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モンゴル　人と教育改革（４）�
― 社会主義から市場経済社会への移行期の証言 ―�

小　出　達　夫＊�

Ⅰ　教育省関係者�

４２　エンヘトブシン（Ｂ．Ｅｎｋｈｔｕｖｓｈｉｎ　科学技術局長，モンゴル科学アカデミー副総裁，男性）

　私は１９５２年アルハンガイのタリアットで生まれた。小出さんについてはバタエルデネから

聞いていましたが，なにせ多忙だったのでお会いできませんでした。�

　モンゴルの社会経済状況は最近になってやっと明るくなってきた。２００４年以後経済成長は
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８．５％となった。ずっとカットしていた国立大学の光熱水費を０８年１月から支給することに

なった。科学技術費も２００７年からはそれまでの４３億トウグルグ（４．３億円）から１８０億ト

ウグルグへと増やすことができた。最近私は日本の科学技術庁を訪問した。大学が科学研究

機関でないといけないことを日本を訪問して実感した。�

　私は１９８２年にモスクワ大学でＰｈ．Ｄ．をとった。９１年にはモスクワ大の情報統計スクールで

「高等教育における教育学の方法」というテーマでＳｃｉｅｎｃｅ Ｄｒ．をとった。この間８３年から

９２年までモンゴル教育省で高等教育科学技術第１大臣を務めた。９２年前後にはアメリカの

ピッツバーグ大学のスポールディング（Ｓｅｔｈ ＳＰＡＵＬＤＩＮＧ）と一緒に科学セクターのマス

タープランをつくった。�

　私は現在のモンゴルの教育改革を考えて行く場合，１９９０年よりももっと前からのモンゴル

の教育史についてみないといけないと思っている。古くはフンの時代から見る必要がある。

モンゴルには古くから教育についての３つの方針があった。第１は，政治家や軍人を育てて

きた男子中心の教育で，ジンギスカン時代の教育が基本的にそうだった。いわば政治や行政

を担当していた貴族がつくり出した教育だ。法学者の養成などもこれに入る。�

　第２は，ラマ教寺院による宗教教育だ。これは歴史的には４回その導入を図ったが，３回

はつぶされ，４回目でやっと定着した。フビライが元祖だといえる。宗教政治家の養成だ。

黄帽派のラマ寺院が中心になって形成してきた。医学・薬学・数学・天文学などの科学分野

の人間も養成してきた。宗教はモンゴル教育の基本だった。�

　第３は，家庭内教育だ。職業教育の基礎がここにあった。木工や金・銀細工などのものづ

くりや，識字教育もここで行われた。識字教育の基礎，職業教育の基礎が家庭で行われた。�

　これら３つの教育は１６世紀までは盛んだったが，１６－１９世紀にかけてモンゴルは抑圧され，

“黒い世紀”といわれている。１６世紀以降モンゴルは清に支配された。その結果政治家を養

成する第１の学校はつぶされた。第２の宗教学校も宗教以外の科学分野の教育は許されなか

った。宗教のみの教育が許された。そして第３の家庭内教育が生き残った。こうしてみると

１９世紀までのモンゴルの識字率は１０％だったというのは間違いで，家庭内教育と寺院での

教育を考えると識字率はもっと高くなる。�

　１９１１年清が滅び，モンゴルはボグドハーンを首班とする制限君主制国家として独立を宣

言した。ボグドハーンは寺院学校でも貴族学校でもないモンゴリアンスクールを創設した。

１９２１年独立戦争に勝利し，モンゴルは中国（中華民国）の支配を脱した。２１年から２４年の

ボグドハーンの死まで寺院学校も国民学校も増加した。２０年代末には貿易や産業関係の学校

も設置された。しかし３０年代に入り教育の“黒い時代”がはじまった。ラマ教に対する弾圧

により，寺院は破壊され，多くの僧や研究者が殺された。同時にモンゴルの歴史や伝統も封

殺された。モンゴル文字の使用禁止は，民族の文化や文字を失うことで，モンゴルの精神生

命が切断されたことを意味した。こうしてモンゴル的人間の形成ができなくなった。�

　１９３０年代終わりにソビエト型の師範学校ができ，ついで４２年にモンゴル国立大ができた。

学校体系は４０年代は４・３・３制だったが，６０年代になり４・４・２制に変わった。１９６３年に

国会は「学校と生活との結合の強化と人民教育システムのいっそうの発展に関する法律」を

制定し，７年制義務教育を８年制にし，１０・１１学年度に職業教育を導入した。これは正しい

改革だったと思う。モンゴルの下からの声に応えたものだった。しかし２年間試行しただけ

で頓挫した。教育省内にいたロシア人アドバイザーがこの改革に批判的だった。�
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　１９８５年にこの法律の２０周年記念行事をやった。そのとき私は技術専門学校の歴史につい

て報告した。セレーテル教育大臣のときだった。１９６０年代の初めにモンゴルの農業開発の第

１期が始まり（ネグデル期），それと関係して専門学校ができた。１９６８年にユネスコの支援

で科学技術大学の基になる“技術ラボ”ができて，建築・鉱山・電気などのエンジニアを育

成し始めた。１９８１年には内閣命令が出され，二つの改革課題が明示された。ひとつは７歳児

入学，もうひとつはコンピューター教育の導入だった。しかし１年間実施しただけですぐに

とりやめとなった。行政職員や国民の意識改革を伴わなかったからだ。�

　１９８６年８７年にはじめての試みとして教員シンポジウムを実施した。幼稚園から高等教育

までの教育制度をどのように改革したらいいかというテーマで，グループ別にコンセプトを

作った。その結論として，第１は入学年齢の早期化があげられた。とはいえ当時の就園率は

２－３％で，農村部では殆ど０％だった。だからこの提案は無理だった。第２の結論は，１０

年制普通学校（４・４・２制度）をより長くして，国際水準までもっていこうというものだ。

第３は教育内容をもっと実生活と結びつける，というものだ。第４はモンゴル文字の導入と

伝統文化の復活で，これを第１学年から実施する，というものだった。第５は高等教育の改

革で，教育プログラムをもっと多様化し，教育（大学）と科学（科学アカデミー）を別にし

ている現行制度をただして統一しよう，とするものだった。いずれも的確な提案で，９０年以

前の教育改革に反映したし，また９０年以降の改革の基本線を出したものだった。�

　こうして１９９０年を私は迎えた。�

　教育法についていえば，９０年代には９１年法，９５年法，９８年法とあるが，私は９１年の法

律が一番良かったと思っている。しかし国民にとっては理解しにくい法律だったし，その実

施は困難だった。民間での教育機関を作ろうと考えたが，小中学校は経済的に無理だった。�

　したがって高等教育の分野から始めようと考えた。小国会の隣に高等教育改革委員会がで

きてゴンチクドルジが委員長をしていた。またバタエルデネ（証言３・１４）が委員会の事務

局長だった。こうして９１－９２年に高等教育の民営化をすすめ，多くの私立大学ができた。

チョロンドルジがオトゴンテンゲル大学を，またエルデネスレン（証言１）がビジネス大学

などを作った。前の国会議長で現在カザフスタンの大使をしているハタンバータルなどとも

連携した。９０年以前の学生は無償でかつ奨学金が支給されていたがこれがだめになり，代わ

りに授業料を貸与するナショナル財団をつくった。アメリカのアクレデイテーション委員会

と協力し，そのための委員会を政府主導でつくった。アメリカのように民間機関で実施しよ

うとしたが無理だった。�

　大学改革については，研究と教育の統一が課題であったが，９１年の改革で新しく「総合大

学」という名称の大学を創設し，これに指定された大学では研究と教育を統一しようとした。

とくに研究機関である科学アカデミーと教育機関である大学を統一しようとしたが，ウラン

バートル大学の新設以外ではあまり進まなかった。研究費が圧倒的に不足していることがこ

の統一を妨げてきた。また科学アカデミー関係の人の中にこの改革に反対する人もいた。�

　１９９０年から９２年まで私が教育省の第１書記官（副大臣）をしているときに外国の人がよ

くきたが，彼らはモンゴルの研究・教育の水準はアフリカ並みだと考えていた。しかし来て

みて研究が進んでいるのに驚いたようだった。部分的には進んでいる研究もあるが，研究条

件は良くない。これを何とかしないといけない。�

　初等中等教育の改革で言えば，９０年代の半ばになってやっと手をつけることができた。そ
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れまでは手をつける条件がなかった。�

　９０年以降の教育改革できわめて残念なことは職業教育の問題だ。企業がなくなり，人材開

発の必要がなくなってしまった。私はこの分野の教育を絶対に滅ぼしてはいけないと考えて

いたが，政策的にはまったくできなかった。�

　９０年以前を含めて，失敗した問題がひとつある。それはモンゴル人を育ててこなかった，

という事だ。９０年以前は党がすべてに優先した。モンゴル人の育成と言うことを考えること

はできなかった。９０年以降は，自由主義とか民主主義とかがいわれ，モンゴル人は「国民」

という事を見捨ててしまった。いま一番の問題はこのことだ。「モンゴル人」をどう育てて

いけばいいのか。私は「国民教育」という小冊子を出しているが，これはこの問題を扱った

ものだ。参考にしてほしい。�

（２００８・３・２８聴取）�

�

小出コメント　�

　エンヘトブシンは，モンゴルで“ペレストロイカ”が始まった１９８８年ころ，教育省におい

て新たな改革を指導したリーダーの一人だった。また９０年選挙で新政府ができたとき教育省

副大臣をした。それ以来エンヘトブシンはモンゴルの教育改革を一貫して指導してきた人で，

私はかねて彼に会いたいと思っていた。今回短時間ではあったが話を聞く機会を得た。�

　ヒアリングからわかるように，モンゴル教育改革についての彼の視野は深くて広い。当面

する教育改革を考える場合，彼はフン時代以来のモンゴル教育の歴史をみないといけないと

いう。そこには３つの視点がある。第１はジンギスカン時代以来の貴族が培ってきた教育で，

これはモンゴルの政治的独立を支えてきた人間の形成にかかわっている。この視点は清の支

配や社会主義時代に後退した。そして今日なお欠けている視点だという。第２の視点はラマ

教を中心とする仏教寺院が培ってきた教育である。これは単なる宗教教育だけに限られない。

言語・芸術・科学・技術などの文化の形成とかかわっている。このモンゴル独自の文化や伝

統の継受も社会主義の時代には後退した。第３の視点は家庭教育にかかわる視点だ。これは

遊牧文化と密接に関連する。識字教育，職業教育が行われた場である。�

　モンゴルの「学校」教育は１９２０年代にスタートしたが，教育自体には長い歴史の蓄積があ

り，社会主義時代の教育は歴史全体から見れば短い一部にすぎない。この歴史の蓄積を現在

どう継受し発展するかについての具体的指摘はなかったが，こうした視点をもつ人が教育行

政関係者の中にいることに注目したい。この視点は，モンゴル大のドヨド教授にも見られる

し（証言８，４４），そのほか多くの人に共有されている視点といっていいだろう。それがど

のように結実するかを見ていきたいと思う。�

　エンヘトブシンの叙述の中にはもうひとつ注目していい指摘がある。それはモンゴル教育

改革が現在当面している課題の多くが，すでに１９８０年代の半ばに明確になっていたという指

摘だ。とくに１９８６・７年に開催された“教員シンポジウム”の議論の中でこうした課題が現

れていたというのだ。入学年齢の早期化，１０年制から１２年制普通教育への発展，教育内容

と実生活との結合，モンゴル伝統文化の復活，高等教育の多様化と研究と教育の統一，など

はまさに現在進行中の改革課題であるが，それが８０年代半ばには課題として検討されていた，

というのだ。エンヘトブシンも２０数年前のこの議論の渦中にあり，そうだとすると１９９０年

以降のモンゴルの教育改革は，相当に遅れたとはいえ彼にとっては連続しているといってよい。
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バタエルデネが「エンヘトブシンは今の教育改革の基礎を作った人だ」と証言しているが（証

言３），それは当たっていると言えよう。�

　エンヘトブシンが最後に指摘したいくつかの点については注目したい。初中教育の改革に

着手できるようになったのはやっと９０年代半ばになってからだということ，職業技術教育に

ついてはこれを重視したかったがまったくできなかったこと，「モンゴル人」を育てること

については社会主義時代から失敗してきたということ，などは教育行政の中心にいた人の反

省点であって，私としても共有できる視点だ。�

�

�

４３　バタエルデネ（Ｒ． ＢａｔーＥｒｄｅｎｅ　教育省高等教育局長，男性）　（補遺の２）�

　ＩＭＦや世界銀行について言えば，モンゴル大蔵省やナショナル銀行に対する影響力は強か

った。経済戦略や国有機関の民営化についてガイドブックをつくり，これが重要な改革の柱に

なった。「モンゴル社会経済改革」という英文の文書がある。これが参考になると思う。オチ

ルバト大統領に対しては直接の影響はなかったように思う。教育省との関係でいうと，両者は

離れていた。むしろアジア開発銀行が直接教育省とかかわった。�

　１９９６年の選挙で民主連合政権が生まれた。民主党が政治改革を提唱し，国会の決定をみた。

それまでは２０の省庁があったが，これを９省に減らした。同時に各省に事務次官を置いた。

それまでは政治家（大臣）と各省の行政実務家との間を調整する専門家がいなかった。政策

立案の専門家を必要としたので事務次官を置くことになった。政策担当者を現場に近づける

という趣旨だった。教育省にも事務次官が置かれ，最初の事務次官に私が任命された。４年

間の民主連合政権時代に大臣は３人変わったが，事務次官については私が４年間担当した。�

　９６年６月の選挙の２ヵ月後にＡＤＢのミッションがやってきた。このミッションは９６年２

月にも来ていた。革命党政権のころで当時の革命党大臣とも話をかわしていた。�

　その結果９７年の学校改革の契機になったＡＤＢ作成のＥＳＤＰ（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｓｅｃｔｏｒ 

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｒｏｇｒａｍ，１９９６）が公表された。これはＡＤＢが作成した最初の教育開発プロ

