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学校における民族伝統文化教育についての考察 

―内モンゴル通遼市庫倫旗のモンゴル族学校を事例に― 

 

李 叶 

 

Abstract 

Based on the policy of promoting national traditional culture education, this paper makes clear the 

problems of education of national culture through the interviews of students and teachers of Mongolian 

kindergartens and primary and secondary schools in Kulun County, Tongliao City, Inner Mongolia.The 

purpose is to clarify the current situation and existing problems of Mongolian traditional culture 

education. 

Through the survey, it is found that students have a strong national consciousness, but there is little 

knowledge of national traditional culture. It is difficult for students to become solid national cultural 

inheritors in the present. Teachers as a whole have a strong sense of nationality, but they lack the values 

of national culture and fail to constitute the concept of inheritance of national traditional culture. The 

school has not yet developed school-based curriculum and local textbooks that are beneficial to the 

education of national traditional culture. Moreover, the teaching content of the national traditional culture 

taught in schools is single and lack of appreciation of values, which has little effect on the inheritance of 

national traditional culture. Local governments have especially hindered the development of national 

traditional cultural education. 
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1 はじめに 

モンゴル族は古くからモンゴル高原において自然の摂理に従い、遊牧生活をし、独自の生活

習慣、伝統文化を築いてきた。しかし、急速な経済発展と都市化、グローバル化の影響で従来

の季節ごとに牧草地を変えながら移動する遊牧生活をしている人はほとんどいなくなり、定住

しながら牧畜を営んでいるのが現状である。グローバル化と主流文化の統合により、モンゴル

族の経済は発展しつつあるが、伝統文化は大きな衝撃を受けている。モンゴル族にとって民族

伝統文化をいかに継承していくのかが重要な課題となっている。文化教育には家庭教育、学校

教育と社会教育がある。しかし、社会と家庭生活環境の変化により家庭教育と社会教育が衰退

し、民族伝統文化を伝承しようという意識が低下している。そのため、2015 年 8 月に中国政府

は全国的に民族伝統文化を保護する政策を進め、学校における民族伝統文化教育を重視するよ



学校における民族伝統文化教育についての考察（李叶） 

 - 2 -

うになった。 

本稿では民族伝統文化を促進する政策における学校の民族伝統文化教育の現場問題はどうな

っているのかについて述べる。そして、内モンゴル自治区東部地域における通遼市庫倫旗1)のモ

ンゴル族幼児園、小中学校を事例に、学校におけるモンゴル族伝統文化教育の現状を考察し、

民族伝統文化教育の教育方法と内容の変化、内在する問題を明らかにする。 

 

2 先行研究 

民族伝統文化教育に関する研究は中国国内ではしばしば行われるようになっているが、日本

ではまだ少ない。 

 中国国内における民族教育に関する研究において、崔剣、鮑暁艶、汪海玲（2012）は中国の

「撤点併校」政策2)を背景とし、内モンゴルの民族教育の現状及び存在する問題を取り上げ、民

族教育政策を強化し、民族学校教育の発展及び民族文化伝承に便宜を図るべきと述べた。関健、

張艶華（2016）は民族学校教育において民族文化伝承に有利な校本課程と地方教材の開発を提

言した。阿拉塔（2016）は教育人類学の視点から内モンゴルの阿拉善地区の民族教育の現状を

調査し、民族教育はモンゴル族のアイデンティティの形成と民族伝統文化の伝承に大きな影響

を与えると述べた。劉偉、李洪梅（（2016）は内モンゴル地域における民族伝統文化の伝承保護

において直面した問題を分析し、民族文化を伝承保護する策略を分析した。 

日本におけるモンゴル人研究者による研究において、格日楽（2006）は、民族教育の自治権

領域における民族言語と民族教育内容についての問題を検討し、少数民族の実情に合った民族

教育を行うべきと述べた。崔淑芬（2011）は小学校の教育運営主旨、授業の特徴、現存する問

題を調査し、少数民族政策の特徴及び言語文字の保護と言語教育の現状を明らかにし、民族教

育は国家教育と民族教育の二重性という特徴を持っていると述べた。モンゴル語の言語使用に

ついて、イリチ（2012）はモンゴル語の会話における漢語の借用を取り上げ、ボルジギン・ム

ンクバト（2013、2015）は、生徒の言語使用調査を通して、内モンゴルの民族教育の実態を解

明した。鳥力更（2013）は少数民族のための学校教育において、少数民族が暮らす地域の日常

生活で身につけた文化と漢化同化政策に基づいた授業内容の間に大きなギャップがあり、民族

のアイデンティティの形成を阻害していると述べた。格根薩仁（2015）はフェルトづくり、フ

ェルトの使用方法の変化と美術教育のモノづくり授業の現状を分析し、子供たちは家族と実際

の牧場生活への興味が少なくなっている問題を明らかにした。 

今までの先行研究においては、1）国家政策をもとに主に学校教育におけるモンゴル語の使用

と教育、民族アイデンティティの形成についての論述が多い。しかし、民族伝統文化を伝承す

るためにモンゴル語教育と民族アイデンティティの形成にとどまらずに、幅広く民族伝統文化

教育にも注目する必要がある。2）学校教育における民族伝統文化教育を論じることは多少ある

が、調査はモンゴルの伝統文化が多く残っている内モンゴル西部地域3)が中心となっており、漢
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化が深刻な内モンゴル東部地域での研究はあまり見られない。これまでの研究では内モンゴル

の民族伝統文化教育の地域全体像を反映できない。しかも、研究は地域を問わずに行われるべ

きであるが、内モンゴルの西部地域より東部地域の伝統文化の流失は最も深刻なので、東部地

域における民族伝統文化教育の研究を軽視してはいけない。 

本稿は内モンゴルの東部地域を対象とし、学校現場で民族伝統文化教育はどう行われている

のかについての現状を分析し、存在する問題を明らかにする。この課題を明らかにするために、

モンゴル族幼児園、小学校、初中学校、高中学校の生徒と教師を対象として、インタビュー調

査を行った。 

  

