
貰いますか。

筆者：先生、ご無沙汰しております。現在は少年宮の

張:そんなことはないです。実は、私たちのクラスの学

ことを研究しています。今日は先生のことと昔の

生は皆が民族音楽の基礎があるので、教えて貰うよ

少年宮のことを詳しく聞きたいので、宜しくお願

り指摘して貰うことが多かったのです。基本的に、

いします。

少年宮に着き、楽譜を一人ずつに配られ、まず自ら

張:解りました。解る範囲で全部お話しします。

楽譜を研究し、弾き、その後全員で一緒に合奏しま
す。弾き間違えたり、ダウンビート（速さが違った

筆者：先生はなぜ琵琶を習いましたか。

りすること）したりなどの時には、先生に指摘して

張:正直に言うと、父親の影響です。父親は自分で本や

貰います。

楽譜を研究し、琵琶を習いました。こんな環境の下
で、毎日父親の琵琶の音を聞き、自分も知らないう

筆者：ちょっと疑問を持っています。先生は父親から

ちに琵琶に興味を持つようになりました。父親がい

教えて貰っていますが、同じクラスの他の学生は

つも弾いている曲が私の記憶に残り、楽譜がなくて

何処で音楽の基礎知識を習ったのですか。

も、その曲のメロディーをハミングすることが出来

張:詳しく解りませんが、多分私と同じ、親の影響の学

ました。いつも父親が弾く前に私がハミングしまし

生がいるし、少年宮の初級から上がってきた学生も

た。

いるし、或いは自分で研究した学生もいると思いま
す。
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す。演奏の子供達はだんだん学校へ行かなくなって
筆者：先生は何歳から少年宮へ通い始まりましたか。

きました。

先生と同じクラスの生徒は何人がいますか。皆は何
を弾いていましたか。

筆者：それは何故ですか。なぜ学校へ行かなくなった

張:私は 7 歳(1970 年)から少年宮へ通い始め、私と同じ

のですか。

のクラスの生徒は６人でした。その中に、私と同じ

張:当時、各地の会社が少年宮へ来て、演奏してほしい

琵琶を弾く人、または二胡、揚琴、阮を弾く人など

と私たちを招いて、そして、多くの時間をかけて演

もいました。

奏に行きました。学校へ行く時間が少なくなってき
ました。(当時、各地の会社は会議を行う前に文芸演

筆者：先生は、永く少年宮へ通った理由は何ですか。

出を行っていました。)

張:主に演奏の機会があるし、皆と一緒に各地方へ演奏
に行き、とても楽しいからです。

筆者：当時、先生は毎日少年宮へ通っていましたか。
張:大体、月、火、水或いは木、金、土の夜(午後 4 時

筆者：各地に演奏に行きますが、報酬はありますか。

頃)、学校が終わり次第に少年宮へ練習に行きました。

張:あまりないです。一般的には、賞品を貰ったり、何

そして、日曜日は朝 9 時から午後 3、4 時まで少年宮

角元を貰ったり、その程度です。でも、ご飯は提供

にいました。

してくれます。子供の頃、家庭は貧しかったので、
沢山食べさせてもらえるので、もう大満足です。

筆者：当時、美術クラス、民族音楽クラス等について、
少年宮の先生たちは何を教えましたか。

筆者：どんな時に演奏が多いですか。

張:たとえば、美術クラスの先生は、基本的に黒板に絵

張:祝いの時。例えば、子供の日や、建国日など。また

を書き、そして生徒は先生の絵を模写する程度です。

は会社の周年祝いの時など。

民学音楽のクラスも細かく分けられていなかったので
す。基本的に民族音楽系の先生は陳先生しかなかった

筆者：また少年宮のことに戻りますが、当時、少年宮

のです。

の先生は沢山いましたか。
張:当時は、先生はそんなに多くなかったです。当時、

筆者：当時、西洋楽器クラスもありましたか。

少年宮は民族音楽クラス、舞踏クラス、

張:ありましたが、あまり受ける生徒がいなかったと記

体育クラスがありました。私たちの先生は陳先生で

憶しています。当時国は民族楽器を一番重視してい

す。いつも間違い所を指摘して貰い、私たちを各地

ました。

に連れて行き、演奏を行いました。
筆者：少年宮で、皆と知り合い、一緒に各地へ行き、
筆者：なぜ当時多くの子供達は舞台に出ることが好き

民族楽器を合奏することはとても良かったと感じま

だったのですか。なぜ多くの子供が少年宮へ行っ

したか。

たのですか。

張:そうですね。良い思い出です。だが、自分の父親は

張：私たち子供の頃は、少年宮は無料だったです。そ

とても厳しかったので、普通の子供と遊ぶことが出

して、当時、学校の勉強はあまり重視しなかったで

来なかったのです。ちょっと残念な気持ちがありま
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すが、自分は琵琶を弾くことが好きだったので、後