グラムだった。ミッションが強調した点は，「モンゴルの教育セクターはお金をつかいすぎる，

無駄なところに使っている，もっと効率化せよ，教育関係セクターの人間を１万人に減らせ，

この方針は前の革命党政府も受託していたことだ」といった内容だった。�

　これに対して教育省は，すぐに決めることはできない，判断できる材料がない，無駄があ

るかどうかはこちらで調査する，という対応をした。この調査は国内３００校を対象に，ＡＤＢ

と教育省が共同で実施した。その結果，学校教育費の殆どが光熱水費に使われ，教育の質の

改善に使われる金がないことがわかり，これを改善しようということになった。�

　どうやって改善したらいいか。中央から指示するのではなく，教育現場からの意見を聞き，

それに対応しようということになった。改善点について現場からプロポーザルを出してもら

い，それを根拠にしてＡＤＢにローンを申請した。その結果できたのが先に触れたＡＤＢ文書

の“ＥＳＤＰ”だった。中央中心主義ではなく，地方の決定に委ねる“分権化”政策を図った。�

　地方の行政機関が教師や親と協力して教育改革について相談する組織を作ろう，そのため

の調査をし，自分達で組織改革をしよう，それに必要な権限を地方に与えよう，といった趣

旨だった。その結果学校委員会が作られた。また学校の設置，小学校，中学，高校をどこに

置くか，アイマグセンターには過剰な教員がいるが，そうした教員を地方に回し，地方の教
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員不足を解消し，教育の質を改善する，といった課題についてはその判断を地方に委ね，地

方が計画を立て，お金の使途も自分達で決める，そういうシステムを作ろうということだった。

計画が作られ，改革が進んでいるところにはＡＤＢが援助する，ということを考えた。�

　しかし９６年選挙では，民主連合は都会では勝ったが，地方は革命党が強かった。民主連合

の政策を地方に浸透させ，地方の政治を変えることはなかなか困難だった。“民主党が学校

をつぶす”といった宣伝もなされた。アイマグセンターから地方への転出を拒否して辞めた

教員には退職金を出したが，この制度を悪用する教員もいた。地方の教員不足を解消するこ

とはできなかった。�

　自分達が自由に考えて学校を改革せよという趣旨で政策を作ったが，しかしそれに必要な

関係者の意識改革ができていなかった，というのが一番の問題だったと思う。もちろん政治

家にも問題があった。しかし分権化政策を地方でになう人間の形成ができていなかった。小

出さんが触れたギタの本（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｍｐｏｒｔ－Ｌｏｃａｌ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒｓ ｗｉｔｈ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｒｃｅｓ ｉｎ 

Ｍｏｎｇｏｌｉａ， Ｇｉｔａ Ｓｔｅｉｎｅｒ－ｋｈａｍｓｉ， Ｉｎｅｓ Ｓｔｏｌｐｅ，２００６）はこのころの民主連合の政策やＩＭＦ・

世界銀行の政策を批判しているが，あまりに一般的に書いている。モンゴル人向けの本には

なっていない。�

　職業技術教育の改革については，私の次官の頃は殆ど進んでいなかった。経済・社会の発

展がまだそれを要求していなかった。多くの企業がつぶれて，人が要らなくなり，ニーズが

なかった。９６年のＡＤＢのプログラムにも職業技術教育についてふれていない。当時この分

野はドイツが援助してくれると言われていたので，ＡＤＢは関与しなかった。ドイツの支援の

立ち上げには時間がかかり，９８年の終わり頃に小さなプロジェクトが作られた。しかし経済

や工業は回復していないし，農牧省や通商・貿易省などの他の省庁からも動きはなく，した

がって教育省だけが動くというわけにはいかなかった。�

　そんなわけで，当時の職業技術政策は，従来あった職業技術訓練センターをつぶさないで

どうやって維持するか，ということだった。そのためにセンターと高校を結びつけて残そう

と考えた。とはいえ２００４年以降は状況が変わってきた。経済が漸く回復し始め，中小企業も

作られ始め，ニーズが高まっている。アメリカのミレニウム基金から職業教育に対する援助

が出ている。労働省は外国に人を送り出すことを中心に考えているが，国内での就職先を考

えないといけない。国内会社での人材受け入れ態勢を整備するために“人材開発エージェン

シー”を作ろうと考えている。�

　最後になるが，私が教育省の事務次官をしているときに３人の大臣に仕えた。ルハグアジ

ャブは当時物理大学の学部長だった。熱心に改革にかかわってくれた。彼はいま教育省顧問だ。

サイハンビレグ大臣は３０歳に達していなかったが，当時通信技術局長で知識もあり，敏速に

動いてくれた。今は国会議員だ。バタトゥル大臣はユネスコなどの国際機関に詳しく国際的

な力量を持っていたし，国際援助や文化面に強かった。大臣が変わっても格別政策上の変化

を生じたわけではない。政治は政治，実務は実務だった。３人ともに教育熱心で活発な人だ

った。�

　２０００年の選挙で革命党が勝利し，政権が変わった。私は社会民主党だから当然に次官をお

ろされた。やめてから私はピッツバーグ大学に行き学位を取得した。そして２００４年選挙で連

合政権ができて私は再び教育省に戻った。なおピッツバーグ大学のＳｐａｕｌｄｉｎｇ教授について

言えば，彼はＩＭＦや世界銀行からは距離を置いていたように思う。効率化を重視する経済
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主義はあまりよくないと言っていた。彼は１９９２年の「国際教育百科事典」（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 

Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ  ｏｆ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，  Ｐｅｒｇａｍｏｎ，  １９９４）の“モンゴルの教育”を執筆している。�

（２００８・３・２１聴取）�

�

小出コメント　�

　バタエルデネとは３回目の聞き取りとなるが，教育省および教育政策についてきわめて詳

細に知悉しているので，今回は１９９０年代の後半に焦点を当てて聞いた。彼は民主党員であり，

９６年から４年間の民主連合政府の時期は終始教育省の事務次官をしており，この期の改革に

ついて聞くには最適任者である。今回のヒアリングに際して彼は入院中だったが，院外に出

てきて対応してくれた。�

　９０年以降のモンゴルの政治にもっとも影響を与えたのは，ＩＭＦや世界銀行，ＡＤＢなどの

国際金融機関であった。９０年以降モンゴルの経済・社会は，彼らの主導するグローバリゼー

ション，市場原理主義，民営化と規制緩和政策（新自由主義）などに席巻された。こうした

原理は人民革命党の政策にも影響を与えたが，民主連合諸派は一部を除いて積極的に受容した。

この状況については，モリス・ロッサビ『現代モンゴル』（小長谷有紀監訳，小林志歩訳）

に詳しいし，教育分野では Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｍｐｏｒｔ－Ｌｏｃａｌ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒｓ ｗｉｔｈ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｒｃｅｓ ｉｎ 

Ｍｏｎｇｏｌｉａ， Ｇｉｔａ Ｓｔｅｉｎｅｒ－Ｋｈａｍｓｉ， Ｉｎｅｓ Ｓｔｏｌｐｅ に詳しい。とはいえこれらの著書はモンゴル

の外部にいる者が書いたものであり，モンゴルの内部でしかも教育分野で改革の衝に直接当

たってきたバタエルデネのような人がこれらの著書をいかにみているかが私には気になった。�

　ヒアリングからわかるように，彼は９６年にモンゴルにきたＡＤＢ のミッションの報告には

距離を置いている。またギタの本については，それが「あまりに一般的で」，「モンゴル人

向けの本にはなっていない」と批判的だ。ギタは，教育セクターにおける「構造調整改革」

が９７・９８年の民主連合政府の下で最も強力に進められ，それがモンゴルの教育に相当のダメ

ージを与えた，と批判する。しかしこうしたギタの批判をバタエルデネは容易に受けいれな

いと思われる。むしろ彼はこの時期教育行政の分権化を進め，必要な権限を地方に与え，地

方の自主的判断を尊重し，学校委員会を設置し，教育の質の改善に努めようとしたことを強

調した。彼は当時の教育省が地方に対して「自分達が自由に考えて，学校を改革せよ」とい

う趣旨の政策を推し進めたという。しかし現実はそうならなかった。バタエルデネはそれを

認める。彼は改革に必要な「関係者の意識改革ができなかった」という。とくに地方は人民

革命党の基盤であり，民主党の政策が浸透しない，という背景はあったといえよう。とはい

え９０年代の後半に教育省がいかなる政策を実施しようとしていたかについて関係する当事者

から聞けたことの意義は大きい。�

Ⅱ　大学関係者�

４４　ドヨド（Ｕ． Ｄｏｙｏｄ　モンゴル国立大学教授・数学，男性）　（補遺の１）　�

　私は１９２０年から１９９０年までのモンゴルを「失われた７０年」と呼んでいる。この期モンゴ

ルは人間を育てる文化を失った。人間を人間として育てるモンゴル固有の伝統文化を失った。

モンゴル古来の宗教はそれとして人間を育てる役割をもっていた。しかしモンゴル仏教は徹

底的につぶされた。また遊牧にはモンゴル特有の人間を育てる文化があった。しかし遊牧は
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集団化され最終的にはネグデルとして組織され，人間を育てる文化も失われた。�

　１９２０年以降のモンゴルは社会主義国をつくるといって国民を動因してきた。しかし作るこ

とはできなかった。むしろ伝統文化がもついい面をつぶしてしまった。教育では科学を教え

れば人間が人間になる，とずっといわれてきた。しかしこの７０年間人を人間として育てるこ

とはなかった。�

　教育には「教えること」と「育てること」の二つの面があるとずっと言われてきたし，今

も言われている。こうした意識を持つことはいいことだと思う。しかし，それを言う人はど

うしていいか分かっているのだろうか。子どもを大人に育てる方法，子どもを人間として育

てる方法は工夫しないとできない。正しい道徳心をもつ人間はどうしたら生まれるのだろうか。

宗教には人を育てる要素があるが，それは一つの要素であり，基礎を成すものであって，宗

教だけではできない。�

　私は人間の教育においては「実践的な能力」と「創造的な能力」を育てないといけないと

考えている。「育てること」はこのうちの「実践的な能力」と関連する。「実践的な能力」

には５つの要素がある。第１は健康を維持できる能力，第２は精神的におかしくない状態を

維持する能力，第３は親切でやさしいこと，第４は社会的なコミュニケーション能力，第５

は自分の人生を正しく設計できる力，である。この力をつけるためには二つの方法がある。

一つがモンゴルの伝統的な文化を継受することであり，二つ目は外国の教育にみられる「生

活教育」を受け入れ発展することだ。�

　モンゴル人をモンゴル人として育てることが大事だ。新しい社会を作っていく際に別のモ

ンゴル人を作ろうとしてもだめだ。モンゴルの自然はモンゴル人に作用し，モンゴル人の身

体的自然となっている。これがベースとなってモンゴル人は育つ。中央アジアの人類は気性

が激しいと言われる。特有な優れた遺伝因子を持っている。たとえばダンザンラブジャは国

連で過去１００年の中のもっとも優秀な人物の一人として遇されているし，世界文化遺産に登

録されている遺産はモンゴルに多い。こうしたものを伝えていく中で人を育てないといけない。

しかし「失われた７０年」がこれらのものを伝えることをしなかった。�

　昨年完成した教育省のナショナルスタンダードの中には「人を育てる」要素がある。よく

ひとは「スタンダードには知識しか書いてない」というが，よく読むと「知識を通してこん

な人を育てたい」ということが書かれている。人はスタンダードのこの面を読んでいない。

スタンダードを暗記しているだけで，書かれていることを実践しているかというと，それが

できていない。その方法が分からないのだ。人を「育てる」という要素をスタンダードの中

から発見していない。たとえば数学教育では目的が４つ書いてある。「数学を含む言語能力

をつける」，「原因を調べる」，「課題を見出す」，「解決の方法をさぐる」の４つだ。数

学を使ってこうした目的を達成することが数学教育の課題だ。ここには人を「育てる」要素

がある。数の計算だけではこうした数学教育の目的は達成できない。自然や社会の中にある

問題と結びつけることが必要で，そうした中で子どもは育つ。�

　歴史と文化が途切れるとその国は滅ぶ。この７０年間がそうだった。たとえばモンゴルには

古来有能な王や政治家を育てる方法があった。これを「金族の流れ」と呼んできた。王やそ

の有能な官吏となることを約束されている人間は生まれる前からも，また生まれてからも伝

統的な育て方があった。たとえばモンゴルが満州族の清に支配されていた２００年の間，モン

ゴルは満州族に完全に支配されることはなかった。モンゴルはモンゴルの政治家を育てる伝
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統を知っていた。（注）「金族」は，ジンギスカン以前からモンゴルを統治してきた「貴族

階級」を意味する。　�

　たとえば次のような話がある。漢族の貴族が清王朝に対して，満州里の裏には広大なモン

ゴルがある，そこに中国人を移住させようと話を持ちかけ，清の王はその意を受けてモンゴ

ル側に手紙を送った。手紙はチベット語，中国語，満州語，モンゴル語で書かれていたという。

当時のモンゴルは４つの州に分かれていた。その下には４９の郡があった。モンゴルのハーン

（エンヘアムガラン）の下で３日間の大会議が開かれた。ドルノゴビの長がアイデイアを出

した。清の軍隊は馬に乗り，馬を大事にする。また軍を支えるには羊の肉が必要だ。もしも

中国人が大挙モンゴルに来て土を掘り返すと土は泥になりやわらかくなる。そうすると馬や

羊の足のつめは長くのび馬や羊はだめになってしまう。だから清がモンゴルへ来れば清自体

が滅びるだろう。ドルノゴビの長はこう言った。ハーンはさっそくこのことを手紙に書き返

事とした。清の王はモンゴルへの侵攻をやめた，という。�

　こうした話が「金族の流れ」として伝えられてきた。それはモンゴルの独立を守る知恵の

言い伝えであった。国を守るこうした知恵がモンゴルの貴族文化として伝えられてきた。し

かし，１９３０年代に入りこうした知恵を持ったモンゴルの政治家のほとんどが粛清され，殺さ

れた。今こうした知恵を持った政治家はモンゴルにはいない。モンゴルの土地や自然は外国

の喰い物にされ，モンゴルの政治家はそのお先棒を担いでいる。�

　私は若いころモスクワに行き，レーニン図書館で多くの本を読んだ。その中に偶然スター

リンのある書を見つけた。そこで私は知ったのであるが，スターリンはあるとき東洋文化の

研究者を招き，「なぜモンゴルは清に支配されたのに中国化しなかったのか」と質問した，

という。これに対する東洋文化研究者の答えは「モンゴル貴族の中には金族の流れという伝

統文化があり，それがモンゴルの中国化を防いだ」というものだった。その後スターリンは

多くのモンゴル貴族を粛清し，その財産を奪った。その背景には，こうしたエピソードがあ

った。「金族の流れ」の伝統文化を受けついだ者たちはこうして殺された。チョイバルサン

やツエデンバルは「頭のない足だけの人間」で，「金族の流れ」から学ばなかった人間だ。

また現在のモンゴルの人民革命党や民主党の政治家も同じで，こうしたモンゴルの伝統文化

から何も学んでいない。１９２０年以降のモンゴルの政治家はモンゴルの心を持っていない。モ

ンゴルの心を持っていた私の大学時代の先生は殺された。しかしその奥さんがまだ生きている。

この奥さんのヒアリングをしたらいいと思う。早いほうがいい。�

　私は自分を「歴史を外から見ている観察者」だと思っている。わたしは人と話すのが下手だ。

こんなに話したことはほとんどない。だけどもう少し話したい。�

　モンゴルの社会主義化は４つの段階ですすんだ。第１段階は貴族の圧殺で，これは政治家

の粛清だった。第２段階は坊さんたちで，これは教育者の粛清だった。第３段階は小中の企

業家や貿易家たちで，これは格差をなくし平等を実現するといって実施された粛清だった。

第４段階はネグデルへの移行で，これはモンゴルの遊牧をつぶし，モンゴルのアイデンティ

ティを奪うものだった。�

　私の小さいころ，近くのラマ教寺院が破壊され，３日間で経典や図書を燃やせと命令され

たが実際は１週間燃え続けていた。こうしてモンゴルの伝統は破壊された。１９３９年ころの小

学校の歌の文句を思い出す。意味は「私たちはモンゴルに生きている，お金持ちをなくし，

平等な社会を作ろう」といった内容だった。私たちはこうした歌をわけも知らずにうたった。
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ネグデルが組織化され，質のいい家畜は大量にソビエトに運ばれた。いい家畜を残すそれま