3 調査対象概要 

 庫倫旗は内モンゴル自治区東部、通遼市から 140 キロ離れた西南部にある。南と東南に厚很

河と遼寧省阜新モンゴル族自治県、彰武県と接し、東は科爾沁左翼後旗と、西と北は奈曼旗と

隣接している。地理座標は北緯 42°21′～43°14′、東経 121°09′～122°21′である。全土地総面積は

4714 平方キロメートルであり、六つのソム鎮、一つの街道事務所を合わせて 187 の自然村を管

轄している。2008 年の庫倫旗の統計によると総人口は 17.7 万人、そのうち 13.8 万人は農業者

であり、モンゴル族、漢族、回族、満州族、朝鮮族など 13 の民族が在住し、その中で主にモン

ゴル族は 9.8 万人で 56％を占め、漢族は 6.6 万人で 37.4％を占める。 

中国政府は 1985 年以後教育を全面発展させ、その中でも民族教育を最優先で発展させると

定めた。庫倫旗では 1998 年に義務教育を普及させることと非識字者をなくすことを目的とし

た「両基達標プロジェクト」が実施され、教育改善のため大量の資金を投資し、校舎建設、教

師育成、教育器具設備、校内改善などを行い、教育事業は発展を遂げた。1996 年より「三言語」、

「双語」教育が実施された。2004 年に農村の小中学校は旗と鎮の学校へと合併され、寄宿制度

が普及した。2008 年の統計によると、公営幼稚園は３か所あり、その中で民族幼稚園は一か所

ある。小学校は 17 か所あり、その中で民族小学校は９か所ある。中学校において独立中学校は

6 か所、9 年義務教育制中学校は 5 か所、その中に民族中学校は６か所ある。高等中学校は 2 か

所あり、その中で民族高等中学校は 1 か所ある（『庫倫旗志』、2010）。 

 本稿の調査対象であるハルゴ幼児園とハルゴ小学校はソムレベルの学校を代表し、第四初中

学校と第一高中学校は旗レベルの代表学校である。調査対象となる学校の共通点は、校内施設

の概観として教育棟と校舎、校内壁にはモンゴル風の美しい模様が描かれており、教育主旨な

どはモンゴル語で書かれてある点である。教育棟に入っていくと廊下やクラスの中にモンゴル

語の名言集とモンゴル風景の飾りが多くある。幼児を除き、生徒みんなはモンゴル模様が描か

れた洋式の制服を着ている。校内施設は清潔で、穏やかで親しみを覚える雰囲気である。校内

施設はモンゴル民族風にデザインされ、視覚上民族意識を育む環境を整えている。以下は調査

対象学校の詳細である。 
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1）ハルゴ幼児園（以下「幼児園と省略する） 

ハルゴ幼児園はハルゴ中心小学校の附属幼児園であり、2012 年に建立され、教師は 5 人で、

3～6 歳の子供は 30 人いる。学校に幼児用の校舎がないため、幼児は家から通学または学校近

くの校外の民家寮に寄宿している。 

2）ハルゴ中心小学校（以下「小学校」と省略する） 

 ハルゴ中心小学校は庫倫旗から西 13 キロメートル離れ、1973 年に建立された。全面積は

21547 平方キロメートルで、建設面積は 2514 平方キロメートルを占める。独自の食堂と学舎、

教育棟を備えている。教職員は 57 人で、ハルゴガチャ―の唯一のモンゴル族小学校である。生

徒は 128 人、その中寄宿生は 113 人、家から通学している生徒は 15 人いる。 

3）第四初級中学校（以下「初中学校」と省略する） 

第四中学校は庫倫旗の中心地となる庫倫鎮に位置し、庫倫鎮における唯一のモンゴル語、中

国語と英語の三語教育を実施しているモンゴル族初級中学校である。1987 年 9 月に建立され、

教職員は 148 人、生徒は 26 組、在校生は 1163 人、寄宿生は 1000 人以上いる。学校は設立して

から、学生の思想道徳、能力、個性、体質、心理素質を向上させる素質教育を全面実施し、内

モンゴル自治区「義務教育示範学校」、「現代教育技術優秀学校」、「教育技術実験学校」、「民族

教育先進集体」、「内モンゴル地区教学改革先進学校」などと表彰されている。 

4）第一高級中学校（以下「高中学校」と省略する） 

 第一高中学校も庫倫鎮に位置し、庫倫旗における唯一モンゴル語で授業を行う高中学校であ

り、大学進学率は 90％に達している。当校は庫倫旗においてモンゴル語、中国語、英語と日本

語といった唯一の四語教育を行っている学校である。学校は 1954 年に建立され、当時は教室も

なく、近くの吉祥天女寺を教室として利用して教学が始まったという。教職員は 173 人、生徒

は 30 組あり、在校生は 1500 人、寄宿生は 1300 人余りいる。学校は半世紀に渡り、学校教育の

均等発展を推進し、民衆にとって満足できる教育を提供し、庫倫旗民族教育の揺籃と言われ、

内モンゴル自治区教育科学研究実験基地となった。 

 

4 学校における民族伝統文化教育の調査と分析 

 本節では庫倫旗のモンゴル族学校に行ったインタビュー内容を取り上げ、分析を行う。 

 

4.1 民族伝統文化教育についての調査設計 

本稿ではインタビュー調査を計画し、2016 年 5 月 20 日～6 月 26 日にかけて予備調査を行い、

2018 年 5 月 9 日～6 月 20 日にかけて二次調査を行った。さらに現状を詳しく把握するために

電話調査も加えた。各学校のインタビューに応じてくれる生徒男女 1 名ずつを当校の教師に紹

介してもらった。他の授業にモンゴル族伝統文化にかかわる内容がないため、本調査はモンゴ

ル語、歴史、音楽、美術、体育、伝統文化に興味がある生徒を集めて授業を行う興味クラスの
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担当教師を中心にインタビューした。 