器などを学ばせます。

悔はしていません。
筆者：当時少年宮で弾いていた琵琶は自分のものだっ
筆者：まず、いつまで少年宮へ通いましたか。また、

たですか。

先生は芸術学校から卒業した後はどのような何処へ

張：最初は父親の琵琶を使いましたが、その後、少年

行きましたか。

宮が県外で琵琶を作ったので、その琵琶を無料で使

張:私は 7 歳から 15 歳まで少年宮へ通いました。その

わせて貰いました。

後、1983 年(当時 20 歳)に国営の会社に入社しました。
当時、各国営の会社は文芸隊を持っていたので、わ

張：当時の少年宮は本当に懐かしいです。現在の少年

たしはその文芸隊に入りました。文芸隊で演奏を担

宮は建物が綺麗になり、先生も多くなりました。で

当していました。

すが、1970 年代の少年宮と比較できないと思います。

その後、自分の子供に琵琶を学ばせたいと多くの

私の子供の時代の少年宮は本当に子供の為、人材を

保護者から私に声をかけてくれました。私は琵琶を

発掘するための施設でした。優秀な人材を発掘しつ

もっと沢山の人に演奏して貰いたいと考え、仕事を

つ、そして、国が繫栄していきます。現在の少年宮

辞め、琵琶の先生になりました。自分の家で生徒を

は利益の事を先に考え、その次は保護者達の需要を

教えていました。誰もが私の生徒になることはでき

考えています。子供の気持ちをあまり考えていない

なかったです。自分の子供を琵琶の演奏家になって

ようです。残念ですが、以前の少年宮はもう帰って

欲しいという保護者が沢山いました。私はこういう

こないと思いますね。

保護者の子供を教えの対象にせず、天性の能力を有
し、本当に琵琶に興味を持ち、根気のある子供しか

筆者：先生、いろいろありがとうございました。

教えないのです。

張：良いですよ。また聞きに来てくださいね。

筆者：また、少年宮の話に戻りますが、その時、少年
宮は無料だったですね。
張:そうですね。全部無料です。少年宮へ行ける人は 2

③インタビュー調査(張春―吉林芸術学院の大学院生)

種類です。一つは、少年宮の先生たちが各小学校へ

人物：張春 1992 年生まれ(筆者と同じ琵琶の先生)

行き、優秀で、才能を持っている学生を選抜します。

時間：2015 年 09 月 30 日午後 1 時 30 分

もう一つは、少年宮に興味があり試験を受け、合格

場所：張春の宅

する学生を入学させます。
筆者：お久しぶりです。小学生の時(1995 年)、私たち
筆者：ちなみに、当時、先生のような子供はどのよう

は一緒に琵琶を習い、等級試験を受けましたね。

な気持ちで少年宮へ行ったのですか。

大変でしたが、楽しかったです。その後、私は日

張：当時の少年宮へ入学した学生は自分が習いたいも

本に留学へ行きましたが、あなたはどのように過

のがあって、少年宮を選びました。現在の子供はと

ごしていましたか。

違います。現在は、子供が習いたくなくても、保護

張:私は、学校の勉強はあまり出来なかったのですが、

者たちは自分の子供を他の子供に負けないように楽

現在社会は大学を卒業しないと就職も難しい社会で
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す。そして、ちょうど私は子供の頃から琵琶に興味
があり、ずっと習っていました。そして中学校から

筆者：どのように子供の進歩を判断していますか。

特長生として準備していました。(特長生)芸術生は

張:当時の私たちと同じです。毎年沢山のコンクール、

高校受験、大学受験の時に受験科目(数学、国語など)