でのモンゴルのテクノロジーは失われた。当時の詩に「セレンゲの水はとうとうとバイカル

湖に流れていく，これと同じようにモンゴルの羊もロシアへ流れてゆく」というのがあった。

しかしこの詩は批判され抹殺された。世界銀行などは１９９０年の市場経済化でモンゴルの家畜

は１０００万頭増えた，と言う。しかし９０年以前はそれと同じくらい多くの家畜がソビエトに

運ばれていた。だから増えたわけではない。それよりも集団化され，遊牧民はネグデルとい

う企業の雇われ人となり，それまでは５畜を放牧していた彼らが１種類だけの家畜の飼育者

になりさがり，こうして遊牧文化は完全に否定された。この影響は大きい。�

　私は日本との比較でモンゴルの教育のことをよく考える。１９４５年当時日本の状況は大変だ

った。モンゴルの方が生活は良かった。しかしそれから５０年以上たった今，状況はまったく

逆で，モンゴルはいま韓国だけでも４万人もの人を安い労働力として派遣している。外国に

頼らないと生きていけない状態だ。これはいったいなぜか。巨視的に見ると日本の発達には

三つの要因があるように思う。第１は日本には天皇が残された。日本文化が失われていない。

第２は伝統的なサムライ文化が保持されている。第３は日本の若者を外国に送り学ばせた，

そして日本に戻した。モンゴルでは外国にいった若者は帰ってこない。「歴史を外から見て

いる観察者」としてはこうした違いが両国にはあるように思う。�

　私は若いころ日本とモンゴル文化はどこか似ていると思った。たとえば音階は両方とも５

つで，似ている。１９５３年ころ日本のＦＭを聞いていたときに流れてきた歌がモンゴルの歌だ

った。当時私の友人に内モンゴルの人がいた。その人に聞いてみると，１９３０年代は日本とモ

ンゴル（内モンゴル）との交流が盛んな時代だった，という。しかし外モンゴルはその圏外

におかれていた。�

　社会改革は教育改革から始まる。今それをはじめないといけない。新しいナショナルスタ

ンダードに基づく教育を実現しないといけない。スタンダードの趣旨の中には，少しでも学

んだものを実践に生かす，ということが入っている。たくさん教えることがこのスタンダー

ドの趣旨ではない。それは社会主義時代のやり方だ。もうそのようなやり方はやめないとい

けない。若い世代を人間として「育てる」ことが大事だ。�

（２００７・７・１８聴取）�

�

小出コメント　�

　モンゴルに来て“ほんもののモンゴル人”に出会う機会は少ない。地方に行くとそういう

機会はある。しかし都会ではむずかしい。ドヨド教授はそんな“生粋のモンゴル人”を感じ

させてくれる。それでいて国際人だ。モンゴル人が培って来たスピリットに徹し切れている

からこそ彼は国際人として私に迫ってくる。�

　ドヨド教授は１９２０年から１９９０年までの７０年間を「失われた７０年」と呼ぶ。社会主義を

否定するからこう言うのではない。この７０年が「社会主義」を実現できなかっただけでなく，

モンゴルの歴史・伝統を否定したからそう呼ぶのだ。彼はヴィゴツキーの影響を受けたソヴ

ィエト教授学者と連携してモンゴルの新しい教授学を作り出してきた。同時に数学を専攻す

る科学者であり教育者である。彼の多くの弟子が９０年以前も，以後もモンゴルの政治・行政・

科学・教育分野で活躍している。そういう経歴を持つだけに彼の言説は重い。�

　彼はこの７０年間，モンゴルでは「人を人間として育てる」ことに失敗したと言う。この７０
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年の教育を振り返ってみて，彼は「科学を教えれば人間が人間になるとずっと言われてきた」

と言う。これが間違っていたことを彼は告発する。彼は「教えること」と「育てること」，

あるいは「実践的な能力」と「創造的な能力」の双方を教育では形成しないといけないと言う。

この両面においてモンゴルは失敗した。モンゴルの宗主国であったソ連においても同じこと

がいえる。�

　だからといって彼がこうした能力の形成に成功する実践を創造したと考えているわけでは

ない。彼は自らの限界を知っている。だからこそ，モンゴルの伝統や文化，生活，歴史から

学ぶことの重要性を強調する。この７０年の歴史から彼は「歴史と文化が途切れるとその国は

滅ぶ」とも言う。たとえとして彼は「金族の流れ」というモンゴル古来の格言を引用する。

ジンギスカン以来の貴族文化が形成してきた格言で，他民族に制圧されてもなお自国の自立

を維持しようとするモンゴル人の形成を図ろうとする格言で，こうした古来の伝統を体現し

た人間が２０年代３０年代に圧殺されたという。ラマ教の寺院の破壊や遊牧の集団化なども同

じような意味をもつ。�

　今回のヒアリングでドヨド教授は新しいナショナルスタンダードについて触れている。彼

はこのスタンダードの作成に積極的にかかわってきた。私の経験からいえば，このスタンダ

ードの評判は良くない。依然としてアカデミックで難しいし，有用性と結びつく内容に乏しい，

というのが教員の一般的評価だ。同じく有用性を重視するドヨド教授の評価とこうした一般

的評価との間にはギャップがある。あるいは新スタンダードには「人を育てる」という視点

がないというのが一般的見方であるが，ドヨド教授は反発する。スタンダードの目標には「数

学を含む言語能力をつける」「原因を調べる」「課題を見出す」「解決の方法を探る」とい

う４つの課題があり，これらいずれにも人を「育てる」要素が含まれており，それに注目し

ないといけないと言う。教授のこのような指摘は重要だが，それを理解できるモンゴル人が

少ないことを教授は憂う。�

�

�

ドヨド（モンゴル大学教授・数学）　（補遺の２）�

　私は教授学の研究（ｓｙｓｔｅｍ ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ）を１９８２年より始めた。当時モスクワ大学の心理

学部心理学科で６ヶ月の再教育を受けた。そこで３人の研究者にあった。一人はヴィゴツキー

の影響を受け教育哲学も専攻したＧａｌｉｐｉｒｉｎ（男性），一人は当時の心理学研究室長でＴａｌｉｉｚｉｎａ，

もう一人はＲｅｍｅｔｏｖａで私はここで研究に従事した。このうち後の二人はモンゴルに来て学び

方の心理学について講義をしたことがある。�

　小出さんがさきほど紹介したギタの本（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｉｍｐｏｒｔ－Ｌｏｃａｌ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒｓ ｗｉｔｈ 

ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｒｃｅｓ ｉｎ Ｍｏｎｇｏｌｉａ，２００６）の中では１９６３年の新学校法（「学校と生活との結合の

強化と人民教育システムのいっそうの発展に関する法律」）のあとになってモンゴルでは“生

徒中心学習”などの授業研究が始まったと書いているが，それは本当のことで，そこに出て

いるソビエトの研究者４人（Ａｍｏｎｉｓｈｖｉｌｉ，Ｌｙｓｏｎｋｏｖａ，Ｋａｒａｋｏｖｓｋｉｉ，Ｓｈａｌａｔｏｖ）のうち

私は前の３人を知っている。いずれもヴィゴツキーの方法を踏襲している人たちだ。もとは

といえば１９５８年にジュネーブで国際会議があり，これにモスクワ大の研究者を含めて数学者

が参加し，私も出た。この会議の報告書を私はゲンデンジャブツと訳して，自分達の研究論

文もいれて「モンゴル国の数学教育の問題」という本を１９５８年に出した。こうしたことが影
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響してモンゴルの１９６３年教育法が出された。�

　当時モンゴル教育省は子どもをどう育てるかについて関心を持っていた。新しい指導法や

職業教育についてたえず考えていた。教育省が設置したディダクティクセンターを中心に私

も参加して『授業および伝統文化』という本を出したが，学校教育と文化継受は同じである

という考え方にたっていた。教育研究のアプローチには，ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙとｄｉｄａｃｔｉｃｓの二つの

アプローチが必要で，前者は一般教育学であり，各分野に分化している学問領域を統合して

みようとする一般化が中心となり，私はこれに関心を持っていた。Ｄｉｄａｃｔｉｃｓの方は授業の中

での子どもと教師の関係を具体的に見ようとするものでヴィゴツキーの影響が強かった。教

育関係者は“人間研究者”でなければいけないが，私は理論的な展望を出すだけで，具体的

な授業実践のほうは若い研究者にまかせてきた。�

（２００８・３・１８聴取）�

�

小出コメント　�

　このヒアリングで私が紹介したギタの本では，モンゴルでは１９６３年の新教育法の制定以後

に授業法の研究が始まった，と書いてある。私はこの事実をドヨド教授から確かめたくて今

回のヒアリングで質問した。その回答は上述の通りであり，彼はこの事実を肯定したし，そ

こに出てくる４人のソ連研究者のうち３人には会っていた。もっとも彼はすでに１９５８年ジュ

ネーブの国際会議に参加し，それを契機に「モンゴル国の数学教育の問題」を出版しており，

これらが１９６３年教育法に影響したという。だとするとこのヒアリングの冒頭で彼の教授学の

研究の出発が１９８２年だったというのは聞き間違いであろう。彼との１回目のヒアリングでは

１９６５年に教授学の研究を始めたと言っており，これがほぼ正確であろう（証言８）。�

　私は，ドヨド教授はＤｉｄａｃｔｉｃｓの研究者だと考えていたが，今回のヒアリングでは彼は自分を

Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙの研究者として位置づけ，Ｄｉｄａｃｔｉｃｓは若い世代の研究グループに任せている，と

いうことだった。このグループは現場教師や生徒と共同して授業案を作成しており，かつナショ

ナルスタンダードの作成や教科書の作成にもかかわり，その意味でＤｉｄａｃｔｉｃｓとＭｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ

の両方を統一している研究グループだといえる。また，私がＪＩＣＡ専門家として国立大学に

理科教育指導法研究センターをつくったが，そこに集まってきた研究者もこのグループだった。

ドヨド教授の年来の研究構想がよりいっそう発展していることがわかる。�

�

�

４５　アデイヤ（Ｕ． Ａｄｉｙａ　ホンゴル大学学長，男性）（補遺の１）�

　３年前に小出さんが来たときに比べ学校はかなり変わり，成果があがった。付属高校の第１

回卒業生を送り出すことができた。また職業訓練センター（農業課程）も昨年設置され，第１

期生９０人が入ってきている。これは中卒者を対象にしているが，中学を卒業していれば誰で

も入れる。付属高校生の中にもこのセンターの学生をかねるものがいる。センターが高校の農

業特修コースになっている。２０歳代や３０歳近い人もいる。多くは社会人だ。今年は１年コー

スだけだが，この９月からは２年半のコースになる。野菜，果物，飼料作物などを中心とする

研修コースだ。�

�
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（今年の大学の活動について）�

　第１は，今年は職場を増やす運動が政府主導で行われている。ホンゴル大では４０人分の職

場を提供することにした。１５人は大学キャンパス内の植樹で，２１０本の木を中国に取りに行

く。ポプラや松だ。国の予算補助があり，アイマグの労働支援局のサポートがある。指導は

本学教員のオドゴンビレグが担当する。その他の２５人分は大学の畑地での野菜作りだ。２５

人中４人が０．８ヘクタールに樹木を植える。２０人が４ヘクタールに野菜を植える。これはは

じめての試みで，一人一人に実験場を与えて，野菜の試験栽培をする。この農場は大学から

８キロほど離れている土地をソムから譲り受けたもので，かって社会主義時代はここには川

からの灌漑施設があり４０ヘクタールの大きな農場だった。しかし，今はその施設は崩壊した

り，盗まれたりして，そのままでは使えない。これから徐々に野菜畑や飼料作物の農地とし

て作り変えていく。近くには半壊した社会主義時代の畜舎があるのでここを改築して農民を

定住させ，この農園を管理させ，ここを基地にして家畜や飼料作物，野菜の改良実験農場と

する。�

　第２は学生寮の建設である。今は１階建てで，ここに２階を増設する。大学独自予算で

７０００万トゥグルグ（７００万円）必要だが，１７００万トウグルグをアイマグの住民委員会（県

議会）に要望している。この増設の眼目は，肝臓や胃の病気の治療室を設置することだ。こ

れはアイマグの病院と協力して設置するもので，大学の畑地で栽培する甘草などの薬草を利

用して治療に当たるもので，医者の診断書に基づいて治療に当たる。モンゴル西部の死者の

６割は肝臓と胃の病気で死ぬ。これを何とかしたいというのがこの活動の趣旨だ。�

　第３は，飼料作物の栽培だ。バヤンホンゴルは羊よりヤギが多い。草原が荒れてきている。

放牧家畜のほかに定住家畜の飼育が課題となってきている。そのためには飼料作物の栽培が

必要だ。遊牧と農業とを両立できる飼育技術の開発が必要だ。それもこの地域にあった牧業

農民・農家を育成しないといけない。家畜の改良も必要で，いろいろなソムから質のいい家

畜を集め，アイマグの農業行政局や国立農業大学と協力し，家畜の改良，増殖技術の改良，

飼料の改良などを進める研究センターにこの大学をしていきたい。�

　第４は，野菜や飼料作物の保存技術と加工技術の開発だ。地下での野菜保存や牧草・飼料

作物の加工である。モンゴルは冬寒いので凍ってしまう。冷凍エネルギーを安価で，うまく

管理して野菜の保存をできないか。乾草だけでなく，飼料作物を単純な技術と安価な方法で

濃厚飼料に加工できないか。こうした技術が開発できれば，それを住民委員会などに提案し，

地域開発に貢献できる。�

（この１年間の大学の成果について）�

　第１は，個人学習方法を開発したことだ。学習の「ピラミッドセンター」といって，今ま

ではウランバートルにしかなかったが，これをホンゴル大学につくった。これは，社会に出

てから自分でテーマを見つけ，それを大学と協力して研究学習する方式で，働いている人が

現場にある日常的なテーマを持って学習する，この個人学習を大学がサポートする，という

ものだ。このセンターに入ってくる学生は授業料を払うが，自分の働く場が研究と学習や実

習の場となる。新しい学習方式であり，今後さらに開発していきたい。�

　第２は，ことしホンゴル大学がモンゴルの７つの優秀大学のひとつに選ばれた。この表彰

制度は２００５年より始まり，今年で３年目だ。国立・私立大学１８０校の中から毎年７校が表彰

される。これは大学アクレデイテーション委員会に付属する高等教育管理研究所が選ぶもので，
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昨年１２月に本大学が選ばれ，今年表彰される。おそらく本大学が地域と連携し，地域開発に