インタビューの調査項目を以下のように設計した。幼児と小学生に 1）幼児園にいる時のス

トレスは何か、2）興味クラスに入っているかどうか及びその要因、3）普段家で何をしている

か、4）庫倫旗の形成、三大寺、アンダイの起源についてわかるか。初中生徒と高中生徒に 1）

伝統文化興味クラスに参加しているかどうか及びその要因、2）学校文化祭の伝統文化披露活動

に参加しているかどうか及びその要因、3）教科書で勉強した伝統文化知識を日常生活に活用し

ているかどうか及びその要因、4）伝統文化伝承活動にできることは何か、5）庫倫旗の形成と

由来、三大寺、アンダイ起源についてわかるか。教師に 1）生徒の伝統文化知識とモンゴル語

の勉強状況についての評価、2）教師の伝統文化についての知識及び教育内容と方法、3）学校

における民族伝統文化教育の現状での評価を尋ねた。 

 

4.2 インタビュー調査 

 本節で、学校における民族伝統文化教育の現状を尋ねたインタビュー内容をまとめて提示す

る。 

 

4.2.1 幼児園のインタビュー 

 幼児園において、モンゴル語のほかに、モンゴル将棋とモンゴル族声楽であるオルティンド

ーを民族伝統文化として教えている。 

1）幼児 

A1：5 歳 男の子 

幼児園で多くの友達と遊び、先生にいろいろ教えてもらうのが楽しい。親と週末しか会えな

いので寂しい。今日の授業で先生が馬の描き方を教えたが、馬に乗ってみたい。家には牛と山

羊を飼っているが馬はない。興味クラスの授業に興味がない。 

A2:6 歳 女の子 

モンゴル語の歌が好き、これから先生に教えてもらって、もっと上手になりたい。モンゴル

語のテレビを見たくない、午後家に帰って「大頭爸爸小頭児子」という中国語のアニメを見て

いる。 

2）教師 

 幼児園のインタビュー調査にモンゴル語と美術の教師は 1 名ずつ応じてくれた。 

A3：モンゴル語教師 教学時間週 12 回 30 代男性 幼児 15 人     

 幼児はモンゴル族の伝統文化といえば歌とアンダイ舞と答えることが多いが、他については

あまりわからない。これからモンゴル文化についていろいろ教えていきたい。私自身もモンゴ

ル文化についてあまりわからないが、今後勉強し、モンゴル文化を大切にしていきたい。授業

内容に合わせてモンゴル族の文化などを説明している。この地域はモンゴル族の伝統的な生活
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から離れているため、学校において生徒たちに実物を見せるのが一番いいと思うが、学校の運

営資金が限られているため、まだ買えないのが多い。そして、子供に映像を見せて説明してい

る。 

A4:美術教師 教学時間週 12 回 30 代女性 幼児 18 人 

 絵画の授業で、主に動物、日用品などの身近なものの描き方を教えるほかに、モンゴル族の

伝統的な生活の様子、家畜などを絵で見せ、描いてもらうようにしている。この地域にモンゴ

ル族が集中しているが、モンゴル語以外にモンゴル的なものは見当たらなかったが、最近結婚

式や祝祭日など人が集まる時にモンゴル民族衣装を着る人が増えてきた。モンゴル語も蒙漢混

合語である、幼児には言語としてモンゴル語しか教えないが、多くの幼児は中国語もできる。

これはテレビの影響が大きく、子供たちは中国語のアニメをよく見る。幼児たちはモンゴル伝

統文化についてよくわからない。2017 年から国家教育部が幼児園用の教材を発行しないと決め

たから、現在幼児園に決まった教材がない。先生は幼児教育に適した内容を自由に選んで教え

る。教材があったほうが教学目標も明確で、教えやすいと思う。 

 

4.2.2 小学校のインタビュー 

 小学校も幼児園と同じようにモンゴル語のほかにオルティンドー、モンゴル将棋を民族伝統

文化として教えている。 

1）生徒 

B1:5 年生 女の子 

家に帰って宿題が終わったらインターネットで中国語のアニメを見ている。興味でオルティ 

ンド―を学んでいるが、先生のように上手になりたい。家にいるとき、家族の言ったことに対

して中国語で返すことが多い。モンゴル語以外に中国語もしゃべられるのが自慢である。     

B2:2 年生 男の子 

家だと家族と一緒なので楽しいが、学校での寮生活は寂しい。興味があったためモンゴル将

棋を始めた。今学期一回しか開講していないが、次の授業を楽しみにしている。普段家で遊ん

でいる。 

2）教師 

 小学校教師へのインタビュー調査はモンゴル語の教師 2 名と体育の教師 1 名に行った。 

B3:モンゴル語教師 教学時間週 9 回 40 代女性 生徒 18 人 

 生徒は伝統文化知識が少なく、自分の民族文化に対して好奇心を持って勉学している様子が

普遍的に見られる。モンゴル語の学習状況についてモンゴル語の重要性を分かってないようで、

モンゴル語で言いたいことをうまく表現できずに、書くのを面倒くさがり、モンゴル語の勉強

を難しく感じている生徒が少なくない。 

 私はモンゴル族の伝統文化についての本や雑誌などをよく読んでいるので、よくわかるよう
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になった。学校はモンゴル語の授業の時に教学内容に合わせてモンゴル族の伝統文化教育を行