そして最も重要な等級試験を受けさせます。保護者

の合格点数は非常に低く設定されています。専門科

達が積極的に等級試験を申し込んでたとえコンクー

目(琵琶)の点数が高ければ、多少に受験科目の点数

ルに入賞しなくても子供にとっては良い試練になる。

が低くでも、合格します。そして、私は高校から特

ですが、子供がもし等級試験に合格していたら習う

長生として学校に入りました。高校生の時にも琵琶

自信を持ち、子供の将来の進学にも役に立つと考え

を習い続けて、卒業後、吉林芸術学院に入学しまし

ています。

た。今まだ吉林芸術学院に在学中ですが、私は琵琶
の教師として子供を教えています。

筆者：何故、等級試験を受けるのですか。私も当時一
生懸命受けましたが…

筆者：教育の経験がなくても、子供に教えられますか。

張:実は、等級試験で一人の子供のレベルを判断するこ

張：教えることを少しずつ積み重なっていくと、経験

とはできないと思います。当時の私たちと同じです。

になります。実は、保護者達は芸術大学の人、有名な

一般的には試験の何ヶ月か前に受験する等級の何曲

教授から習っている人と聞くと、安心して子供を通わ

かを必死に繰り返し練習し、この何曲かを上手に演

せます。しかも、在学中の学生から教えて貰うと授業

奏できればその等級（1～9 級まであります）をもら

料が少々安いので、保護者達は子供を連れて学ばせよ

えます。

うとしています。
張:この等級試験の等級証明書を貰うと保護者達が喜
筆者：あなたの授業はどのように行っていますか。

び、親戚、友達たちからも羨望される。そして、近

張:基本的に１ケ月４回。毎回３０分の授業を行います。

20 年、等級試験というのは大変人気があります。

その３０分の中で、２０分は前回の復習と再指導、
あとの１０分は新しいものを教えます。芸術大学の

筆者：子供たちはかわいそうですね。

教授はどうやって私たちを教えるのかを検討して、

張：実は保護者達の気持ちはよく理解しています。現

自分の学生に教えています。一般的には基礎を習得

在は一人っ子の家庭が多く裕福で、子供に趣味を持

するには１、２年間が掛かります。

たせたいと思っているのです。自分の子供をスター
トラインで他の子供より一歩リードできるように考

筆者：あなたの学生は、自からが琵琶のことが好きで、

えているのです。

習いに来たのですか。
張:大半の子供はやはり保護者から、本人は琵琶に興味

筆者：あなたは芸術学院大学院卒業後、先生になりま

がなくても通うことを強制されて習いに来ています。

すか。

授業の様子は保護者からは見えるようになっていま

張:そうですね、現在は楽器の先生はとても人気があり

す。だが、保護者は、子供の泣きながら習っている

ます。自分の専門で、しかも収入も高く、理想の職

様子を見ても、何も言わずに、子供の将来（演奏家

業だと思っています。でも、そんなに簡単なもので

になる）の為だと考えています。

はありません。私も沢山の国家試験を受け、レベル
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をアップして、自分を認めてもらうように努力して

あります。今、教職員は 60 余名がおり、在校学生、

います。この国家のコンクールの優勝トロフィと等

試験前の学生、アマチュアの学生を全部含めて、660

級試験の最高等級（９級）を獲得すると保護所たち

余人がいます。

に信頼され、子供達を私の授業に安心して通わせる
ことも出来ます。

筆者：顕順琵琶学校の生徒は何故こちらの学校を選ぶ
のですか。

筆者：現在、民族音楽楽器を習う人はまだ沢山います

B：まず、周顕順校長先生が琵琶の世界で有名であり、

か。

信頼できる先生です。進学率が 100%ですので、各有

張:そうです。まだ沢山います。現在はピアノ、バイオ

名な音楽学院に入学することが期待できます。現在、

リンを習う人が増えてきましたが、民族音楽楽器を

顕順琵琶学校は世界各地の琵琶演奏者が誰でも知っ

習う人はまだ沢山います。何故ならば、保護所たち

ている学校です。顕順琵琶学校は琵琶を習う人の理

が民族音楽楽器ははるかに歴史が永く、西洋楽器よ

想の学校です。

り優美で上品と思われています。伝統音楽を弾きな
がらその時代を味わうことを願っているのです。

筆者：琵琶学校の教師達はどちらから来ましたか。
B：この学校の教師は皆が全国各有名な音楽学院から卒
業した人です(多くの人は周顕順さんの生徒)。皆が
経験あり、自分の教育手段があります。そして、周