貢献し，地域を担う学生を育てていることがその理由だと思う。�

（現在の大学がどういう位置にあるかということについて）�

　今年は大学２０年計画の中間報告を出す時期に当たる。１９９９年に設置し９年目になる。�

　第１ステップとしての物的環境の整備は，ほぼ終わった。�

　第２ステップは，地域ニーズにこたえる教育研究室作りで，これは大学，付属高校，夜間・

通信制大学，大学院修士課程に続いて，昨年職業訓練センターを設置し，特に農業教育の面

での地域開発に貢献する基盤ができた。ことしの９月から職業訓練センターの学生に奨学金

が出ることになっている。金額は不明だが，優秀で勤勉な学生をこれにより援助できる。こ

こへきてやっと職業教育を政府が大事にするようになった。また国際交流も日本を始めとし

てできてきた。�

　第３ステップは，こうした教育研究施設全体の管理で，昨年９月に大学・高校・職業訓練

センターの教員全体が参加するマネジメント・グループをつくった。中等普通教育から，職業

訓練を含めて，大学院修士課程までの一貫教育体系ができた。こうして２０年計画の後半１０

年間の基礎固めができた。後半１０年間がこの大学の第３段階となるが，アジアにおけるオー

プン・ユニバーシティをめざしてさらに発展していきたいと考えている。�

（ホンゴル大学の特徴について）�

　第１は，大学を中心に高校・職業訓練センターと３段階の教育系列があることだ。このう

ち高校と訓練センターには国家予算の援助がある。こうして本学の財政基盤も良くなった。

また大学が機関（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）アクレデイテーションを通ったので，大学予算の１５％が国から

援助される。これからは収入を得る大学ビジネスを起こすことを考えている。大学の研究成

果をビジネスに生かすやり方だ。�

　第２は，科学研究面で国立農業大学や，科学技術大学，科学アカデミーなどの大きな研究

機関と提携してきた。�

　第３は，大学・地域連携が強い。アイマグの役所，住民委員会と協力し，地域ニーズにあ

った教育をしてきた。たとえば知事部局に科学情報指導法委員会というのがあるが私はその

委員長をしている。またこの４月１０日には住民委員会にこの１年間の大学の活動報告及び

２００７年度の活動計画を提出し，議論する。２００５年は中小企業開発支援年だったが，そのた

めの委員会（ビジネス・インキュベーター）の委員もやった。今アイマグでは２０２１年までの

アイマグ開発計画を作成中だが，私はそのアドバイザーをしている。�

（日本との国際交流について）�

　最後に日本との国際交流についてである。小出さんのおかげで今年の夏には北海道から酪

農大学の長谷川教授を呼ぶことができる。そこでは以下のような期待をしている。�

　第１は，今年より大学から８キロ離れたところに４０ヘクタールの畑地を確保して，実験農

場を作る予定だし，２００キロ離れたところには１００ヘクタールの土地を確保した。これは主

に飼料作物の栽培をする予定だ。これらの土地をまず見学してもらいたい。�

　第２は，羊など牧畜の開発をし，収入を上げたい。そのため飼料作物の栽培，加工，人材

の養成，機械化の準備などが必要になるが，最初から大規模なことは考えない。飼料の栽培

も２０ヘクタールくらいから出発するし，牛なんかも３－４頭からはじめる。このアイマグの

誰でもができる応用可能な基礎技術の開発である。飼料作物の加工など簡単な技術を知りたい。�
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　第３は，家畜の改良技術の開発だ。質のいい牛などを改良したい。ミルクも多くとりたい。

そのためのえさの工夫もしたい。４０ヘクタールの畑地の横に実験農場を設置し，そこでこう

した技術開発をする。�

　今までのところ野菜の栽培はけっこう広がりつつある。温室栽培の技術は必要だが，それ

より飼料作物のほうが重要だ。それに伴う加工技術の開発も必要だ。こうした点での指導・

助言を長谷川さんには期待したい。飼料作物としては，黒米（青色の麦），ひまわり，とう

もろこしなどを考えているが，北海道の飼料作物から学びたい。�

（２００７・４・３聴取）�

�

アデイヤ・ホンゴル大学学長（補遺の２）�

　今年はこの大学ができて８年目となる。国際交流は小出さんが初めてで，今回北海道の酪農

大学の長谷川先生に来てもらい大変嬉しい。何よりもこうして地域の人材開発に貢献できるこ

とが嬉しい。ホンゴル大は会計学を中心につくったが，職業訓練センターを付設し，そこに農

業コースを昨年作った。これが一番重要なコースで，この県の若者の流出を防ぎ，地域開発に

貢献し，貧困をなくし，お金のない人にも教育を受けさせることができる。�

　最近地域のこの大学に対する信頼度が高くなってきた。この９月には中学校課程を新設する。

第６学年より６０人採用し，既設の高校に接続する。小さいときから農業に興味を持たせたい

ためだ。�

　去る４月に住民委員会（県議会）に「ホンゴル大学の現状と未来」と題して過去８年間の大

学の活動報告をして，８つの課題を出した。８年前には未来が見えなかった。今中学・高校・

大学で４００人の学生がいる。授業料を安くしている。貧困者向けの人材開発に力をおいている

ので評判がいい。“地域開発のための若者育て”がモットーでモンゴルの地方のモデル大学に

したい。今年農業研修で北海道に行っている３人の社会人学生をこの大学と地域の農業指導者

にしたいと考えている。�

　いいニュースが３つある。ひとつは，社会主義時代の国立農場の土地（５０ｈａ）と施設が放

置されていて，それを大学に売却するように議会に頼んだところ，２時間の議論の結果，無償

で大学に払い下げることになった。これは異例のことで，大学の実績が認められた証しである。

牛や小麦・ジャガイモだけでなく，鶏や豚も飼い，大学の実習・研究施設としたい。第２は，

県の地域開発財団から１３００ドルの援助があり，これでインターネットにつながるコンピュー

ターラボを設置できた。第３は，教員住宅が必要になっており，公務員宿舎を作る政府計画が

あり，これに参加できることになった。�

　その後５月に知事と会い，払い下げの農場に灌漑用の井戸と配水管（１万ドル）の設置を依

頼したところ，即座にＯＫされ，これから工事が始まるところだ。６月にはバヤンホンゴルに

大統領が来た。そこで私が大学改革と地域開発をテーマにこの地域の産業開発の構想を話した。

人口移動を止め，若手の再教育をし，仕事を開発し，小規模の加工企業を起こし，周辺地域の

市場を開発し，遊牧だけでなく定住型の農業を開発し，自給自足できる地域経済の開発の必要

を話した。そのために大学の農業実習・研究施設を充実する必要があることを強調したところ，

最高品質の牛７頭を大学に提供してくれることになった。大統領は１頭１５００ドルもするカナ

ダの繁殖牛を提供するといったが，私はモンゴルの優秀な繁殖牛を探そうと考えている。�

　２００４年に知事が作成した本県の１５年計画にはこうした大学と地域との連携が謳われている。
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ホンゴル大学は地域開発になくてはならぬ存在になっている。副学長のオランチメグはこのほ

ど“国家スバル賞”を大統領からもらった。これは県民８万人のうち５人しかもらっていない

賞で，これもホンゴル大学の実績が認められたものといえる。�

（２００７・７・２４聴取）�

�

小出コメント　�

　アディヤ教授に初めて会ったのは２００４年で，彼は私立大学協会の事務局長をしており，教

育省にその事務所があった。この事務所で私がはじめて会ったとき彼がホンゴル大学の創設

者でその学長をしていることを知った。それから４年私は数回バヤンホンゴルにあるこの地

方大学を訪問した。訪問するたびに大学は地域の産業開発に不可欠の存在として成長してき

ていることを知らされた。大学の意義を地域連携と関連させて考えていた私にこの大学は多

くのことを教えてくれた。２００７年には４月と７月の２回訪問した。この記録はそのときのヒ

アリング記録である。なおホンゴル大学については，副学長のオランチメグが北海道大学生

涯学習研究部主催のシンポジウムで報告した記録があるので（「証言２６」の「付属資料」）

それも参照してほしい。�

　ホンゴル大学は教員数２０人前後の小さな地方大学だ。財務，会計，管理，観光など市場経

済への移行に必要な４年制の学科を備えてスタートした。しかしそれでは地方大学が果たす

べき責任を果たすことはできない。まず大学での専門教育に対応した高校卒業生を養成しな

いとならない。普通教育だけやっている公立高校それも３部制の学校（当時のアイマグセン

ターは午前・午後・夜間の３交替制だった）では基礎・専門ともに準備教育はできない。そ

こで全日制の私立付属高校を作り普通科目と専門科目を含む単位制のカリキュラムを用意した。

生徒数は少ないが農業特修コースも高校に入れ，大学の農業課程との接続を図った。高大連

携の制度化だ。同時に大学に農業課程を設置し，その卒業生をウランバートルの国立農牧業

大学の修士課程と接続した。当初このコースはこの大学の若手教員を育成する機能を持った。

私大の学部と国立大学大学院との接続を図ったものだ。�

　以上の課程とは別に銀行・会計・語学などの通信制や夜間の短期コースを開き社会人に開

放した。また日本の農業高校に相当する職業技術訓練センターを０７年度に設置した。これは

中卒後普通高校に進学しないで専門職業教育に進学する生徒用のコースであり，高校卒業資

格を取得でき，かつ社会人の再訓練コースにもなっている。正規の中等教育に位置する学校だ。

こうして財務・管理・会計・観光・農業を中心とする４段階の私立教育機関（高校・大学・

大学院・生涯学習）がバヤンホンゴル県において機能している。０８年９月からは付属中学校

も新設する予定になっている。こうした試みは公立学校では難しい。�

　以上の努力と平行してアディヤ学長は大学の地域ネットワークの拡大に努めた。学内に大

学運営委員会を設置し，県会議長を委員長として，学生・卒業生代表，教員代表，県教育文

化局長，県知事，県議会議長，エネルギー局長，企業代表などを糾合した。学長はこの委員

会により任命されるので委員とはならず，逆に年間活動計画や活動報告などを行う責任を負う。

また農業・銀行・会計検査などの専門教育分野の教員も地域から調達している。�

　こうした特長を持った大学であるが，今回のアディヤ学長のヒアリングからわかるように

昨年来の新しい動きが見られる。ひとつは，社会主義時代のネグデルの大規模農場を県から

もらいうけ，４０ｈａ．２００ｈａ規模の農場と付属施設（廃屋）を入手し，灌漑施設を再建し，こ
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こを飼料作物，野菜，果樹などの栽培や実験農場とし，飼料作物や野菜・果実などの保存・

加工技術を開発し，さらに乳牛を中心とした定住型牧畜振興の技術開発センターを設置する

構想をたてている。また学生寮を増築し，地域の病院と提携してモンゴル独自の薬草を使っ

た治療室を大学に設置する構想が作られている。�

　おそらくこうした構想は実現されるであろう。知事や知事部局との連携・協力はすでに得

ているし（後述の知事の証言を参照），国からは２００７年度の優秀大学としてホンゴル大学は

表彰され，大統領から優秀な種牛数頭を購入できる資金を提供されている。率直に言ってこ

の大学は訪れるたびに何か新しいことが実現され，構想されている。アディヤ学長，オラン

チメグ副学長，ウネンボヤン県知事などの稀有な構想力・実行力の賜物であり，ここにモン

ゴルの地域開発と大学の発展の大きな可能性を見出すことができる。�

�

�

４６　ウネンボヤン・バヤンホンゴル県副知事（Ｓ．ＵＮＥＮＢＯＹＡＮ　ホンゴル大学運営協議会委員，男性）�

　バヤンホンゴル県の人口は８３０００人で，３万人がアイマグセンターに住んでいる。経済は

遊牧が中心で，４年ごとにセクター開発計画を定め，毎年それを具体化し実施している。ま

た２００７年を人材開発年と定め，人間を育て，教育の質を高め，小さいときから正しい道徳を

しつけるように努めている。同時に人材開発と地域開発を関連させ，この県の教育セクター

を地域開発のための優先分野と位置づけており，ホンゴル大学はこの分野の貢献が大きい。

この大学は，普通教育，職業教育，大学教育のすべてのレベルに関わっており，県でもこの

大学の活動を政策面に取り入れている。また大学・職業訓練センターの卒業者は地域開発の

担い手になっており，しかも安い授業料で人材を育てており，その意義は大きい。�

　遊牧は自然に依存し，災害があれば損失は大きく，生活も不安定化する。従って教育セク

ターを含めいろいろなセクターの協力が必要になる。ここにいるウランビレグの夫は県の中

核的職員で，農業指導を担当し，有能な研究者でもある。県では遊牧業の中で農業を開発し，

農業開発により県民の日常生活を支え自給体制を強化したいと考えている。とくに日本の農

業は優秀でその技術をモンゴルに移入したいと考え，ビレグのご主人がその責任者となり日

本の大分県と交流してきた。今後はさらに農業分野での日本との交流を期待したい。モンゴ

ルの諺に「遠くの人から情報を得ること」とあるが，それを実際のものにしたい。�

（なぜバヤンホンゴル県は人口が増えているのか）�

　アイマグから若い人が都市部に出たら戻ってこない。だから地方に大学を作らないといけ

ない。また職業教育を重視することで企業や農業を開発できる。こうしたことが人口の安定

化につながる。県では２０２１年までの開発政策を立て，地域の人々の日常生活を支え，職場を

与えることを重視している。インフラも開発され，昨年県が中央電力網に接続し，明日は１０

のソムがこのネットに接続する記念式をやる。道路の舗装も進んでいる。こうしたこともあ

って，人々はここで安い費用で生活できることを知るようになった。この３－４年は気候も

良かったので，遊牧も良くなった。以上のようなことから県外に移動する人口が少なくなり，

人口が安定してきたと思う。�

（地域開発の重点は何か）�

　まずは中小企業の開発だ。それも小さい企業でよい。たとえば毛皮の加工だ。質のいい革

靴など作ることができる。遊牧業と結びついた加工技術を開発することが大事で，一次産品
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では売らないようにしたい。この面でも日本の技術援助がほしい。また野菜の加工保存や草