うとともに、伝統文化についての展覧会と行事を行っているが、あまり効果がない。 

2017 年から馬頭琴、オルティンドー、モンゴル将棋などの学習器具を完備させ、馬頭琴、オ

ルティンドー、モンゴル将棋に興味がある生徒を集め、興味クラスを開講し、週 1 回開講する

ことを決めた。オルティンドーの教師として校外から庫倫旗で有名なオルティンドー歌手 D 氏

を招いて教えてもらっている。D 氏を短期契約で雇用するのは今年で 3 年目となるが、その雇

用金を庫倫旗財政所から給付していたが、資金不足ということで解雇された。しかし、校長先

生はどうしても子供たちにオルティンドーを教えてもらいたいと言い、D 氏の雇用金を学校が

払うことになり雇用が続けられた。馬頭琴クラスについて専門の教師を短期契約で雇用してい

たが、給料を払えないから 2018 年 3 月から雇用をやめた。モンゴル将棋の専門教師がいない

が、私が教えている。私はモンゴル将棋に触れたことがなく、これからモンゴル将棋について

いろいろ勉強したいので、本クラスを担当している。生徒に教える前に、インターネットでモ

ンゴル将棋の遊び方を調べてから教えている。興味クラスの授業は週 1 回と決まっている。し

かし、週 1 回の授業が半学期に 4、5 回となり、その時間は学校の主要課程や旗の大型文芸演出

練習に回されている。 

B4：モンゴル語教師 教学時間週 7 回 30 代男性 生徒 13 人 

生徒はモンゴル族伝統文化についてあまりわからず、伝統文化を勉強する意欲はないようで

ある。モンゴル語の学習にとても困っている生徒がたくさんいる。 

教科書にはモンゴル族の伝統文化生活についての内容がある。私たちはインターネットで図

を探し、それを見せて説明している。教学用具としてモンゴル族文化にかかわる模型や器具は

いまだにない。しかも、実際の生活にはあまり使われていないし、実用性がない。教科書の内

容を通して生徒に民族伝統文化教育を行うことはとても空虚であり、効果がないと思う。 

私は民族伝統文化について十分わかっていない。学校はモンゴル歌、アンダイ舞、オルティ

ンドー、モンゴル将棋の興味クラスを開き、モンゴル衣装の展覧会も行い、これらを通して生

徒にモンゴル族伝統文化に興味を持ってもらいたいと考えている。生徒たちは当初は無関心で

あったが、これらの活動に積極的に参加しているだけでなく、運動会の時に家族も参加するよ

うになった。今後モンゴル族三大競技である競馬、射弓、モンゴル相撲についての内容を増や

していけたらと思う。 

B5:体育教師 教学時間週 6 回 50 代男性 生徒 56 人 

 体育の授業において、モンゴル族の伝統文化についての内容を教えていないし、わざわざモ

ンゴル族の伝統文化知識を得ようと模索していない。機会があれば勉強したい。しかも、体育

は試験にも入らないから、あまり重視されない。授業の時に、生徒にボールとかで遊んでもら

っているだけ。 
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4.2.3 初中学校のインタビュー 

初中学校においては、モンゴル語とモンゴル族民歌、オルティンドー、蒙漢毛筆字と鉄筆字

を伝統文化として教えているほかに、以上の授業に興味がある生徒に対し個別指導もしている。 

1）生徒 

C1:2 年生 男の子 

学校が開講している興味クラスには参加していない。興味クラスより、主要課目の勉強に精

一杯で、学期末試験で良い成績を取りたい。毎週音楽、美術の授業はあるが、あまり関心がな

い。学校の文化祭にアンダイ舞、馬頭琴演奏、モンゴル語の歌などがあるが、参加する生徒は

少ない、それらをできる人だけは毎回参加している。私はいつも観覧している。教科書で勉強

した伝統文化知識の中で、敬礼とモンゴル民族衣装についてはよく覚えているが、日常生活で

も使うから。ほかにも勉強したが、日常生活ではあまり使わないし、聞いたこともないものが

あるので、わかりにくいし、教えてもらうがすぐ忘れる。周辺では蒙漢混合語で話すのが普通

であるが、私の場合モンゴル語をしっかり勉強し、中国語で話す必要がないときにはモンゴル

語だけで話すように心かけている。 

C2：3 年生 女の子 

私は興味があって音楽の先生のもとで、週 1 回モンゴル民歌を学んでいる。大学に入ったら、

民族音楽を専攻したいので、今から学んでいる。みんなの前でよく歌っているが、歌うのが好

きだから。主要課程の成績はクラスの中で中ぐらいである。子供のころから親に敬老愛幼と祝

日の礼儀をよく教えてもらった。伝統文化については、教科書で勉強した内容は新しい知識が

多く、実際に使われる場面があまりない。それでも、できるだけ多くの知識を覚えたいし、将

来使う場が出てきたら知っていると得である。 

2）教師 

音楽、美術、体育の授業において、教師 1 名が 1 学年を教えている。モンゴル語と歴史教師

は 2 組の授業を担当している。 

 C3:モンゴル語教師 教学時間週 10 回 60 代女性 生徒 93 人 

この地域に住んでいる人たちは伝統生活から離れて何百年も立ち、農耕文化を主とする漢族

文化がもう浸透している。時代に流され、生徒の親自体がモンゴル伝統文化に興味がなく、あ

まり理解しない故に、自分の子供には伝統文化について教えることはあまりないし、教えられ

ない。しかも今の子供たちは生まれてすぐ漢文化に接触しているため、モンゴル族の伝統文化

についてほとんどわからない状態である。学校にモンゴル語の教師は 15 人いる。生徒にモンゴ

ル語を忘れてほしくないので、モンゴル語という言語学の教育には必死に取り組んでいる。し

かし、多数の生徒がモンゴル伝統文化はさておき、モンゴル語の勉強さえ面倒くさがり、モン

ゴル語の勉強意欲があまりない。 

 モンゴル語の教科書は 2005 年に改版され、モンゴル族の伝統的な文化習俗についての内容
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は増えたが、中国語の作品をそのままモンゴル語で翻訳したものもある。授業中はモンゴル語