④インタビュー調査の内容(顕順琵琶学校)
人物：顕順琵琶学校

琵琶教学部

顕順校長先生も授業を教えています。

関係者 B

時間：2015 年 03 月 29 日午後 4 時 20 分

筆者：顕順琵琶学校の成績を聞かせてください。

場所：5 階のオフィス

B：2006 年から現在まで 600 余名の生徒が全国の音楽学
院に入学しました。音楽学院の進学率は 100％です。

筆者：こんにちは。長春から来ました。今日は従妹が

中国では一番有名な中央音楽学院の琵琶専攻の学生

琵琶を習いたい為、近年話題となった顕順琵琶学

は半分以上うちの校長先生の生徒です。

校に訪ねてきました。顕順琵琶学校のことを教え
て貰いますか。

筆者：各音楽学院って、例えばどちらへ進学していま

B：そうですか。うちの学校を選ぶのは間違えないと思

すか。

います。

B；写真の通りです。中央音楽学院、瀋陽音楽学院、西

良いですよ。知りたいことを教えます。

安音楽学院、天津音楽学院中国の伝統的な演劇学院、
遼寧師範大学、東北師範大学、中央民族大学音楽学

筆者：顕順琵琶学校の基本状況を聞かせてください。

院、中国音楽学院附中、天津音楽学院附中など。

B：現在、学校の面積は 2 万平方メートル、建築面積 8
千平方メートルです。校内には 300 余人が入れる音

筆者：学校の授業料や、琵琶を習う為のカリキュラム、

楽ホールがあり、20 余軒の教室と 30 余軒の琵琶練習

授業料などの事については詳しく聞かせてください。

教室を設置しています。同時に、舞踏室、美術室、

B:「試験前の特訓クラス」については、全国各音楽学

図書室、パソコン室及び寄宿舎、食堂などの施設が

院に入学したい大学院、大学、高校、中学の各学生
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向けで、
習う期限は 12 か月以内で、
進学率 100%です。

第１回目は自分が得意な 2 曲を自由に選びます。柔

基本的に、誰でも入学できます。ただ、顕順琵琶学

和な 1 曲と勇ましい１曲を選択する方が良いと思い

校に入学する時に琵琶の試験を行い、琵琶を弾くレ

ます。第 2 回目の試験は、音楽学院が定めた 2 曲を

ベルによって基礎隊と演出隊に分かれます。同一レ

弾くことです。その 2 曲をよく練習することです。

ベルの学生が一緒に習うことにより、技術レベルを

そして、最後に入りますが、第 3 回目、音楽知識な

アップすることができます。基礎隊の学生は演出隊

どの試験を行います。

のレベルに達すると演出隊に移動する可能性があり
ます。1 か月の学費は 2,000 元(4 万円)、1 年の学費

筆者：顕順琵琶学校の受験生は全員音楽学院に合格で

19,800 元(40 万円)を一括で払う必要があります。そ

きますか。

して、市外の学生に対しては、学校内に寮や、食堂

B：学生の素質が違うため、先生たちからアドバイスを

が設置されています。学内の寮は 3 種類あり、一人

貰えます。例えば、あなたは中央音楽学院の合格は

部屋、二人部屋、そして、大部屋に分かれ住むこと

に難しいですが、市の音楽学院に受験することは問

ができます。一番安い賃料は 1 か月 300 元(6000 円)

題ないと思うなどのアドバイスを貰え、自分自身で

である。食事代金は含んでいません。このクラスは

判断します。ちなみに、特別の事例もありました。

各有名な音楽学院に入学したい学生に対応するコー

一人の女子学生はどうしても中央音楽学院に入りた

スです。大体約 7、8 人の学生が一緒に琵琶を習うこ

く、ほとんど寝ないで、毎日、毎日必死に練習して、

とになっています。

結局中央音楽院に合格しました。
顕順琵琶学校の雰囲気は他の所と違います。遊び

筆者：こちらの学校の生徒さんは年上の人がいますか。

に来る学生はほとんどいません。しかも学費は少々

B：今まで、二人がいました。一人は 50 代の女性で、

高いので、遊びに来ることは考えづらいです。周り

ただの趣味、うちの学校で琵琶を習いました。もう

の学生が一生懸命目標のため頑張る姿を見ると、自

一人は 30 代の女性ですが、自分が琵琶教室を開きた

分も頑張る気持ちが強くなってきます。良い競争の

いので、うちの学校へ来て、２年間を習って自分の

雰囲気になると思います。

夢を叶えました。自分の琵琶教室をオープンしまし

B：あなたの従妹がうちの学校に入学したて、必ず目標

た。

を達成します。うちの学生は皆優秀です。毎年学生
を連れて、沢山の所へ演奏に行っています。うちの

筆者：例えば、中央音楽学院の民族音楽系に入学した

学生は他の所の学生と比べるとやはり強いです。

い場合はどうすれば良いですか。
B：まず、学校の必修科目(数学、国語、物理など)は自

筆者：学費はちょっと高いですね。

分が外で先生を探し、教えてもらうしかないです。

B：個人の先生の所がもっと高いでしょう。学費は少し

最近音楽学院も厳しくなってきて、必修科目の点数

高いですが、良い成果が貰えると思います。

も重要です。これは注意してください。また、琵琶

筆者：解りました。皆でよく相談します。有難うござ

の部分はうちの学校に任せてください。先生の指導

います。

に従っていけば、うまく行けると思います。毎年、

B：良いですよ。宜しくお願いします。

中央音楽学院の入学試験は基本的に３回が行います。
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