原の果実の加工（ビン詰め，ジャム），乳製品の包装技術，岩塩を小さく四角に切り包装す

る技術など，簡単な技術で中小企業を起こすことができる。�

　そのほかに，たとえば健康保険分野でも，いい生活いい健康を維持でき，それを担う人間

の育成が必要で，そうした分野での人材開発企業なども考えられる。�

（知事部局と教育局との調整をどうしているか）�

　教育局は中央の教育省から直接指導を受ける。一方知事は自分の視点から教育問題を見るし，

自分の下に教育政策局を持っている。この両者の調整が大事で，この県ではまあうまくいっ

ている。とはいえ教育省から県に来る情報が知事には伝わらない。また教育面では教育省か

らの援助が大きい。教育省の指導は普通教育の分野が主で，ナショナルスタンダードの実施

がどうなっているかに関心が行き，専門教育や職業教育の分野や子どもの地域での育て方に

は関心が届かない。だから知事部局では職業教育の面や子どもの道徳の面などに努めている。

こうした問題については住民委員会（県議会，ソム議会）でも議論される。住民委員会には

バヤンホンゴルのことを考えるワーキンググループをつくることが検討されており，そうな

ればここでも教育問題は中心テーマになる。�

（教育や地域開発がうまくいっているソムを紹介してほしい）�

　南ではボグト，バヤンツアガン，ボーツアガン，ウルジートなどのソム，北ではザグ，ジ

ャルガラントのソムなどだ。とはいえ県ではすべてのソムがうまくいくように指導している。�

（２００７・４・３聴取）�

�

（補充）ゾリグトバータル（Ｐ．Ｚｏｒｉｇｔｂａａｔａｒ　バヤンホンゴル県知事，男性）�

　バヤンホンゴル県には，森林，ステップ，砂漠地帯が混在している。人口は８万２千人で，

農牧業関係者が７割である。生産は遊牧が中心であるが，その加工施設ができていない。農

業も多少あるが，野菜や小麦の販売実績はない。２００４年で自給率が２５％だった。２００４年よ

り１５年計画を立て実施している。農牧業中心の地域開発計画であり，食料自給率１００％を目

指している。農業人口をふやし，３７％にしたい。そのためにも遊牧と農業の調整が必要とな

る。遊牧はモンゴルの中心産業であり，大切な文化であるが，同時に新しい開発も必要であり，

農業を重視する。農業開発にはホンゴル大学との提携が必要で，この点でホンゴル大学の貢

献は大きい。�

　地域開発にはそれに対応する人材開発が必要である。教育政策は，国は基準を作るが，地

方では自給自足できる人間を初等・中等・高等教育を通して育てなければならない。今一番

遅れている教育は，「人間を人間として育てる教育」であり，このテーマを地域単位で考え

る必要がある。そのためにも「生活教育」が大事だ，と思う。�

　ホンゴルの農業を発展させるには日本との交流が必要だ。その点で今回長谷川教授が来て

くれた事は大きい。今までは大分県と交流があったが，寒冷地である北海道との交流はホン

ゴルにとって大きな意味がある。いま北海道に行っている３人の学生には帰国後指導者にな

ってほしい。できれば北海道の個別町村と農業の専門分野別の交流ができればいい。今後も

ぜひ援助してほしい。�

（２００７・７・２４聴取）�
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小出コメント　�

　モンゴルの地方では一般に人口が減少しているし，学校の生徒数も減っている。しかし人

口増の県やソムが一部にはあり，こうした地方では地域開発が盛んだ。また人口増の地域で

は学校の生徒数も増加している。バヤンホンゴル県はこうした傾向を見せる地方だ。そんな

わけで人口増，地域開発，生徒増，充実した学校教育の間には何らかの関係がある，と考え

今回バヤンホンゴルを訪問した。�

　バヤンホンゴル県の地域開発計画の中では，人材開発や教育開発が大きな位置を占めている。

中でもホンゴル大学が果たしている役割は大きい。社会主義時代において，とくに８０年代農

業振興が積極的に進められ，ジャガイモ，小麦，乳製品を中心に自給率は１００％を越え，輸

出さえした。しかし９０年以降農業生産は急速に低下し，その加工施設を含め壊滅状態になっ

たが，最近政府でも農業生産を重視し，状況は変化してきている。こうした変化はバヤンホ

ンゴルでの今回のヒアリングを通してもかなり鮮明になっている。しかし農業技術は加工技

術や保存技術を含めそれらを社会主義時代から継受している者は少なく，その技術水準は低い。

とくにソム地域での農業技術は稚拙で，それらの開発を支援するセンターの存在が重要とな

っている。ホンゴル大学はこの点を追求している。県から都市部への人口流出はモンゴルの

死活問題であり，そのために地域開発と教育・人材開発をセットとして構想するこれら関係

者の努力は重要だ。�

　教育の分野でいえば，副知事が注目した点であるが，教育省からの政策の流れと知事部局

から発出する政策の流れの両者に注目する必要がある。しかし現実は，知事部局から見ると

教育省からの政策が不透明で明らかでなく，逆に学校に対しては知事部局からの政策の実現

が難しいといった問題が指摘されている。とくに職業技術教育の開発では両者の連携が重要

であり，この点ではバヤンホンゴルはひとつのモデルになる可能性がある。こんごも注目し

たい。�

�

�

４７　スフバータル（ホンゴル大学教員，農業会計，男性）�

　私は１９６４年に県北のザグソムで生まれた。父はゴビアルタイの出身，母はザグソムの出身だ。

父はザグソムの役所の運転手，母はサービス職員だった。私はソムの学校に入り，大学は国立

農業大学に入り農業経済を専攻した（１９８２－８６）。卒業後，農業大に１３年，国際経済大に

５年，イデル大学に６年勤め，そのあとホンゴル大に移った。アデイヤ教授は私の学生時代の

学部長だ。彼はまた私の母の弟だ。私が国際経済大の教員だったとき彼は学長をしていたし，

ホンゴル大でも一緒だ。私は２０００年に専門会計学士をとり，９７年には農業経済の修士号を取

得した。�

　私はホンゴル大とは設立時から関わったが，昨年までは非常勤だった。昨年より常勤で妻

や子どもとここにいる。ホンゴル大学は地域の人材開発を目的としており，人材の育成をし

ない限り大学の意味はない。現在の多くの大学はこうした地域ニーズに対応していない。ホ

ンゴル大学は，高校・職業訓練センター・大学と３段階をもつユニークな大学で，こうした

大学はほかにはあまりない。高校の農業コースは１０人以下，大学は１学年１０人で，それほ

ど多くはないが，職業訓練センター（農業）には９０人いる。�

　ホンゴル大学は付属高校を設置するまではほかの高校から学生を採用していたが，彼らは



１６８�

大学教育についていく力はなかった。それに比べると付属高校からの学生は優秀で大学教育

についてくる。高校には大学の教員が出向いて事前指導をする。本校は２部制ではないので，

午前普通科目を教え，午後は会計や情報その他の選択科目を教えることができる。他の高校

は２部制なのでこうした余裕はない。大学・高校には３０人教員がいるが，教師間の連携もあ

り，うまくいっている。他の普通高校卒業生はいちど職業訓練センターに入り実践的に学ん

でから大学に来る。そうすると学習についてこれるし，学習意欲も沸く。センターの卒業生

は大学に入ってもいいし，就職してもいい。�

　私は今までは普通の会計学を教えていた。しかし訓練センターができたので今では農業関

係の会計学を教えることができる。これは私の専門であり，この地域に合った経営学を教え

ることができる。大学には会計学，ビジネス，情報，農業の４つのコースがある。それぞれ

地域ニーズにこたえているが，農業コースは実践的能力を育てている。大学には実習所や実

験施設もあり，地域や家庭の自給自足体制を図るよう勤めているが，そのためには会計能力

がないとだめで，この農業コースでは自然と社会の両方に必要な力を育てている。�

　今のモンゴルでは自給自足できる人間の形成が重要で，こうした大学の特徴を行政がサポ

ートしてくれる。農業教育は付属高校，職業訓練センター，大学の各レベルにあり，教員だ

けが教えるのではなく，地域の人も協力してくれる。農業に実績のあるひとを大学の非常勤

講師で呼び，大学教員も地方を回り指導に当たる。�

　今バヤンホンゴル県では新しい動きがいろいろ起きている。共同で井戸を掘ったり，施設

や機械の共同利用が小規模ではあるが始まっている。こうした動きは複雑だが，国だけでや

るとだめで，住民の下からの動きが大事だ。かつてのようなネグデルを作ることはできないが，

企業形式のものはできる。大学ではそれに必要な人材を育てることも可能だと考えている。�

　教育省は最近になってやっと変わり始め，職業教育を重視し始めたところだ。�

（２００７・４・３聴取）�

�

小出コメント　�

　スフバートルの話の内容からこの学校の規模・特徴がわかる。学校の基本形は高校・職業

訓練センター・大学の３段階（２００８年９月からは中学を入れて４段階）であり，農業教育を

柱としてその周辺に会計学，ビジネス，情報などの学科が配置されている。こうして自然科

学だけでなく社会科学も含めた総合的なカリキュラムが作られている。生徒の規模は小さく，

高校の農業コース１学年１０人，大学の農業科の学生１学年１０人であるが，職業訓練センタ

ー（農業）が９０人と多い。これらは農業関係の学生数だけなので学校全体では生徒数は４００

人くらいになる。高校生の質は公立高校に比べ高い。公立高校は普通科目が中心で，しかも

２部制なので授業時数が少ない。ここの高校は，午前は普通科目，午後は専門科目の学習と

なっており，公立高校にはない各種の専門科目が配置されている。また大学の教員が出講す

るので高大連携がスムースにできる。公立高校からも入学生はいるが，彼らは大学に直接入

らず，職業訓練センターで専門の学習・実習を受けてから大学に入る。教員スタッフには優

れた実績のある地域の農業従事者も参加する。こうして学生達の学習意欲を育てている。本

年９月からはじまる中学校課程も農業志望者を優先するので，農業を中心とする地域の自給

体制をになう次世代の青年が体系的に育てられることになる。�
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４８　アマルザヤ（Ａ．Ａｍａｒｚａｙａ　モンゴル国立大学・数学，男性）　（補遺の１）�

　現在数学科の副学科長をしている。カリキュラム改革とくに大学院のカリキュラム改革を検

討中だ。修士課程１０人，博士課程４人と学生数は少ない。しかしカリキュラムの改革が必要

になっている。教員の中で研究と教育とが分かれていることが問題で，両方を両立させる新し

い研究者・教員が必要だ。９０年以前からの教員は教育中心で，研究力量は落ちる。両者を統

一したカリキュラムが求められている。とはいえ，研究する時間は少なく，教育負担が多く，

給料も低く，予備校化している状況が強い。依然として大学生向けのオリンピックが盛んで，

それようの授業になっている。またビジネス界からもオリンピックで成績のいい学生が求めら

れている。こうした状況の改革が必要だ。�

　学部でいうと，数学科（生徒数１０００人，入学者各年２００人）は８コースに分かれていて，

各コースごとに基礎科目と専門科目があり，各コースそれぞれが孤立していて，コース間の

連絡がない。コース間の共通科目がなく，また各コースには選択科目があまりない。とくに

基礎分野での共通科目の設立や，専門科目での選択科目を設定することが必要と思う。コー

スの細分化をなくし，もう少し大きなくくりが必要だ。ロシアのカリキュラムを参考として

いるが，日本の都立大や岩手大なども参考にしている。�

　最近のモンゴル社会や教育界は少しずつ良くなっている。しかし９０年以降の“市場中心”

社会は金だけを至上とする人間を育ててしまった。ビジネス，政治，行政の世界の中心人物

がとくにそうなっている。保育園の園長も子どもを“質にとって”，親には金だけを請求する。

親も家庭を犠牲にして，金稼ぎに奔走する。どうしてこのような社会になってしまったのか

断定はできない。ＩＭＦや世界銀行が経済成長中心主義の政策を採っているという問題もある

が，経済・財政援助を受けるモンゴルの政界，経済界の人物にも相当の問題がある。�

　ＪＩＣＡの“指導法改善プロジェクト”についていえば，５月にモンゴル国立大，モンゴル

教育大と東京学芸大学の共催でシンポジウムを開くことになっている。テーマは“子ども中

心の教育”で，学芸大の福地先生と私は連絡を取っている。�

（２００８・３・１４聴取）�

�

小出コメント　�

　アマルザヤは前回のヒアリングからわかるように９０年以前のモンゴル社会主義体制をほぼ

全面的に否定している。しかし９０年以後にできた社会は資本主義社会のもっとも悪い側面を

体現した社会だ。こうした変化を彼がどのように見ているかが私の関心の一つだった。�

　８０年代のモンゴル人の多くは「市場経済原理」の導入にある期待をかけていた。それが，

社会主義では実現できなかった人間の「自主性・主体性」を創出すると考えたからであった。

だから９０年以降の市場経済社会への移行には夢があった。しかし現実はアマルザヤの言う

ように「“市場中心”社会は，金だけを至上とする人間を育ててしまった」。その要因とし

て彼は世界銀行やＩＭＦにより導入されたグローバリズムを問題とするが，しかしむしろモ

ンゴルの政財界の人間の質を糾弾する。現実のモンゴルは彼が期待したモンゴルでは決して

ない。これは多くのモンゴル人にとってそうだ。とはいえ彼は「最近のモンゴル社会や教育

界は少しずつよくなっている」と言う。率直に言ってこれを聞いて私はほっとした。モンゴ

ルは１９９０年以降資本主義やグローバリズムの負の側面を顕在化してきたが，最近になって生

産力を徐々に回復し，市民の平均的生活水準を引き上げてきた。アマルザヤはモンゴル社会
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の発展のこの側面を指摘している。�

　もうひとつの私の関心は，彼は東京都立大学で博士号を取得し，帰国後国立大学を中心に

作られた「博士会」の指導的メンバーだ。その彼が大学でどのような位置に現在あるか，ど

のような職務を果たしているか，だった。�

　彼は現在数学科の副学科長をしている。カリキュラム改革が彼の主要課題になっている。

しかし依然として研究と教育を結合できるスタッフ体制にはなっていない。教員構成がまだ

それほど変化していない。社会主義時代に作られた教育中心の教員構成になっていて，新カ

リキュラムを作る力量が蓄積されていない。彼はいみじくもこの状況を「予備校化している」

と言った。新しい世代への移行はこの国立大学ではまだ完成していないことがわかる。�

�

�
Ⅲ　地方教育行政関係者�

４９　Ｂ．ドルジン（Ｂａｎｚｒａｇｃｈ ＤＯＬＪＩＮ，ヘンテイ県元教育文化局長，オルギル私立学校長，

女性）　�

　私は，１９５９年ヘンテイ県南部のガルシャルソムに生まれ，そこに８歳までいた。その後は

北部のバヤンアダルガソムに移り，小・中学校をそこで過ごした。高校は隣のビンデルソムに

行き，１９７８年にウランバートルの教育大学に入り，地理・歴史の中等学校教員の資格を取り，

ヘンテイ県に戻った。�

　１９８２年からヘンテイ県の教員となった。８２－４年は南部のダルハンソム，８４－６年は北

部のバヤンアダルガソム，８６－９４年はこのソム学校の教頭，９４－６年は同じソムの教育社

会政策担当専門家となり，９６－２０００年はアイマグセンター教育局で地理・歴史の指導主事

をやり，２０００年から０５年１月まで県の教育局長をした。しかし１月に教育局長を解雇された。

０４年の統一選挙でアイマグ知事が革命党から民主連合に移り，革命党支持の私は教育局長を

続けることはできなかった。�

　私の父は１９２４年生まれで，私が８歳まではガルシャルソムのネグデル副所長をしていた。

その後バヤンアダルガソムのネグデル副所長に移り，７８年５４歳で肝臓がんで死んだ。母は

商売や教育関係機関の職員をしていたが，６０歳で退職し，その後は私の弟が遊牧民だったの

でそこで生活し，１９９９年７３歳でやはり肝臓がんで亡くなった。私は長女で，下に妹３人，

弟１人がいる。妹は教員や看護婦をしており，弟は遊牧民だ。ネグデルが崩壊したとき家畜

をもらい，それをもとにして遊牧民となった。�

　９０年までの社会主義時代は，私は社会主義国を作ることを信頼してがんばった。父も母も

そうだった。父は死ぬとき「周りの人を大切にしろ」「自然を大切にしろ」，そして「国を

愛しなさい」と言って死んだ。私は小さかったが，この生き方を今でも引き継いでいる。�

　１９９０年の変化にはショックを受けた。私は教頭になったときに革命党の党員になっていた。

それだけにこの変化には驚いた。見たこともないことが始まり，いろいろな運動がおきた。

自由を言い過ぎて，人の言うことを聞かない，責任をもたない，上の言うことを聞かない，

となった。ネグデルは分解し，家畜などその財産が配分され，ソムの人々は急に財産が増えた。

彼等は初めて自分の財産を持った。しかしそれを大切にしないで，ウランバートルに運び，

売って金に換えて，質の悪い商品に取り替えてしまった。彼らの多くは生活出来なくなり，

ウランバートルに移りゴミ拾いなどをしている。�
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　教員の場合は，ソムの教員はあまり変化なかったが，アイマグセンターの教員は変わった。

特に優秀な教員がやめ商売に移った。成功した人もいるが，失敗した人も多い。失敗した教

員の多くはまた学校に戻った。�

　私は９４年にバヤンアダルガ・ソムの社会政策専門家になり，教育以外にソム住民の生活，

保健や労働，職場などを回り，状況を調べ，問題の対処の方法を探った。ドロップアウトし

た子どもや識字率の低下に関わったし，青少年の育成政策にも関わった。教育以外のこうし

た世界に関わったのは，私がここに長いこといて信用があったし，ソムのことを良く知って

いたからだ。「みんなのために」というのが私の信条だったし，そのための研修も受け，こ

れは私にとっていい経験になった。�

　私は９６年にアイマグセンターに出ることを考えていた。職場を探しており，第１学校の教

員が不足していたのでそこに行こうと考えたが，ちょうど教育局長がビンデルソム時代の私

の知人で，その人から指導主事として教育局に呼ばれた。その１０日後彼は政権の変化で局長

を追われてしまい，私が局に残った。新政権は民主連合だったので革命党の私が指導主事と

いうのはおかしいが，政変直前に私は任命されたので，残る事になった。�

　この９６年から２０００年までは一番大変な時期だった。教員の給料は４－５ヶ月出ないままで，

店の借金もかさみ，食物がなくなった。しかし酒はあった。酔っ払いが増え，彼等は飲むし

かなく，精神的にもおかしくなった。心から働こうという人は少なく，教育局にもまじめに

働く人は少なかった。民主連合の新教育局長は人は良かったが，行政能力はなかった。パソ

コンを使う能力はあったが，アイマグ全体を見通す力には不足していた。彼は２０００年まで局

長をしたが，２０００年の選挙で政権が変わり，辞めさせられた。政治と教育を結びつけるこの

制度はほんとに良くない，と思う。�

　指導主事としては，教員研修や教科書研究をし，何よりも指導法の改善を考えた。９８年の

ナショナルスタンダードは割合によかった。それに基づく「３つのブルーブック」（「教育

テクノロジーの改革」「教育機関のマネジメント」「教科と教科，教員と教員との連携」）

もいま読むと新しい発想を生み出すのに良い。ソロス財団による「創造的方法」「議論研究会」

なども参考になった。９８年以前の９０年代の社会科のプログラムの改編についてはよく覚え

ていない。９０年以前の改編では，７２年と８５・６年の改革が大きかったといわれている。�

　現在の教育省の政策や教育状況は良くない。たとえば教育省が言う「いい先生」は研修の

参加回数とか単位取得数などが基準となる。私にとって「いい教師」は学校を離れないで子

どもたちとよく接触し，楽しい授業をする，そういう人だ。しかし教育省の判断基準は違う。

「いい学校」の基準も違う。教育省は，優秀な生徒を作り出した学校がいい，各種のオリン

ピックで名前の出る生徒を出した学校がいい，ということになり，学校で使うお金がこうい

う「いい生徒」を育てることに回ってしまう。新スタンダードでは「内容」はいいと思うが，

指導法が良くない。これを変えることがもっとも大事だ。何かをできる力，知ったものを生

かす力，何かを作り出す力を育てることが大事で，そのための指導法が作られなければなら

ない。�

　２０００年の総選挙で革命党が政権に返り咲き，私はヘンテイ県の教育局長に任命された。

０４年の総選挙では中央では革命党と民主連合はちょうど半々になり，新内閣はなかなかでき

ず，また知事を含む地方選挙ではヘンテイ県知事は民主連合がとった。その結果私は０５年１

月教育局長の席をおわれた。しかし新知事は私を解職したことを反省し，私の教育界での実



１７２�

績を認め，席はないが教育に貢献してほしいと言ってくれた。�

　私は知事の公約に民間セクターによる教育開発の振興と書いてあったので，私立学校の新

設を考え，それに協力してくれと頼んだ。知事は予算から７０人分の子どもの教育経費（国家

助成に相当する金額）を出してくれたし，私の６か月分の給料を出した。これとは別に新国

会議員３人も２０００ドルくらいの援助をしてくれた。県所有の廃屋を学校に改築するのを住民

たちも助けてくれたし，建築会社も後払いにしてくれた。既存の学校からも不要物品を贈っ

てくれた。校長室にある戸棚も先生方が買ってくれた。私は２０年間このアイマグの教育セク

ターの中で働いてきたし，関係するみんなの中で生きてきた。だから皆さんが私を助けてく

れた。�

　新学校の教員は，若い人を集めた。この若い教員を指導するために二人の指導主事が本校

に来てくれた。一人は育児休暇中の人で，一人は現職の国語の指導主事でこの学校では教頭

をやってもらっている。生徒は最初３２人で第１－７学年まであったが，１年後６９人，今は

９７人いる。国に対しては１００人分の生徒の経費を要求し，それが援助されている。この点は

国立学校への補助金と同じだ。後は授業料でまかなっている。私立学校の財政は国の補助金

と生徒の授業料で維持している。�

　子どもたちの特徴を言うと，いろいろなレベルの子どもがいる。授業料を払わないといけ

ないから，それだけの余裕がある家庭の子であるが，そういう家庭は両親とも働いており，

家で子どもを世話できない家庭で，教育や育成面で問題がある。こうした子どもは国立の普

通学校ではできる生徒だけが対象になるので相手にされない。本校では家庭では末っ子とか

一人っ子が多いが，そうした普通学校では相手にされない生徒を面倒見る。自分の子どもの

成長に問題があると感ずる親たちがその子どもを本校に送ってよこす。親は一人っ子や末っ

子に期待しているので，熱心だ。�

　学校には子どもの作品が多く飾ってある。来賓者は「日本の学校みたいだ」という。私は

ＪＩＣＡの国別特別研修で日本に行ったとき奈良県の学校へ行ったが，この小さな学校に似た

学校にしたい。学校の名前はオルギルという。「頂上」という意味だ。学校法人の名前は「ア

マルリン・エルシフイ」といって「平和・平等に存在する」という意味だ。この学校が安定

して平和的に存在するように，という意味を込めた。経営原則は，親，子ども，教師が共同

して子どもたちを育てる，子どもたちを試験して，各自の遅れを見つけ，それを親と共同し

て克服し，援助し，そのための学期・学年計画を立てる。私は局長時代は学校外のことを考

えなかったが，今はこれを反省し授業以外にもスポーツや文化のことをとりいれている。最

近はピンポンとチェスを本格的に取り入れており，子どもも熱心だ。�

　今日は日本からの贈り物を頂きほんとにありがとう。生徒や先生たちも心から喜んでいる。�

（２００７・４・８聴取）�

�

小出コメント　�

　ドルジンは，私が行政アドバイザーとしてモンゴル滞在中ヘンテイ県の教育文化局長だった。

授業実践を大事にする局長で，ＪＩＣＡの国別特別研修で１ヶ月日本に来ている。この制度は

教育行政に関係する管理職クラスで優秀な人を日本に派遣し，帰国後もモンゴルで教育改革

に貢献する人を育てる制度で，帰国後一定期間行政職に着くことを条件としていた。彼女は

２００４年に日本を訪問している。しかし２００５年１月局長を解雇された。これは０４年の地方選
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挙でヘンテイ県の知事が革命党から民主党に変わったためで，革命党支持のドルジンはその

職にとどまることができなかったからだ。私がこの変化を知ったのは３月頃だった。ＪＩＣＡ

との了解事項があったので教育省の関係者にこの解職を質したが，復職はできなかった。政

治的中立原則が確立していないモンゴルではよくあるケースだが，ドルジン自身も言うよう

にこれはよくない制度だ。�

　彼女は１９８６年に教頭になり，そのとき革命党に入った。「みんなのために」を信条とする

ドルジンにとって自然のことだったと思われる。４年後の１９９０年政変に彼女は「ショックを

受けた」。「見たこともないことが始まり」，多くの教員が教職を去った。しかし彼女はや

めなかった。９４年からは県の社会政策の専門家となり，住民や子どもの保健，生活，労働，

学校からのドロップアウトなどの社会問題に取り組んだ。これが彼女を成長させた。革命党

員であることを明らかにしているにもかかわらず，多くの住民の支持を得ている。彼女を解

職した知事も事態を反省し，私立学校の創設者となったドルジンをサポートしている。彼女

は日本の奈良県の僻地で見た小さな学校をモデルに新しい教育の開発に取り組んでいる。こ

の学校の発展を祈りたい。�

�

�

５０　ドルゴルスレン・バヤンホンゴル県指導主事（Ｄ．Ｄｏｌｇｏｒｓｕｒｅｎ　道徳，女性）�

　私はアルハンガイの師範学校を出て１９７５年に教員になり３４年間教師をしてきた。その間教

育大にも行き１９９３年に卒業し，国語・文学の中等学校教員と小学校の指導主事の資格を取った。�

　私はザブハン県中東部のイデル・ソムの出身で，遊牧民の子だった。５畜全部で７５頭いた。

４人兄弟で，男１人，女３人で私が長女だった。乳絞りから糞あつめ，雪から水をつくるま

でほとんどの仕事をした。このソムはモンゴルで一番寒いところで，マイナス４０度にまでな

った。車のタイヤまで凍る，と言われた。このソムに８学年までいて，高校はザブハン県東

部のトソンツェンゲルで卒業した。�

　今は小学校の道徳の指導主事をしている。新スタンダードでは，道徳教育の７割までを小

学校で指導することになっているが，じっさい現場におりると教科指導だけになってしまい，

道徳まで手が回らない。２００６年７月にシラバスがつくられ，学校教育は３つの柱で構成され

た。一般教育，国民教育，総合学習だ。このうち国民教育で道徳を教えることになるが，内

容がはっきりしない。保健（健康）や「人間と環境」などの教科も道徳教育と関係するが，

具体化は難しい。�

　２００８年から６歳児入学となり，今のままでは子どもの育成はますます難しくなる。科学の

内容よりも学習を楽しくし，道徳の時間を作らないと子どもを育てることは難しくなる。家

庭の育て方の違いで子どもは違ってくる。悪い子を直すのは教師しかいなくなる。一人の教

師が３５－４０人の面倒を見る。一人の教師ではとてもできない。ティームティーチングでき

るようにしないとだめだ。国（教育省）の方では道徳指導が教員に向いていて，「教員は…

でなければならない」といった指導が中心となり，子どもの道徳指導についてははっきりし

ない。�

　ソムの子とアイマグセンターの子を比較すると，ソムの子がいい。ソムの子は丈夫だし，

親戚と仲がいいし，心がきれいだ。大勢の人と助け合い，家庭のことや家畜のことが頭の中

にある。アイマグセンターの子の頭にはテレビのことしかない。こういう問題をどうしたら
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いいか困っている。伝統的な子どもの育て方というのがある。子は「言葉で育つ」，「働く