のほかにモンゴル族の伝統文化についていろいろ教えてあげたい。しかし、教学大綱により教

学時間が限られているため、教科書に載っている内容以外の知識は教えられない。教科書に載

っている伝統文化にかかわる内容を生徒に詳しく教えるが、生活の中で実際にはほとんど使わ

れないので、教えた内容を身に付けられずに、文化伝承にはあまり効果がない。 

学校からモンゴル語の授業に出てくるモンゴル族伝統文化についての内容を特別に重視して

教えるように指示されていない。高校進学試験にはモンゴル族の伝統文化についての内容がよ

く出るようになった。教育方法として（1）モンゴル語の教師の間で話し合い、教科書に載って

いるモンゴル族伝統文化にかかわる器具、例えばモンゴルゲル、綿羊、馬、牛、駱駝、山羊な

どの模型を作ったり、自分の家や農村の親戚から羊の後ろ足のくるぶしの骨であるシャガ―な

どの実物を集めて来たり、授業中に生徒に実際に見せ、触れさせて説明している。また、モン

ゴル衣装を説明するときには、モンゴル衣装を着たまま授業を行っている。授業用の模型を学

校が揃えてくれるはずが、学校の資金が足りないと言っている。（2）なるべく、授業中にモン

ゴル族の伝統儀礼、習俗などを生徒にやってもらう。（3）モンゴル族の伝統文化にかかわる授

業内容を事前にインターネットで調べ、授業中にスライド映写機でその映像を見せるか、また

は写真に説明文を加えて印刷して生徒に配って説明している。 

C4:歴史教師 教学時間週 4 回 40 代女性 生徒 92 人 

 生徒はモンゴル族の歴史についてはほぼわからない。なぜかと言えば、今の小学校には歴史

という授業課目がない。初中学校に入ってから初めて歴史を勉強し始める。しかもモンゴル族

学校で使っている教科書はモンゴル語の教科書を除き、他の教科書は国家統一教科書であり、

ただ中国語の教科書をモンゴル語に翻訳しただけのものである。歴史教科書にはモンゴル族の

歴史についての内容記述はとても少ない。モンゴル族の歴史にかかわる内容は初中第一学年の

第二学期の教科書にモンゴル族の発展と元朝の建立及び統治、交通についての内容しか載って

ない。 

実は『モンゴル族の歴史』というモンゴル族の歴史が詳しく書かれた本を生徒に配布してい

るが、これを一つの授業課目として教えていない。この本の内容は高校進学試験に出ないし、

しかも歴史の授業は週 2 回しかなく、これらの内容を教える時間がない。実はこの教科書を必

ず生徒に教えるように国家教育学部は強調しているが、学校はこの教科書を教える授業時間を

設置してくれないから、仕方ない。私は生徒に本の内容を必ず読むように求めている。また高

校進学試験においてモンゴル語の試験にモンゴル族の伝統文化と歴史にかかわる問題が多く出

るようになった。生徒はモンゴル語の授業で伝統文化の内容を勉強しているが、モンゴル族の

歴史についてわからないので、私は自分から見て重要だと思う内容を生徒に印刷して配布し、

生徒にモンゴル族の歴史を少しでもわかってもらいたい。これは学校が強調しているわけでは

なく、私自身が歴史の教師、主にモンゴル族として、子供たちに自分の民族の歴史をわかって
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もらうために少しでも力になりたいという意思からである。 

C5:美術教師 教学時間週 10 回 50 代男性 生徒 208 人 

モンゴル族の生活風景を課題にして美術の授業を行っているが、ほかに蒙漢毛筆字と鉄筆字

を含む書道も教えている。学期末になると学年ごとに優秀作品を表彰するとともに、校内に展

示するようにしている。美術教育において基本的な教学器具が揃っているし、学校からは優秀

作品への表彰代まで支給される。しかし、美術の教科書において、モンゴル族の伝統文化生活

にかかわる内容はほとんどなく、生徒たちに「馬の鞍を描いてください」といえば、描ける人

はいない。モンゴル族の生活に合わせた教科書を発行して欲しい。今後とも生徒にモンゴル族

の生活風景を多く紹介し、生徒にモンゴル族の文化を伝えていきたい。 

C6:音楽教師 教学時間週 10 回 30 代女性 生徒 208 人 

以前、モンゴル語の歌をあまり教えずに、中国語の流行歌を教えていた。現在は課程表通り

に授業を行い、3 年前から教学内容として主にモンゴル族民歌を、またオルティンドーを 2、3

曲教えている。教科書はあるが、教科書の内容がモンゴル族の生徒に合わないため、教科書通

りに教えない。 

学校の文化祭には生徒による馬頭琴演奏がある。しかし、学校には馬頭琴を教えられる教師

はいない。学校の文化祭に馬頭琴を演奏している生徒は週末や夏冬休みを利用して校外の馬頭

琴指導塾に行っている。その子たちは馬頭琴を演奏できるので、文化祭の馬頭琴演奏のために

学校から校外の馬頭琴教師を短時間雇い、馬頭琴演奏を指導してもらっている。前任の校長先

生の時に、校外から馬頭琴教師を年間契約で招聘し、生徒に専門的に馬頭琴演奏を教えてもら

っていたが、雇用金を払えなくなったから、雇用をやめた。 

C7:体育の教師 教学時間週 6 回 40 代男性 生徒 305 人  

 体育の授業は 1 年生に週 3 回、2 と 3 年生に週 1 回と決まっており、課程表通りに授業を行

っている。ただ、教学内容はモンゴル族の伝統的な体育活動を教えておらず、ただサッカー、

バスケットボール、バレーボールをしてもらっている。モンゴル族の伝統的なスポーツを教え

られる教師がいなく、しかも関係のスポーツ器具がないため、現時点では実行不可能である。 

 

4.2.4 高中学校のインタビュー 

 高中学校において、モンゴル語とモンゴル族民歌、オルティンドー、モンゴル毛筆字と四線

ホールという楽器の演奏を伝統文化として教え、モンゴル族手工芸興味クラスの教学を計画中

である。 

1）生徒 

D1:3 年生 女の子 

学校の開講した興味クラスに行く時間がない。大学進学試験に向けて全力で復習していると

ころである。高中 3 年間は大学進学試験でよい成績を取り、希望の大学で医学を専攻し、医者
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になりたいので、ほかのものに関心を寄せる時間がない。文化祭では少数の生徒は伝統文化を

披露している。庫倫旗は『中国アンダイの故郷』だから、生徒みんなでアンダイ舞を踊れる。

モンゴル語の授業でモンゴル族の伝統文化、生活、習慣についてよく勉強している。多くの内

容は今までより詳しく説明してあるので、これからもよく勉強して身につけ、モンゴル族の伝

統文化を伝承していきたい。 

D2:2 年生 男の子 

興味があったモンゴル毛筆字を学んで今年で 2 年目になる。以前からきれいな文字を書くた

めに心がけていたが、学校で専門的に教えてくれるようになったので、この機会を逃さずにい

る。学校で行われたモンゴル毛筆字試合に参加したことがある、今後も参加したい。教科書で

はモンゴル族の衣食住についての文化が詳しく説明されている。教科書に載っている伝統文化

知識について、前から親に日常的に教えてもらったものもあれば、そうでない内容もいっぱい

ある。しかも、大学進学試験に出るから、しっかり覚えなければならない。試験対応とともに、

モンゴル族の伝統文化を知っておくことは当たり前のことである。 

 2）教師 

音楽、美術、体育の授業については、一人の教師が一つの学年を担当している。各学年の音

楽、美術、体育の授業は決まった時間に行われているほかに、2、3 年生の中から音楽、美術、

体育を専門として大学試験を受けたい生徒のみ個別指導も行っている。モンゴル語と歴史教師

は各 2 組の授業を担当している。 

D3:モンゴル語教師 教学時間週 10 回 30 代女性 生徒 99 人 

モンゴル語の教材としてはモンゴル語の教科書だけであったが、2012 年から『モンゴル族文

化習俗』（上・下）を含む合計 11 冊の教科書を教えるようになった。モンゴル族の民族伝統文

化教育の伝承についての教材が増えたが、教学時間が変わらないから、伝統文化についての内

容を詳しく説明する時間がない。学校にモンゴル族の伝統文化についての実物と模型といった

教学補助器具はない。学校の教育経費が不足しているために、購入できないという。ただ話す

より実物と模型を見せて説明するのが生徒にとっては理解しやすいが、教学補助器具がないか

ら教えるのに不便で、困っている。そのため、モンゴル語の教師らは授業内容に出てくるモン

ゴル族の伝統文化にかかわるもの、例えばモンゴルゲル、モンゴル長靴、民族衣装、馬鞍など

についてインターネットで調べてから、図を印刷して見せて説明している。 

モンゴル語の教科書に載っているモンゴル族の伝統文化についての内容を重視している要因

として、一つはモンゴル族の伝統文化が消滅してほしくないので、生徒に必ず覚えてもらいた

い、それでモンゴル族の伝統文化を子々孫々伝承してもらいたいという思いがあるためである。

もう一つは、モンゴル族の伝統文化にかかわる内容は大学進学試験に必ず出るからである。試

験に対応するために生徒にぜひ覚えてもらいたい。毎年モンゴル語詩の朗唱、モンゴル語作文、

モンゴル毛筆字などの試合を行う。こうして生徒にモンゴル語の書き方から作文まで、モンゴ
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ル語言語教育を強化している。生徒はモンゴル族伝統文化について多少知っており、多数の生

徒はモンゴル族の文化について興味をもち、真面目に取り組んでいる。 

D4:歴史の教師  教学時間週 12 回 30 代男性 生徒 107 人 

歴史の教科書には民族の歴史についての内容はとても少ない。生徒はモンゴル族の歴史につ

いてよくわからないようである。地域を問わずモンゴル語の使用範囲が縮小し、生徒はモンゴ

ル語の成績がよくない。たまにモンゴル族の習慣で祝日を祝うなど、家にはモンゴル族の生活

方法が少しだけ残っている。 

D5：音楽教師 教学時間週 10 回 30 代女性 生徒 500 人 

生徒たちはモンゴル歌を上手に歌う。以前はモンゴル語の歌以外に中国語の歌も教えていた

が、現在私の場合は主にモンゴル族民歌を教えている。また校外から歌手 T 氏を招いてオルテ

ィンドーを週 3 回教えてもらっている。2016 年からアンダイ舞をラジオ体操として踊り始め

た。 

D6：美術教師 教学時間週 10 回 50 代男性 生徒 500 人 

美術の授業ではモンゴル族の文化についての内容を教えていないが、生徒にモンゴル族手工

芸を学んでもらうために、手工芸興味クラスの配置を準備しているところである。 

D7：体育教師 教学時間週 10 回 30 代男性 生徒 500 人 

専門教師がいないため、モンゴル族の伝統的なスポーツを教えていない。生徒はモンゴル族

の伝統スポーツについてよくわからない。私自身も現在モンゴル相撲を練習中で、今後生徒に

教えたい。 

D8：モンゴル毛筆字教師 教学時間週 10 回 50 代男性 生徒 139 人 

 私はモンゴル語の教師を務めるほかに、当校では 2015 年の冬からモンゴル毛筆字を教え始

めた。西部大開発という国家政策により、内モンゴル自治区教育庁、文化庁から内モンゴルの

小、初中、高中学校にモンゴル毛筆字を必修課目として、教えるように定められたからである。

その目的はモンゴル族の伝統文化を伝承させ、発展させるためである。政策上では必修課目と

して定められたが、実際の教育現場では専門教師がいないため、教学はうまくいかないままで

ある。2015 年からモンゴル語を教えながら、毛筆字クラスで毛筆字の専門授業を担当するよう

になった。体調不良で現在は毛筆字授業だけを担当するようになった。私も毛筆字の専門課程

を卒業しておらず、なぜ私が毛筆字授業を教えるようになったかといえば、一つは私自身が毛

筆字に興味があり、以前から毛筆字の練習をしていたからである。もう一つは、内モンゴル自

治区教育庁、文化庁が主催した「非物質文化遺産継承第一培養班」に庫倫旗の代表として派遣

され、専門家らとモンゴル毛筆字の教学について検討したからである。 

学校はモンゴル毛筆字に興味がある生徒を公開で募集した。当時申込んだ生徒は 137 人で、

4 組に分けて授業を行った。授業は毎週 10 回行う。開講したばかりの時は生徒のレベルが全部

同じで、ただ 4 組に分けて教えていた。2016 年から初級班と高級班に分け、毛筆字試合を 2 回
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行った。今年の秋に開催される学校文化祭には生徒と教師による毛筆字の試合を行う予定であ

る。毛筆字を一つの専攻として、大学進学試験を受験できるようになったから、生徒の勉強意

欲は高まり、まじめにやっている。 

 学校は毛筆字クラスを開講したと同時（2015 年）に、馬頭琴と四線ホールクラスを開講する

と予定していたが、資金不足、それに教室がなく、専門的に教える教師がいないから馬頭琴ク

ラスと四線ホールクラスは開講できなかった。喜ばしいことは 2017 年から学校では四線ホー

ルを演奏しながら歴史や物語を語るホールチという演者を招き、四線ホールの興味クラスを開

いたことである。生徒は 10 人ほどいて、毎週月曜日と金曜日の 16：20～17：45 まで授業を行

っているが、徹底されてない。 

 

4.3 インタビュー分析 

 生徒と教師のインタビュー調査により、学校における民族伝統文化に関しての現場における

問題として以下の共通点と相違点が浮かび上がった。 

 

4.3.1 生徒のインタビュー分析 

 インタビュー調査により、生徒において以下の共通点と相違点が見られた。 

生徒全員の共通点として 1）音楽、美術と興味クラスは、生徒の個性の発展及び興味の養成

さらに伝統文化を継承する上で欠かせない場となっている。2）社会生活、環境の影響で、子供

たちは小さい頃から漢語のメディアに接触している。3）庫倫旗の形成と由来、三大寺、アンダ

イ起源について、自分の出身地の歴史文化についてわからない。4）教科書に載ってある伝統文

化にかかわる内容は、生徒の伝統文化知識を補足できるが、社会生活の現状と大きな差が存在

している。 

相違点として、1）幼児と小学生において、家から離れて寮に住んでいることのストレスを感

じることがある。2）初学生と高校生において、試験重視主義に陥って、民族伝統文化には関心

を寄せないことがある。 

 

4.3.2 教師のインタビュー分析 

 教師のインタビュー調査により以下の共通点と相違点が見られた。 

教師全員の共通点として、1）教学方法として電子メディアを活用しているが、教学器具主に

模型、実物がない。2）専門教師が足りない。3）学校教育の経費が不足している。4）教師の民

族伝統文化教育に対する工夫、考え方はそれぞれである。個人的には伝統文化知識を広げたい

教師もいれば、伝統文化に無関心な教師もいる。5）生徒は伝統文化についての知識が少なく、

モンゴル語の勉強さえ困っていると評価している。6）モンゴル語の教科書を除き、他の教科書

は全国統一の教科書で、しかも中国語の教科書をモンゴル語に翻訳しただけで、モンゴル族生
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徒に教えるには適合しないと主張している。そして、主に音楽と美術の授業には、教師は教科

書を使わず、自分なりにモンゴル族の文化にかかわる内容を教えている。 

相違点として、1）幼児園と小学校の興味クラスの授業は時間通りに行われないことが多いが、

高中学校において毛筆字の授業は時間通りに行われている。2）各学校で行われている伝統文化

についての教育内容は様々である。3）幼児園と小学校の授業課目は減少し、初中学校と高中学

校において伝統文化にかかわる授業内容は増えたが、教学時間は変わってない。 

 

5 学校における民族伝統文化教育の現状と問題 

ここでは、インタビュー調査の結果に基づき、庫倫旗のモンゴル族幼児園、小中学校におけ

る民族伝統文化教育の現状を概観したい。 

 

5.1  民族伝統文化教育の現状 

 中国の民族教育政策により、各民族地区で民族伝統文化を重視し、伝統文化は学校教育にお

いて初めて一つの課目として教えられるようになった。庫倫旗は 2015 年からモンゴル族伝統

文化を学校教学に取り入れるようになった。本稿は庫倫旗の学校教育における民族伝統文化に

ついての教育内容、方法、時間、器具、教師の配置、構内での生徒の伝統文化伝承活動と興味

クラスの参加状況から民族伝統文化教育の現状を明らかにした。 

教育内容として 1）幼児園への教科書配布が停止され、小学校の歴史授業課目が削除されて

いる。教科書はモンゴル語の教科書以外は全部国家で統一された教科書であり、ただ漢語教科

書をモンゴル語で翻訳したものである。民族文化や歴史にかかわる内容はとても少ない。2）教

科書において、初中学校には『モンゴル族の歴史』、高中学校には『モンゴル族文化習俗』とい

う教材が加えられた。3）2015 年までは、モンゴル族の民族伝統文化教育としてはモンゴル語

が中心となっていたが、現在は幼児園と小学校においてモンゴル将棋とオルティンドーを増や

した。初中学校において音楽の授業にモンゴル族民歌を、美術の授業にモンゴル風の絵画と鉄

筆字、毛筆字を増やした。高中学校において、モンゴル毛筆字と四線ホールの教学を増やした。

4）学校のラジオ体操は現代体操からアンダイ舞となった。5）2015 年まで音楽、美術、体育の

授業は他の主要授業課程に教育時間を取られるのが普通であったが、現在は課程表通りに行う

ようになった。 

教育方法として 1）新型電子教学設備の完備に伴い、伝統文化についての知識を説明するに

はインターネットを活用し、情報を収集するようになった。2）教学中は、教科書の内容を教師

中心で説明し、生徒は聞く、覚えるという保守的な教育方法で授業を行っている。3）伝統文化

にかかわる内容は試験で評価されるようになった。 

伝統文化についての教科書が増えたが、教育時間が増えてない。学校には電子教学設備と実

験器具、参考図書などを含む教学設備が完備されているが、民族伝統文化教育に使う教学器材
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と民族伝統文化を教える専門教師が不足している。校内伝統文化伝承活動と興味クラスに参加

している生徒は少数である。 

 

5.2 民族伝統文化教育の問題 

 インタビューを通じ、幼児園、小中学校の民族伝統文化教育には多くの問題が浮かび上がっ

た。しかも、学年が低いほど問題が深刻となっている傾向がある。学校は民族伝統文化を伝承

する上で機能を発揮できてないと言える。本稿は学校における民族伝統文化教育に存在してい

る以下の問題を生徒、教師、学校と政府面から明らかにした。 

1）伝統文化伝承者である生徒の民族意識は強いが、民族伝統文化知識が少なく、社会生活環

境の影響で民族伝統文化を継承していく行動に至りにくい状態であり、生徒は伝統文化を伝承

できる堅実な伝承者になれない。なぜかといえば、インタビュー調査によると①中国語メディ

アの影響は幼児期から深刻となっている。実際の生活環境、言語環境は漢化が浸透しているた

め、生徒自体は現代化（漢化）され、伝統的な文化知識より、漢化した生活に違和感がないよ

うである。②伝統文化を学んだら、主要課程の成績に悪い影響を与えると考え、民族伝統文化

教育に目を向けないことが起きている。③モンゴル語とモンゴル族伝統文化への価値観が低い。

モンゴル語の勉強さえ難しいという生徒は多数いるが、言語衰退化現象は幼児期から深刻とな

っている。 

2）伝統文化伝授者である教師全体において民族意識は強いが、民族文化への価値観が低く、

民族伝統文化についての教育理念が構成されてない。①実は今回の調査では授業内容に伝統文

化が全然入ってない授業の担当教師にも民族伝統文化教育について簡単に会話した。彼らは「私

の授業と関係ないから、関心がない。」、「学校評価の上で生徒の進学率に影響する試験が重要で

あるから、民族伝統文化教育を副次的に見ている」と言う。ここから、教師の間でも民族伝統

文化教育への関心の低下が深刻となっているという重要な事実が窺える。②芸術類民族文化課

程の専門教師の不足は深刻である。③教師は教科書の知識を重視するが、生徒の民族意識と精

神育成を重視してないことが普遍的に存在している。 

3）民族伝統文化教育に対して学校の制度と管理が不徹底である。①学校教育評価では主要課

程の教科書内容は重視されるが、音楽、美術、体育などの伝統文化及び生徒の精神、個性の発

展に関係する課程内容は重視されない。②教科書の内容は主流文化を中心としているが、今回

の調査では民族伝統文化教育の教学システムには大きなギャップが起き、教学効果は悪循環に

陥っていることを考察できた。具体的に言えば、『モンゴル族の歴史』と『モンゴル族文化習俗』

という教材の内容を教学するのに、必要な教学時間の配分がないため、教師は教学大綱に定め

た教学時間を主要課程に使い、民族歴史と民族習俗についての内容を大まかに教えるだけであ

る。 

4）教育経費の不足により、民族教育、主に民族伝統文化教育に必要な教学器具、専門教師を
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そろえられずに、民族伝統文化事業は計画通りに行えない困難に陥っている。地方政府は民族

教育を重視していないし、普通学校と民族学校において資金投入の不均等の問題がある。地方

政府そのものが民族教育事業の発展を妨害しているのが大きな問題である。 

これらの問題を踏まえ、庫倫旗モンゴル族学校の民族伝統文化教育に対して以下の取り組む

べき課題を提言する。1）生徒が社会生活環境の変化に左右されずに、民族文化に興味を持ち、

正しい民族文化価値観を育むことは重要である。さらに、現在の社会生活環境において、生徒

は教師から教わる受動的な立場から自ら伝統文化歴史を探求する主導的な立場に立てればモン

ゴル族の伝統文化が持続発展できる。2）民族伝統文化の発展において、教師全体が民族意識を

高め、民族伝統文化知識を身につけ、正しい民族文化価値観を持つべきである。民族伝統文化

教育を行う上で、自らモデルとなり、全身心で民族教育に貢献できるように配慮すべきである。

3）学校教育評価に主要課程のほかに民族伝統文化にかかわる音楽、美術、体育及び興味クラス

の内容、成績も取り入れるべきである。こうすると、生徒の課程知識だけではなく、実践力、

個性発展と精神素質などの総合素質が向上することが期待できる。庫倫旗のモンゴル族学校に

は校本課程と地方教材がまだない状況である。学校は地方民族の特色を用いた校本課程と地方

歴史文化についての知識を取り入れた地方教材を開発すべきである。4）教育システムにおいて、

教材と教学時間の割合を再構築し、民族の歴史と文化にかかわる内容を漢族の歴史文化と同様

に重視し、教科書に組み入れるべきである。学校は教育経費を有効に運用し、民族伝統文化教

育に力を入れる必要がある。また、教材開発において、民族地方に適合した教材内容と合わせ

て教学器具や CD、DVD、MTV、電子立体声像教材などインターネットとマルチメディアを組み合

わせたセット教材の開発を進めるべきである。5）地方政府は国家中央政府が定めた政策規定を

厳しく実施し、民族教育を重視し、地方文化の特徴と社会現状に合わせ、民族教育の実施に必

要な規則と資金を配置し、民族伝統文化教育の発展に便宜を図るべきである。また国家中央政

府はあらゆる方法で地方政府の教育公共経費の実施を厳格に監督する必要がある。 

 

6 終わりに 

庫倫旗のモンゴル族幼児園、小中学校の生徒と教師のインタビュー調査を通して明らかにな

ったことは、学校における民族伝統文化教育の問題として、生徒の民族意識は強いが、民族伝

統文化知識が少なく、現実の社会生活環境の影響で堅実な文化伝承者になりにくい状態にある

ことである。教師は全体的に民族意識が強いが、民族文化への価値観は低く、民族伝統文化教

育理念が構成されていない。学校においては民族伝統文化教育に有利な校本課程と地方教材が

開発されてない。しかも、学校で開講されている興味クラスは生徒にとって楽しめるものであ

るが、その教学内容は単調であるし、さらに民族伝統文化の伝承効果は低い。地方政府は民族

教育、主に民族伝統文化教育の発展を阻害しているといったことを明らかにした。 

 民族伝統文化は中華文化の一つの構成部であり、民族伝統文化教育の普及及び実現は中華文
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化の発展と繁栄にかかわるものである。民族伝統文化教育に多くの問題が存在しているが、今

後社会、家庭、学校、政府は民族伝統文化教育の発展に向けて、連携しながら問題を解決して

いくべきである。 

 

＜注＞ 

1) 中国の行政区域は基本的に省級、地級、県級、郷級とレベルが下がる 4 層の構造から成る。内モンゴ

ル自治区で言えば、省級行政単位として「内モンゴル自治区」があり、地級行政単位として「盟」と

「市」があり、県級行政単位として「旗」があり、郷級行政単位として「鎮」があり、鎮の下に「ソ

ム」がある。 
2)  2001 年 5 月 29 日、中国国務院は「関与基礎教育改革及発展的決定（基礎教育改革及び発展の決定に

ついて）」という政策を打ち出し、全国的に教育資源を配置し、学校教学を改善させ、学校教育の質を

向上させることを目的とした農村小中学校の合併が始まった。 
3) 内モンゴル自治区は地理位置や経済発展水準に基づき、西部、中部、東部に分けられている。西部は

阿拉善盟、巴彦淖爾盟と鳥海市を含み、中部は呼和浩特市、鄂爾多斯市、包頭市を含み、東部は呼輪

貝爾、興安盟、赤峰市、通遼市、鳥ラン察布、錫林郭勒盟を含んでいる。 
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