ことで育つ」といった伝統がある。こうしたものをスタンダードに取り入れたらいいと思う。

モンゴル仏教の伝統にも「やさしさ」の育て方がある。こうした育て方があることを政策的

に明示し，その内容は学校や教員にまかせたらいい。モンゴルの伝統的な遊びもあり，それ

を通して道徳教育ができる。スタンダードにはモンゴルの遊牧文化について書いてないが，

教育は総合的に考えないとだめで，人間を育てることが大事だ。これが書かれていない。�

　初等レベルの教育が重過ぎる。子どもにとって重たすぎる。科学的な内容を軽くして，子

どもの育成に時間をまわすことが大事だ。算数なんか重すぎて，教師に余裕がない。身近な

ところで使える教科内容になっていない。子どもの評価は教科を通してしかできないように

なっている。新ナショナルスタンダードについて議論が起きない。実施だけが求められる。

子どもを育てる，ということについて考える余裕がない。�

　９０年以降の社会の変化が大きすぎて，「自由だ」ということが言われたが，何でもやって

いい，という風潮になった。指導や強制されることのない中で子どもは育っている。これで

いいのかどうか。�

（２００７・４・４聴取）�

�

小出コメント　�

　ここには道徳を担当する指導主事の悩みが率直に語られている。モンゴルのカリキュラム

は「一般教育」「国民教育」「総合学習」の３領域で成り立っており，道徳は「国民教育」

に位置づいている。しかし「国民」を育てることはますます困難になっている。家庭の子育

て能力が落ちてきて，「悪い子を直すのは教師しかいない」と彼女は言う。ソムの子はまだ

いい。「丈夫だ」し，「心がきれい」だし，「大勢の人と助け合っている」し，「家庭や家

畜のことが頭の中にある」。それに比べ都市部の子の「頭の中にはテレビのことしかない」。�

　どうしたらいいか。伝統的な子育ての仕方や伝統的な遊びがモンゴルにはある。子どもは「言

葉で育つ」，「働くことで育つ」。モンゴル仏教の中にも子育ての技法がある。遊牧文化を

通しても道徳教育はできる。教科教育だけでは子どもは育たない。「教育は総合的に考えな

いとだめで，人間を育てることが大事だ」と彼女は言う。教育省は教員の道徳的あり方につ

いて指示するが，子どもの道徳についてははっきりしない。教育省は子育ての多様なあり方

についてモンゴルの伝統を生かした形で触れればいい，具体的な実践や内容は学校や教師に

任せることが大事だ。これが現場に責任をもつ地方のある指導主事の話だ。こうした話は中

央には届かない。�

Ⅳ　学校関係者�

５１　バトバヤル（ウランバートル市立セトゲムジ学校，校長，男性）　�

　私は１９５８年７月１１日にホブト県の中央に位置するマンハンソムに生まれた。７月１１日は

１９２１年のモンゴル解放の日で，今ではナーダムとして祝日になっている。  父は坊さんで，

１９４１年から４５年まで戦争でモンゴル東部のドルノドへ行っていた。４５年に帰ってきたが，

寺はつぶされていた。それで遊牧民となり，“黒い湖”のそばで駱駝や牛を飼った。湖のそ

ばは夏は蚊が多く発生するので山の方に移動した。ネグデルのころは１５・６軒が集まって生
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活した。１０人兄弟で，上には姉３人兄３人がいたし，下には弟と妹が３人いた。私は母が３８

歳のときに生まれた。７月１１日だったので，兄がバト（丈夫），バヤル（祭り）と命名して

くれた。私は３歳より馬にのり，４歳でナーダムの競馬に出た。このころはネグデルが始ま

っていて，家には５畜全部がいた。各家庭は７５頭まで私有できたが，父はそれ以上飼ってい

た。母は牛１５頭の乳を絞っていて，クリームなどを作っていた。子どもも手伝った。ネグデ

ルには牛が２－３００頭いた。それほど豊かな生活ではなかった。�

　８歳のとき７年制のソム学校に入った。５０キロ離れていた。学校は嫌いだった。湖の周り

の景色が恋しかったし，家の手伝いをしていたかった。学校には人を集める担当の人がいて，

馬で追いかけられた。強制就学で，入学しないと罰金を家畜で払わせられた。８月下旬になり，

人集めの人が来たので私は逃げた。１０月まで逃げた。母は私を遊牧民にさせたかった。だか

ら学校を無理強いしなかったが，ソムにいた兄がやってきて，私は駱駝に乗せられてソムに

連れて行かれた。私は駱駝に後ろ向きに乗って砂漠の中を通ってソムに連れられた。私は泣

いた。�

　寄宿舎は立派ではなかった。大部屋に中学年と低学年に分かれて入れられた。私は８歳ま

でソムには行ったことがなかった。電気をはじめてみた。すべてが新しかった。私は新しい

デールを着て，新しい靴をはき，新しいかばんと鉛筆１本，ノート２冊をもって，学校に１０

月１０日に入った。ほかの生徒はみな９月１日に入った。クラスには３５人の生徒がいたが，

知っているものはいなかった。校長は軍人だった。えらくて怖かった。私は学校でも泣いた。

ホームシックにかかり，母に会いたかったし，馬や牛にあいたかった。�

　学校にはいつの間にか慣れた。兄弟が多かったのがよかった。お互いに宿題を助け合った。

勉強はできた。２年生になり優秀な生徒になった。小学校は４年で卒業だった。数学・理科・

道徳がＡだった。小学校３・４年のころソム学校は７年制から８年制に変わった。しかし遊牧

民になる子どもは７年生で修了した。高校へ進むと地元に残らないからだと思う。私の学年

は４クラスあったが，そのうち３クラスが遊牧民コースで，１クラスだけが８年生になれた。

このクラスに入りたい子どもは多かったが，兄弟が少ない子は遊牧民にならざるを得なかった。

８学年を卒業すると，上位１０人が高校に入り，残りは職業訓練センターに行った。高校には

優秀な子だけが入った。私は８学年卒業のとき１３番だった。私は高校へはいけなかったので，

そのほかの学校を選んだ。職業訓練センターは１５種類あった。センターはウランバートル，

バヤンウルギー，オブスにあったが，ロシアにもあった。私は短大に行きたかったが，これ

は地方にはなかった。結局私はウランバートルに近いナライハの通信教育訓練センター（ホ

ンホル学校）を選んだ。これはミジドさんが作ったセンターで（証言２８），私が入ったとき

彼は校長をしていた。２年制で，第１学年で普通科目を，第２学年で専門科目を履修した。

宿舎は無料だった。�

　私が入ったコースはラジオ・テレビ修理コースで，ここへは優秀な子が入った。ここを卒

業後私はモンゴル教育大学のリンガフォン研究室の技術助手に採用された。１９７６年で１８歳

のときだった。当時はウランバートルに就職することは難しく，ここの市民になるのも大変

だった。私は友人の紹介で入れた。ところが７６年９月に軍に召集された。３年間の服役だっ

た。中ソ対立が激しかったころで，ホブト・ゴビアルタイの国境警備に回された。２週間後

入隊歓迎会があった，音楽を鳴らす電気器具が不調で私がそれを直した。それがきっかけで

私はウランバートルの通信軍人学校にまわされた。アメリカ・ベトナム戦争が終わったばか
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りで，上役からは“日本や中国がすぐにせめて来る”と言われた。今日・明日にも攻めてく

るという調子だった。古参の軍人と新参の軍人との間のいじめや戦いも激しかった。はだし

や裸で真冬に外を走らされた。３年間の軍務のうち最初の１年間は死にそうになった。６０キ

ロの体重の軍人が２５キロに減ってしまった例もあった。死者も出たし，食事を食べさせられ

ないので，残飯を拾ってトイレで食べたりした。�

　８０年に教育大に戻った。リンガフォン研究室はロシア語科に属しており，この学科がロシ

ア語大学になって独立したので，私は技術・家庭科に回され，その中の木工研究室の助手と

なり，授業準備を担当した。８６年から９１年にかけて働きながら通信教育を受け，技術家庭

科の教員免許を取得した。そして市場経済移行直後の９１年から９７年まで家庭科研究室の教

員になった。９５年に“段階的職業教育”の教員養成コースができ，主として社会人学生を相

手にする教員養成にかかわった。�

（注）“段階的職業教育”とは，中卒後２・５年の初等レベルの訓練コースがあり，その

後さらに１・５ないし２年の中等レベルのテクニシアンコースがある。これとは別

に高卒後の２年の訓練コースもあるがこれは中等教育カレッジといわれてきた。

こうした職業技術訓練学校を総称して“段階的職業教育”と呼ばれている。�

　９７年２月に突如ウランバートルのセトゲムジ学校の校長になれという話が入った。ちょう

ど民主連合が政権をとったときで，私は社会民主党の党員でもあったので，この話がまいこ

んできた。社会民主党の区長ツェレンソドノムの紹介だった。当時の学校の校長は殆ど人民

革命党員だったので，民主連合関係の校長を作ろうということのようだった。区には２２の学

校があり，そのうち９校の校長を変えた。試験をやり，９人の新校長が選ばれた。私もその

ひとりとなった。�

　ところが９６年当時は学校環境はもっとも悪かった時期だ。セトゲムジ学校はその中でも最

悪の学校で，今にもつぶれそうな学校だった。生徒数１３５０人，教員数４－５０人，トイレは

外にあり，９２－９６年の４年間学校は“凍った状態”だった。教員には３ヶ月給料は払われ

ていなかった。払うべき光熱水費はなく，暖房はとおっていなかった。だから女教師の多く

が婦人病になっていた。冬になると生徒は暖房のある隣の学校に移動するしかなかった。銀

行は学校の口座を閉鎖してしまった。学校にはお金がないのでまったく何もできない状態だ

った。教員は不安定で，辞める教師が多かった。９５年や９７年は教員がすぐにでもデモを起

こしそうな時期で，実際に大規模なストライキも起きた。�

　私は教員や校長の経験もなかったので，自分独自の経験を生かして対応せざるを得なかった。

２月から４月まで２ヶ月間自分ひとりで努力したがだめで，私は爆発した。それまでいた大

学はまだよかった。それに比べこの学校は借金だらけで，校長としては何もできない。指導

法のはなしなどとてもできる状態にはなかった。４月に入り，私は私を任命した区長を呼び

出し，“任命した以上はそれだけの責任をとって私をサポートしてくれ，教員には給料を払え，

たまっている光熱水費も出してくれ，教員の社会保障費も出してくれ”と直談判をした。“私

はやめる，やめさせたくなかったらなんとかしろ”と区長につめよった。区長は社会民主党

の友人でもあり，私の学校の全教職員と区役所の関係職員を集めて集団交渉の機会を開いて

くれた。その結果市の副知事も決断して，“たまっていた金を明日から返す，水道費も払う

し給料も毎月払う，だから校長を辞めるな，今年度いっぱいは少なくてもいてくれ”という

ことになった。その結果金は来たし，水も燃料もきた。こうして学校に出てこなかった教師
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も出てくるようになり，９月からは学校も動き始めた。�

　なぜ教職歴のない私が突然セトゲムジの学校長に任命されたのだろうか。前にも言ったよ

うに９６年の選挙で政権は人民革命党から民主連合に変わった。地方政局も変化し，知事にも

民主連合の知事が生まれた。私の学校があった区の区長も社会民主党に変わった。区内の２２

校のうち９校の学校長を代えることになった。これらの学校長を民主連合関係者から選ぶこ

とになった。当時は学校長の任命資格は定まっていなかったので誰でもなれた。じっさいに

貿易関係者，電気工事屋，建築屋，看護婦などからも校長になった。校長の給料は低くて他

の教師と同じくらいだった。こうして革命党関係者が圧倒的に多かった校長の中に他の政党

支持者が入ることになった。しかし４年後の２０００年の選挙では革命党が再び政権に戻った結

果，これら９人の新校長のうち８人は辞めさせられ，私だけが残された。私はここの校長を

すでに１０年間やっているが，同一校でこれだけ長く校長を勤めている学校は少ない。ウラン

バートル市には１１５の公立学校があるが，そのうち１０校くらいだろう。�

　９７年４月以降区役所は良くやってくれた。学校は徐々に安定化した。５月末には私は教員

全員と意見交流会をした。自由に教員達の意見を聞いた。いろいろな意見が出た。それらの

意見をまとめ，テーマごとにワーキンググループを作り，また課題について優先順位をつけた。

各グループが動き始め，従来の実践の総括をした。しかし過去にはいい実践は何もなかった。

こうした動きを踏まえて学校計画を立てた。第１が物的条件の改善で，暖房，トイレ，水，

教室などに関する課題だ。第２は教員の知識向上の課題だった。�

　計画化に当たっては，小さな課題と大きな戦略課題とに分けた。小さな課題についてはド

ナー機関に申請し，そのためのプロポーザルを書いた。大きな戦略課題については「総合学校」

を構想し，教育省とＡＤＢ（アジア開発銀行）に提出した。これはＡＤＢが作成したＥＳＤＰプ

ラン（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｓｅｃｔｏｒ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｒｏｇｒａｍ，１９９６）にのっとったものだ。具体的には

「職業教育に基づく普通教育総合学校」というプランで，これは区役所および教育省をパス

して，９８年９月２６日ウランバートル市長決済２６４５号として認可された。�

　「総合学校」とは１０年制の３つの学校を合併して，それまではひとつの学校に小・中・高

校がまとまってあったのを分けて，ひとつの学校は小学校，ひとつは中学，ひとつは高校と

して，かつ３校をひとつの学校として設置するものだ。その結果校長は３人から１人，教頭

は６人から２人となり，また教員数も減らすことが可能になる。ひとつの合理化プランだが，

各学校はそれぞれの特徴に合わせて充実することができる。私の学校はこうした普通の総合

学校とは違って，セトゲムジ学校の中に，建物は別にして小・中・高校とわけ，かつそれに

職業教育カリキュラムを付け加えたものだ。だからほかの総合学校に比べると小さな総合学

校だ。職業教育については，市の「子ども育成支援センター」に申請して木工設備をもらい

うけ，木工の技術指導を導入した。ドイツから木工の機械（電動の木工加工機械一式）を自

前で購入し，木材も調達し，家具，ソファー，机，棚などを本格的に作り販売もした。指導

には教育大の私の後輩（技術家庭科）二人をよんだ。私の校長室の調度はすべてここで製作

したものだし，幼稚園などにも提供した。子どもへの影響はすごかった。子どものその後の

生活や生き方に相当影響し，役に立った。しかし今はこの二人の教員が教頭などで転出した

ので木工教室は休業している。子供たちの要求も強いので早く再開したい。�

　戦略課題としての総合学校はこのような形で実現したが，小さな課題は多く残され，その

実現に９７年以降努めた。国には金がなかったので，投資を求めて私は動いた。総合学校構想
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を描いたのも，そうすれば投資を呼び込むことができると考えたからだった。国からは予算

を小額もらい，床塗りや雨漏れなどを直した。各教室は担任教師が責任を持って修理した。

私は廊下の部分を担当し数年ぶりにペンキを塗った。�

　私が一番苦労したのは，教職員の組織作りだった。校長・教頭・教員・事務職員がひとつ

にまとまらないと学校は運営できない。９７年４月から１０月までの半年間に会計職員を５人

替えた。３０人の教員給料を持ち逃げした職員もいた。また会計事務を“できる”というので

雇ったが，結局力がなくてやめさせた例が多い。庶務担当職員も力がないとできない。いい

人を見つけることが校長には要求された。教員に対しても，物的条件が悪いままでいい実践

をしてくれといってもだめだった。９８年に総合学校として認可され，トイレも校内に水洗で

完成した。親が協力してくれてお金を出してくれた。トイレが校内にできたので子どもは外

に出なくなったし，水洗だからきれいで，評判もあがった。こうして教員の意識も変わり始

めた。�

　総合学校になってからは，教員の研修が重要になった。教育大学の人と協力し，道徳，歴史，

教育学，心理学，家族関係，世界の教育などをテーマとして講師を大学から呼んだ。月に４

回は開いた。行政アカデミーからもよび学校経営についても学んだ。最初は私がテーマを選

んだが，途中から教師に選ばせた。ソロス財団やＡＤＢとも交流した。�

　校長研修では行政アカデミーの教育行政・学校経営コースがはじめて研修コースを開いた。

私を含め市内３２の校長がこれに参加した。毎週水曜と土曜に終日研修を受けた。２年間の研

修で，ものすごく勉強になった。社会主義とは異なる情報を得た。新しい教育や人間関係，

法律，道徳，英語，庶務・会計事務などをならい，その後の学校経営の基礎となったし，自

校開発のきっかけにもなった。３２人中２２人が修了証書をもらった。他方総合学校を対象に

した研修も始まった。全国２０校の総合学校が参加し，３－５日の宿泊研修がウランバートル

郊外で実施された。�

　こうした努力を重ねてきたが，学校の授業は３部制で第１部の生徒は８時から，第２部は

１１時から，第３部は１５時から授業が始まった。生徒は多く，学校の中は子どもでいっぱい

となり，まるで霧の中にいるようで，なんにも見えない状態だった。少なくとも３部制を解

消しないと子供たちの成績を上げることは無理だった。�

　９９年よりＪＩＣＡの無償資金援助で第１次学校建築事業が始まった。全国で１６校が対象に

なり，セトゲムジ学校も対象校となった。２００２年３月に増設工事が完成し，これで校舎は３

棟となり，それぞれに小・中・高校が入った。２００１年には学校創設３０周年記念行事を実施

した。卒業生や親が全面的に協力してくれた。また２００１年からイギリスのソロス財団による

「学校２００１年プロジェクト」が始まり，わが学校は２００２年より参加を認められた。このプ

ロジェクトは総合学校を対象にしていたのでわが校は自動的に参加を認められた。このプロ

ジェクトは教員の研修だけでなく，物的援助もあった。机，いす，黒板，教具，パソコンな

どが支給された。�

　こうして学校教育の質の充実を図る条件ができた。教育省では教育レベルの向上のため中

央や地方に学校教育指導員を配置した。その指導員に本校の教頭も選ばれた。２００６年からは

ＪＩＣＡの“指導法改善プロジェクト”の実験校に選ばれた（ウランバートル３校，全国に９校）。

これには小出さんにも来てもらったが，授業研究や授業の改善にとって画期的なことだった。

こうしてわが校の改革には多くのドナー機関の援助を受けたことが良かったし，それを生か
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すことができた。�

　最近は学校の環境整備に努力している。学校の敷地を囲む塀を教職員が自分でデザインし

てつくった。また塀に並べて植樹した。これは生徒たちが１クラス５本ずつ責任を持ち，年

中面倒を見ている。学校の裏庭に温室を２棟作り，キウリ，トマト，ピーマン，ジャガイモ

などの野菜や，牛の目，チャツラガンなどの果実を栽培し，生態系の実験場としている。ウ

ランバートル市からは生態系のモデル校として認定され，２００万トゥグルグもらった。いま

は“学校の森林化”を図りたいと考えている。また空港へ行く途中に２・５ヘクタールの土地

を確保した。ここを学校農場にしたいと考えている。野菜や穀物だけでなく，牛なども飼い

生徒用の労働キャンプ場にする予定だ。こうして都会の生徒に“生きる力”を育てたい。�

　教員の力も向上しており，市や国のコンペでは年に２－３人の教師が優秀教員として表彰

されている。地方の学校の指導を本校の教師が引き受けている。全国紙の「教員新聞」には，

本校の教師が指導法に関する報告やエッセイを載せている。生徒の進路指導にも努めている。

教頭やソーシャルワーカーの教員（管理職）も力を伸ばしている。親達も変わり，地域の協

力機関も増えた。ロシアのウランウデ市や内モンゴルのボガド市の学校とも交流している。

最近では韓国の私立のカレッジとの交流を始めようとしている。これは高大連携を考えての

ことだ。このカレッジには工学・技術系や人文・社会系，健康科学系，芸術・スポーツ系の

学科があり，ここに本校の卒業生を送ることを考えている。将来は日本との交流も考えたい。�

（２００８・３・１９，３・２１聴取）�

�

小出コメント�

　バトバヤルは校長としては異色の経歴を持つ。学歴は職業訓練センターの卒業生で，電気

通信部門のテクニシアンといえる。キャリア組みが通常とおる高校入学，大学入学，留学と

いうコースを歩まなかった。軍隊への応召経験ももつ。除隊後１９８０年に国立教育大の技術家

庭科研究室の技官に雇われ，その間通信教育で教員免許状を取得する。９０年以前モンゴルで

は中等学校の教員免許状取得者の多くは高等教育学校の教員資格をも合わせて取れるので，

彼は市場経済移行直後の９１年に大学教員となり，職業技術学校の教員養成に当たった。�

　１９９６年の国政選挙で政権が革命党から民主連合にかわった。それが彼の進路を変えること

になった。彼は社会民主党の党員であったので，同じ陣営のウランバートル市の知事と区長

の推薦でセトゲムジ学校の校長に抜擢された。従来学校の教員や管理職の多くは人民革命党

の党員か支持者だった。中央地方の政権が変わり，民主連合は学校の管理職に同じ政派から

管理職を登用した。こうして区内２２学校のうち９校に民主連合の校長が生まれ，彼もそのひ

とりとなった。�

　とはいえ９６年当時は学校教育がもっとも厳しい状況におかれた時期であった。このことは

この証言記録の中でも多くの人が指摘している。９５年前後の数年がもっともどん底状態にあ

ったようだ。民主連合政権になり学校教育がいっそう深刻化したのは，同派が国際金融機関

の唱導する市場経済至上主義や民営化，規制緩和政策，緊縮財政に革命党以上に同調してい

たことが関係するだろう。バトバヤルはこうした時期にセトゲムジ学校の校長になった。�

　悲惨な学校の状態については彼の証言からよくわかる。ここには９０年代モンゴルの教育が

直面した状況が赤裸々に語られている。彼は学校の再建に立ち上がるが，その際彼の経歴が

役に立った。彼は他の校長に比べはるかに広い社会的ネットワークをもつ。職業技術が持つ
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重要性にも知悉している。彼は学校の戦略目標を「職業教育に基づく普通教育総合学校」と

した。この目標はＡＤＢ（アジア開発銀行）が作成した教育開発計画ＥＳＤＰプラン（教育セク

ター開発プログラム）の方向と一致していた。�

　彼はこの目標を具体化する過程で多くの国際ドナー機関の援助を獲得する。ＡＤＢ，ソロス

財団，ＪＩＣＡなどに支援を求めるプロポーザルを送り，採用された。努力する学校には国際

ドナー機関から援助を獲得できる，という民主連合政府下の政策の現われといえよう。また

同時に国からの資金も取ってきた。学校の環境は改善され，教員の意欲も向上し，父兄から

のサポートも増えた。教育内容と授業技術の改善のため大学との連携やＪＩＣＡのプロジェク

ト支援も得た。�

　こうして彼はウランバートルでもっとも劣悪な条件下にあった学校を改革した。ボトムア

ップ型の典型的な学校づくりだといえる。教育改革の芽は学校現場にあるとする私の仮説を

裏付けるひとつの事例だといえよう。�

�

�
Ⅴ　職業技術学校関係者�

５２　ユラ（Ｊｉｇｉ ＹＵＲＡ　ウランバートル美術工芸学校長，男性）（補遺の１）　�

　２年前くらいから国からの予算が増えた。この２年間ほどは２億トゥグルグ（２千万円）

ほどくる。２００４年が５千万トゥグルグだったから，相当に増えた。また今年から生徒に奨学

金が出るようになった。職業技術センターの初級レベル（１‐２・５年，２４歳以下）でひとり

１ヶ月４５０００トゥグルグ出る。教員給料も１００ドルから２５０ドルにふえた。上限は３５０ドルだ。

教材・教具費や実習費も３年前は年間１万ドルだったが，いまは４‐５万ドル出る。かつては

必要経費の半分しかなかったが，いまだと効率的に使えば十分やっていける金額だ。�

　私立の職業訓練センターも２・３校から１０校にふえた。現在国立・市立をあわせて５０校く

らいある。生徒数も２３０００人から３２０００人に増加した。これで社会主義時代の規模に回復した。

生徒一人当たりの経費も１４万トゥグルグから３５万トゥグルグに増えた。�

　こうした変化があって，これからは質の問題に移行できる。新しい設備の導入が当面の課

題となる。ＡＤＢが２０校を対象に設備を導入しているが，質は必ずしも良くない。１９８０年代

が職業技術教育の第１期充実期だったが，いまやっと第２期充実期に入った。アメリカの援

助によるミレニアム基金の事業が始まったが，それには４つのプロジェクトがある。第１は

鉄道で１億８千万ドル，第２は保健衛生で１８００万ドル，第３が職業教育で２８５０万ドル，第

４がインフラ関係で２８００万ドルだ。この職業教育のプロジェクトで全国６箇所に地域職業訓

練センターが設置される。教材教具費や教員研修費も出る。�

　こうした変化の背景には産業界や市場サイドからのニーズがあり，それにより職業技術教

育の充実化が進んでいると思われる。たとえば建築関係の技能者は不足しており，中国から

来ている。首相は農牧業開発の新たな政策を打ち出した。いずれも新たな人材を必要として

いる国の産業開発政策が基本で，それに伴って人材開発政策が作られる。�

　最近職業技術訓練センターへの入学希望者が増えている。これが普通高校にも影響して，

新しいナショナルスタンダードでは高校での職業教育が新科目として入っている。しかし実

際には理髪の実習コースが普通高校に設置され，ＡＤＢの援助で理髪設備が殆どの高校に導入

されている。これは誤った方針だ。理髪コースはすでに職業技術訓練センターにあり，これ
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を充実すればいい。どうやら教育省は普通高校でテクニシアンを育てようとしているが，こ

れは間違いだし，そんなことはできない。むしろ普通高校ではエンジニアや医者などの専門

技術者の基礎を培い，そのための進路指導を充実した方がいい。職業訓練センターは普通高

校と平行して設置されているが，ここで近代産業を支えるテクニシアンを育てるようにしな

いとだめだ。そのためにもセンターでは普通教育をも重視する必要がある。�

　本校の今後の改革の方向についてであるが，たとえば自動車工業でいえば，単なる自動車

の修理工の養成ではなく，それ以上の力を持った生徒を育てたい。自動車に関連する先端技

術の開発にかかわるエンジニアを育てることはできないが，その下のレベルの人，中級レベ

ルのテクニシアンを育てたい。電気・電子・コンピューター・メンテナンスなどの基礎的な

知識・技術を持った人間だ。自動車の分野には１００人入ってくるが，上級テクニシアン５０人，

初級テクニシアン５０人を育てたい，と考えている。高卒後２年コースがあるが，ここでは高

等教育も視野に入れた上級テクニシアンを育てたい。しかし診断設備がない。これではいい

技師を育てられない。そこで考えたのが自動車関連企業との連携だ。自動車部品の販売店や

修理工場にはエンジニアもいる。彼らを本校の実習授業に呼び，また本校の生徒を彼らの企

業で実習させる。ウランバートルには自動車関係の訓練コースは本校とモンゴル韓国カレッ

ジにしかないので，こうしたことを考えて実践することは可能だ。�

（２００８・３・２６聴取）�

�

小出コメント　�

　１９９０年以降，教育セクターの中でもっとも遅れている分野が職業技術教育だった。職業技

術教育学校は，職業訓練（ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ ｔｒａｉｎｉｎｇ ）を主とするセンター（職業訓練センター）

と技術教育（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ）を主とする短大クラス（カレッジ）の学校とに分かれる。

前者は中学校卒業後の第９学年から入学でき，ｏｐｅｒａｔｉｖｅｓの育成を目的とするが，高卒資格

を取ることが出来る。また高卒後第１２学年からこのセンターに入り職業訓練だけを受けるこ

ともできる。後者は高卒後入学でき，ｓｅｍｉ－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ およびｔｅｃｈｎｉｃｉａｎの養成を目的と

する。また短大卒相当の資格を取れる。ユラ校長の学校（美術工芸カレッジ）はこれら２つ

の課程をあわせもつ学校だ。�

　ユラ校長の話から職業技術訓練学校が財政上最近とみに改善されてきていることがわかる。

彼も言うようにこの結果職業技術教育の第２期充実期がはじまることを願う。また私立の職

業技術訓練学校も増えている。これは国立学校の民営化によるものか，純然たる私立学校か

は不明だが，民営化がかなり進んでいるのでその結果かもしれない。またアメリカのミレニ

アム資金による地域職業訓練センターの設置が動き出したようだ。これは全国を６箇所にわけ，

その地区での指導センターとして機能する予定だ。具体的にはまだ不明な点が多い。�

　ユラ校長の話で気になるのが普通高校での理髪実習である。これはナショナルスタンダー

ドの改訂で普通高校に職業教育を導入した結果であるが，ＡＤＢの資金で全国の高校に入った

ようだ。これには現場からも批判が出ており，高校における普通教育と専門教育との結合の

趣旨とは反する動きだ。ナショナルスタンダードでは不明だった両者の結合がこういう形で

実現されるとは予想もできなかった。�

�

（以上で「ヒアリング」を終わり，次号で最終回とする）�


