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中国の義務教育段階における保健教育及び保健管理の検討
―日中対比の視点をもとに―
崔

旭

Abstract
Objective: To better understand the development of policies, laws and teaching methods of school
healthcare in compulsory education in China, to understand the difference in school healthcare,
especially the difference of school nurses’ jobs between China and Japan. Method: Documental analysis
was adopted. Policies and laws were researched on the Internet or by the database. Results: The
development of policies on school healthcare in China covers four historical periods. The policies and
laws made a continuous improvement in education. About jobs of school nurses, injection and dosage
were banned in Japan but accepted in China. Conclusion: The policies of school healthcare education
have legal basis nowadays in China, but detailed study and evaluations of policies and laws of school
health education and management are still needed to be developed.

キーワード……義務教育段階

1

保健教育

保健管理

発展

日中対比

はじめに
中国の義務教育段階における保健教育及び保健管理機構は約 40 年の歳月を経て発展し、社会

情勢に応じて、特有の義務教育段階の保健管理システムが形成された。現在の中国の学校では、
衛生室あるいは保健室が設置され、校医あるいは保健教師が児童生徒や教職員の健康を管理し
ており、学習、課外活動や学校生活を順調に行うことの下支えとなっている。しかしながら、
中国において各省の経済や社会の発展が不平衡であり、各地域、56 個民族それぞれに特有の文
化があるため、保健教育及び保健管理機構の設置はまだ不完全な状態にある。一方、保健教育
及び保健管理が発展すべき領域がまだ多く存在しており、検討する価値がある。
1986 年「中華人民共和国義務教育法」 1)第 2 条によると、中国では 9 年間の義務教育の制度
が適用されている。第 5 条では、児童の性別、民族、種族を問わず、保護者は 6 歳になった児
童を入学させ、規定年限の義務教育を受けさせるべきだと定められている。ただし、発展が遅
れている地区において、児童の入学年齢を 7 歳まで延ばすことができる。楠山研(2002) 2)によっ
て、1986 年の「中華人民共和国義務教育法」により、6-3 制、5-4 制、9 年一貫制ともに正式な
ものとなり、当面は地方教育当局が状況に応じて選択するものと考えられたことが明らかにな
った。現在、中国における 9 年間の義務教育は小学校 5 年、中学校 4 年の学制及び小学校 6 年、
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中学校 3 年の学制が両方とも存在している。しかし、教材は 1 年生用から 9 年生用まである。
中国では、小学校における児童は小学生、中学校における生徒は中学生、高校における高校
生は高中生、大学における学生は日本と同じく大学生と呼称されている。本論文では、中国に
おける法律、法規等の翻訳は、小学生、中学生、高中生で表記し、論述は日本と同様に、小学
生は児童、中学生は生徒で表記する。
本論文の目的は、中国の保健教育及び保健管理における法律、条例、発展過程を分析するこ
とにより、日中両国の学校保健に関する内容の対比を行うことである。さらに、先進国の日本
での参考できる部分を探し、発展途上国の中国の発展に有益な部分を見つける目的もある。

2

研究方法
文献分析法を用いる。中国における保健教育及び保健管理に関する法律、法規、条例、論文、

マスメディアによる報道ニュースを参照する。主に使うデータベースは CNKI(検索キーワード:
学校衛生、91,840 本)、北大法宝 (検索キーワード: 艾滋病(エイズ)、172 本) であり、検索エン
ジンは Baidu である。日本における保健教育及び保健管理に関する教科書

3), 4)、法律法規 5) 、

論文を参照する。主に使うデータベースは CiNii Article (検索キーワード: 養護教諭、5,178 本)
であり、検索エンジンは Google Scholar である。各データベースに載る論文の数が多いため、
主に最近 5 年の論文を集中的に読んで、中国の保健室、衛生室及び保健教師、校医に関する職
務や法律法規、日本の養護教諭の職務や法律法規を比較した。

3

結果と考察

3.1

学校の保健教育及び保健管理に関する法律や法規の発展

1979 年 12 月 6 日に、中国で「小中学校衛生工作暫行規定(草案)」が公布され、1980 年 8 月
26 日に「高等学校衛生工作暫行規定(草案)」が公布された。この 2 つの草案では、当時の中国
義務段階における学校保健管理及び保健教育に関する規定が作られた。

(1)『学校衛生工作条例』 6)
1990 年 6 月 4 日に、国家教育委員会令第 10 号、衛生部令第 1 号としての「学校衛生工作条
例」が国務院の許可を取得し、公布された。
この条例の中で、小学生、中学生、高中生、大学生の健康を守るため、勉強時間数、学校や
教室の環境、体育の授業や器材、健康教育に関する授業、疾病予防、衛生室や保健室の設立条
件、校医や保健教師の養成や職務、学校衛生の監督、奨励や処罰等が具体的に規定された。こ
の条例の公布に伴い、「小中学校衛生工作暫行規定(草案)」や「高等学校衛生工作暫行規定(草
案)」が廃止された。
第二章「学校衛生工作要求」の第十三条には次のことが規定されている。①学校において健
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康教育を教学の計画に導入する、②小、中学校で必ず健康教育に関する授業を開設し、高校、
専門学校等では、健康教育の授業を選択授業として開設し、健康教育に関する講座を開く、③
学校では健康に関する諮問活動を行う、の 3 つである。
第三章「学校衛生工作管理」の第二十条によると、都市における小中学校、農村の中心小学
校や中学校では、学生数(小、中、高、大)が 600 人以上になると、600 人に 1 人の割合で専門的
な衛生技術人員の設置が必要だとされている。専門学校等の学校は必要に応じて、専門的な衛
生技術人員を設置することができる。学生数が 600 人以下の学校では、専業あるいは兼職の保
健教師を設置し、学校の衛生管理に従事させることが必要である。
第三章の第二十二条によると、学校における衛生技術人員に対する考察や評定は、衛生、教
育行政部門の標準や方法に基づいて、教育行政部門が実施する。学校における衛生技術人員に
は、国の規定により、衛生保健手当てが支給される。
第三章の第二十三条によると、教育行政部門は、専門的な衛生技術人員の育成を生徒募集の
計画に導入し、各種の方法で学校に衛生技術人員を育成するべきであるとしている。
以上のことより、義務教育段階で学校保健に関する条例が定められた。が、
『学校衛生工作条
例』が頒布されてから、すでに 30 年を経て、限界性がある。教育部及び衛生部の仕事の区分け
がはっきりしていなく、実施する時に矛盾が生じやすくなる。このことにより、学校衛生に関
する仕事の推進に悪影響をもたらす可能性がある。また、
『条例』に関する立法目的、監督対象、
内容、法律の実施主体、処罰力度には、現在の学校衛生工作の需要に満たすことができない。

(2) 『国家学校体育衛生条件試行基本標準』 7)
2008 年 6 月 9 日に、中国の教育部、衛生部、財政部が「国家学校体育衛生条件試行基本標準」
を公布した。この標準は、小学校(公立及び私立)、中学校、高校、中等職業学校(九年間の義務
教育終了後に入学する高等学校と同列の職業学校)に適用される。また、この標準は体育教師、
体育の授業を行う場所や器材、学校内の衛生点検、生活設備、衛生保健室の設置や健康診査等
について、具体的に規定した。この標準は、
「学校衛生工作条例」よりも詳しく、学校で施設の
設置、体育教育、衛生保健室の設置、健康診査等の実施の際に参照できる標準を提供した。
例えば、
「国家学校体育衛生条件試行基本標準」の五、小中学校衛生(保健)室建設基本標準は、
(一)衛生室(保健)室設置において、以下の規定を定めた。
① 衛生室とは、「医療機構執業許可証」の取得が必要とされ、学校予防保健、健康教育、病
気や伝染病の予防やコントロール、学校における日常の衛生に関する検査を行い、教師や児童
生徒に必要な医療サービスを提供する学校衛生機構である。
② 保健室とは、「医療機構執業許可証」の取得が必要なく、衛生専業人員の指導を基に、学
校予防保健、健康教育、病気や伝染病の予防やコントロール、学校衛生日常検査を行う学校衛
生機構である。
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③ 寄宿学校において、衛生室の設置が必要である。非寄宿学校において、学校の在学児童生
徒の人数により衛生室あるいは保健室を設置することができる。
同標準では、(二)衛生(保健)室人員の設置条件について、以下の規定を定めた。
① 寄宿学校あるいは在学生の人数が 600 人以上の非寄宿学校において、衛生専門技術人員が
必要である。衛生専門技術人員は学校衛生に関する専門知識や救急技能を勉強し、医師資格を
取る必要がある。
② 在学生の人数が 600 人以下の非寄宿学校において、保健教師あるいは衛生専門技術人員を
設置する必要がある。保健教師は教員資格を持っているものが担当する。
③ 衛生専門技術人員や保健教師は学校衛生に関する専門知識や救急技能を身につける必要
があり、相応的な合格証明書を取得する必要がある。
同標準では、(三)衛生保健室施設や設備について、以下の規定を定めている。
<1> 衛生室
① 衛生室の建築面積は 40 平方メートルを以上で、衛生室の室内は学校衛生に関する仕事の
内容によって区分けされている。
② 以下の基本的な設備が必要である。電子視力表、身長計付き体重計、座高計、血圧計、聴
診器、体温計、救急箱、舌圧子、診察ベッド、診察台、診察椅子、注射器、ガーゼや脱脂綿、
ピンセット、止血帯、薬品棚、ゴミ箱、紫外線ライト、殺菌圧力器等である。
<2> 保健室
① 保健室の建築面積は 15 平方メートルを以上で、保健室の室内は学校衛生に関する仕事の
内容によって区分けされている。
② 保健室では以下の基本的な設備が必要である。電子視力表、身長計付き体重計、座高計、
血圧計、聴診器、体温計、救急箱、舌圧子、診察ベッド、診察台、診察椅子、止血帯、ゴミ箱
等である。

(3) 『小中学校健康教育指導綱要』 8)
2008 年 12 月には、
「小中学校健康教育指導綱要」が公布された。この綱要には、小中学校の
健康教育について以下 5 つの内容がある。健康行為やライフスタイル、疾病予防、心理健康、
成長発育及び思春期保健、安全応急や危険を避ける方法である。また、小学校から高校まで、5
つのレベルに分け、各レベルには、前述した 5 つの内容を具体的に示した。その 5 つのレベル
は以下の通りである。レベル 1(小学校 1~2 学年)、レベル 2(小学校 3~4 年)、レベル 3(小学校 5~6
年)、レベル 4(中学校の各学年)、レベル 5(高校の各学年)である。
例えば、
「成長発育及び思春期保健」について、レベル 1 では、命の起源、レベル 2 では、人
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間の命の周期(誕生、発育、成熟、衰え、死亡)、体の主な器官の名前や功能、自分を守る方法、
レベル 3 では、思春期の発育発達の特徴、思春期における男女の発育発達の違い、月経に関す
る知識(月経形成や周期の計算)、精通に関する知識、変声期の保健知識、思春期における個人
の衛生知識、体温や脈拍の測り方や意義が含まれる。
(三) 実施方法や保障システムにより、健康教育の実施は、主に科目の教学、講座、ポスター、
ホームルーム等の方法で実施する。科目の教学は毎学期に 6~7 回の授業があり、主な科目は「体
育や健康」である。健康教育の授業は、雨、雪、高温等の室外活動を実施することが困難な日
に行い、学校側が自由に組み合わせることができる。小学校における健康教育は「道徳や生活」、
「道徳や社会」等の科目と連携すべきであり、中学校では「生物」という科目と連携すべきで
ある。
「体育や健康」の授業で、健康教育を教えられない場合、総合時間、ホームルーム等の時
間で、様々な方法で学生に教えるべきであると明記されている。
「小中学校健康教育指導綱要」により、性教育の内容には、基本的な体の発育発達の内容を
含むことが定められた。ただし、性道徳、性心理等の心理面の内容は含まれない。また、
「体育
や健康」の健康教育に関する内容の実施は確保できないことが得た。

(4)『中国児童発展綱要(2011 年－2020 年)』 9)
2011 年に、(中国)国務院が「中国児童発展綱要(2011 年～2020 年)」を公布し、児童の健康、
教育、法的保護や環境の四領域において、児童の発展に関する目標や実施方法について提示し
た。その中で、性教育の目標や実施方法について、以下のように定められた。
「中国児童発展綱
要(2011 年～2020 年)」からは、中国政府の性教育の実施に対する方向性が窺える。この綱要は
10 年ごとに更新される。
その中で、三.発展領域、主要目標と策略や手立ての中で、(一)「児童や健康」<13>児童に性
や生殖に関する健康知識の普及率を引き上げることが目標として掲げられている。
また、具体的な策略の中で、⑨子供の健康を指導する、と掲げられている。これは、
「幼稚園、
小中学校において、学校衛生保健管理を強め、児童に疾病予防、心理健康、成長発育や思春期
保健等に関する教育や指導を行い、児童の心身の健康を守る。具体的な内容として、子供の健
康的な生活習慣やライフスタイルの向上を支援する、また、視力、聴力や口腔保健の面でも、
健康管理をする、また、児童の喫煙すること、飲酒すること、麻薬を吸うこと、児童にタバコ
や法律を違反する薬物を売ることを禁じる」等が挙げられている。
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「⑪児童の生殖健康に関するサービスを強める項目では、性や生殖健康に関する教育を義務
教育に導入し、性や生殖健康に関するサービスを提供できる機構を設置する。児童の年齢によ
り、適当な性や生殖に関する問い合わせ、治療等のサービスを提供する。」と定められている。
この『中国児童発展綱要(2011 年－2020 年)』により、中国政府が児童の健康及び成長に対す
る関心を表し、具体的な発展目標が定められた。

(5) 『義務教育

体育や健康課程標準』 10)

2011 年に中国教育部が「義務教育

体育や健康課程標準」を制定した。この課程標準では、

中国の九年間の義務教育を 4 つのレベルに分ける。これは『小中学校健康教育指導綱要』のレ
ベルのわけ方と同じである。各レベルでは、運動参与、運動機能、身体健康、心理健康や社会
適応の 4 つに内容を分けた。
その中で、性に関する内容と関わる内容はレベル 3(5~6 年学年)やレベル 4(7~9 学年)である。
レベル 3(5~6 学年) で定められている目標の 3 つ目では身体健康の学習目標について、4 つ目に
思春期の発育発達の特徴や保健知識を学ぶことが設定されている。具体的には、男女の思春期
における発育の違い、月経や精通に関する知識、思春期における衛生知識、体育と関わる思春
期の保健常識(例えば、生理期に体育活動を行うときの注意事項等)が含まれる。
レベル 4(7~9 学年) の 3 つ目の学習目標は思春期の保健知識を基本的に身につけることであ
る。具体的には、思春期における心身変化に関する規律により、基本的な保健知識を学ぶ。例
えば、思春期の心理発育の特徴や変化規律、思春期に起こりうる生理問題の予防方法や対応方
法、異性との付き合いの方法、セクシャルハラスメントの予防方法、インターネット依存症の
予防等である。
この「義務教育

体育や健康課程標準」により、義務教育の 5、6 年から性教育を行うべきで

あるとされる。さらに、その中では、体の発育発達の内容だけではなく、心理面の発育やセク
シャルハラスメントの予防方法等の内容も導入するべきだと言われている。

(6) 『中国青少年性健康教育指導綱要(試行版)』 11)
2012 年 3 月に、中国性学会が『中国青少年性健康教育指導綱要(試行版)』
（以下『指導綱要（試
行版）』と記す）を公布した。この『指導綱要（試行版）』は中国教育部が公布した『中小学校
健康教育指導綱要』の後、もう一つの性教育についての参考資料である。
『指導綱要（試行版）』
では、児童の年齢や発達状況により、小学校低学年、小学校高学年、中学校、高校と 4 つの段
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階に分け、以下の 5 つの内容が表されている。
人間関係（家族、友達、社会中の人間関係、結婚や子育て）、コミュニケーションと決定（社
会のルール、性行為の決定方法、性の問題に関する解決方法）、性別（性別の概念、文化との関
係、法律との関係、マスメディアとの関係）、体の発達や生殖の健康（生殖解剖学や生理学、避
妊、思春期に対しての態度、性感染症や AIDS の予防）、性行為である。
この『指導綱要（試行版）』は『小中学校健康教育指導綱要』や中国国内での約 60 校におけ
る 10 年以上の性教育の経験をもとに、香港、台湾やアメリカ、ヨーロッパ、スウェーデン、ナ
イジェリア等の国や地区の性教育に関する資料を参照して、
「国際性教育技術指導綱要」の原則
を基に作られた中国における性教育の指導綱要である。これは中国では一番先進的な性教育に
関する指導綱要であるが、この指導綱要は学会の研究結果に止まり、中国の教育部の許可はま
だ得られなかった。
以上のことにより、現在の中国では、小学校から性教育を行う理論的な根拠があることがわ
かる。さらに、心身の発育発達の内容だけではなく、性道徳、性心理、異性とのコミュニケー
ション等の内容も指導綱要や課程基準に導入され、現在の中国の小学校教育で徐々に重視され
ていることが明らかになった。性教育の教科書、授業作りや教師の育成方法について、現在、
中国で使用している教科書はいくつか種類がある。しかし、大学で使う教科書が多く、小学校
で使う性教育の教科書はまだ試行中である。

(7) 『健康中国 2030 企画綱要』 12)
健康中国の建設を促進するために、2016 年 10 月 25 日に中共中央、国務院により頒布された。
この綱要の頒布は中国国内社会主義現代化の発展に有利なことだけではなく、全世界の健康管
理、国連の「2030 持続的な発展議題」の実現に役立つ。
その中で、第四章「健康教育促進」の第二節「学校健康教育強度の増加」では以下がのべら
れている。まず、健康教育を国民教育体系に組み込み、健康教育を全ての教育段階で重要な部
分として導入する。つぎに、小中学校を重点として、学校健康教育の推進システムを作る。さ
らに、体育教学と教育活動を結び、授業での教育と授業以外の実践を結び、日常的な宣伝教育
と集中的な宣伝それぞれを結びつけることで、健康教育モデルを作る。健康教育を体育教師の
就職前後の訓練内容に導入する。
第五章「自主自立の健康行為作り」の第四節「危険性行為と薬物乱用の危害」では以下が提
唱される。望まない妊娠、STI 及び AIDS に関する病気を予防するために、青少年、出産育児
期の女性を主な対象として、性に関する道徳教育、健康教育及び安全教育を実施することや、
STI 及び AIDS などの疾病に感染する可能性が高い者に対して、総合的な性教育及び関与行動
を実施することである。また、ドラッグの危害、対応と治療方法を十分に宣伝すること、薬物
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乱用者に対する医療システムを作って、早めに発見して治療させること、薬物乱用者のリハビ
リを作って、コミュニティリハビリ、社会復帰のための継続的な活動の機会を作ること、生理
上にドラッグ依頼減少、心理復帰、就職支援、社会回帰のための継続的な活動の機会を作るこ
と、危害の減少を目指すことが述べられた。
第六章 全民体質提高の第四節「重点人群体育活動促進」では、学校の体育教育について規定
された。青少年の体育活動促進計画を実施することで、青少年の運動習慣を育むこと、青少年
が 1 つ以上の体育運動技能ができるように教育すること、学校では体育の時間を 1 時間とする
こと、2030 年までに、学校における体育の施設及び器材の普及率を 100%とし、青少年には毎
週中強度の体育活動を 3 回以上参加させ、国家学生体質健康基準の優秀率を 25%以上にするこ
とが述べられた。
以上の企画綱要により、現在の中国政府は国民の健康、特に青少年の健康を守るために、体
育教育の促進とエイズ予防が重点的に仕事を展開している。今後、健康教育や体育教育がさら
に発展させる時代に入ることが見込められる。

(8) 『中華人民共和国基本医療衛生与健康促進法』 13)
本法律は 2019 年 12 月 28 日に第十三届全国人大常務委員会第十五回会議で定められ、2020
年 6 月 1 日に実施された。この法律は医療衛生と健康事業の促進、公民の基本医療衛生サービ
スの保障、公民の健康水準の上昇、健康中国の促進、以上の四つを目的として憲法によって定
められたものである。
第 68 条では、国家が健康教育を国民教育体系に組み込み、学校は多種の方法で健康教育を実
施することが定められている。この法律は、健康知識、科学知識、救急知識及び技能、学生の
主導的に病気を防ぐ意識を向上させ、学生の良好的な衛生習慣と健康的な行為習慣を養い、学
生の視力低下、肥満等の不良健康状況を減少して改善することを目的に制定された。
学校は規定によって、体育及び健康課程を開設して、体操、目の体操、体能訓練などの活動
を行う。また、学校医を設置し、衛生室及び保健室を作る。県及び県以上の人民政府教育主管
部門が規定に従い、学生体力健康基準を学校考察システムに導入する。
以上のことにより、時代の発展に従って、中国国民の健康に関する法律が更新された。特に、
『中華人民共和国基本医療衛生与健康促進法』が頒布されてから、健康にかかわる事情が法治
化の道路に進めると見込める。しかし、学校保健に関する内容がまだ行政法規の段階に滞り、
今後さらに法治化を発展させる余裕がある。

3.2

中国と日本の保健教育及び保健管理の対比

日本の小学校における保健室や中国の小学校における衛生室の違いを深く理解するために、
法的根拠、設置条件、面積、設備の面から日本の小学校における保健室と中国の小学校におけ
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る衛生室や保健室の違いを分析した。

(1) 法律に関する比較について
日本の学校保健は 19 世紀から発展し始め、そのシステムを整備してきた。日本の学校保健に
関する法律は、主に 5 種類があり、①「日本国憲法」、②「教育基本法」、③「学校教育法・学
校教育法施行令・学校教育法施行規則」、④「学校保健安全法・学校保健安全法施行令・学校保
健安全法施行規則」、⑤「その他の法規」である。日本では、学校保健に関する法律が整備され
ているため、日本の学校保健は順調に発展している。 14)
具体的には、「日本国憲法」第 26 条で定められている教育権は、基本的人権の一つであり、
それを基に作られた「教育基本法」は教育についての原則を定めた法律である。
「学校教育法・
学校教育法施行令・学校保健安全施行規則」は健康診断の内容を示し、
「学校保健安全法・学校
保健安全法施行令・学校保健安全法施行規則」は詳細に学校保健に関する内容を示している。
例えば、学校保健の目的、国及び地方公共団体の義務、学校保健に関する学校の設置者の義務、
学校保健計画の策定、学校安全計画の策定などである。
「その他の法規」においては、学校給食
法、予防接種法、児童虐待の防止に関する法律など、子供の生活の各方面に関する法律を定め
ている。 14)
現在の中国において、学校保健に関する法律はまだ不完全である。それは主に前述した④「学
校保健安全法・学校保健安全法施行令・学校保健安全法施行規則」のような法律、法規がない
ことに起因している。教育権が基本的人権として挙げられる「中華人民共和国憲法」、教育につ
いての原則を定めた「中華人民共和国教育法」、義務教育に関する「中華人民共和国義務教育法」、
学生の身体の検査制度を定めた「中国人民共和国体育法」、そして、生活の各方面に関する法律
（「中華人民共和国道路交通安全法」と実施条例、「中華人民共和国食品安全法」、「中華人民共
和国伝染病防治法」など）があるが、学校保健に関する内容を示す法令は「学校衛生工作条例」
のみである。学校保健に関する法律が整備されていないことは、現在の中国の小学校における
衛生室（保健室）の設置や性教育の実施に対して、大きな障害である。 15)
詳細に対比してみると、日本では「学校教育法」の第 37 条において、「小学校には、校長、
教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」と定められている。つまり、養
護教諭の設置は小学生の人数とは関係なく、小学校の設立の必要な条件である。日本が児童生
徒の健康を重視していることは、この学校教育法から見て取ることができる。しかし、中国で
1990 年 6 月に公布された「学校衛生工作条例」 6) の第 20 条によれば、「学生の人数が 600 人以
上の都市の小学校、中学校と村の中心小学校と中学校において、600 人に一人の割合で医療知
識がある職員が必要である。600 人に満たない学校では、兼任あるいは専任の保健教師を募集
することができる」と定められている。この条例によると、中国では小学校において「学校医」
の設置は学校設立の必須条件ではない。
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(2) 日本の小学校の保健室と中国の小学校の衛生室や保健室の比較

7), 16), 17), 18), 19), 20), 21)

表 1 によって、中国では、衛生室や保健室に関する法律は日本より、まだ完備されていない。
そして、衛生室や保健室の設置条件や設備の要求に関するルールはまだ確と定められないこと
が明らかになった。日中に関する対比は以下の通りである。日本の小学校では、学校保健に関
する各方面の業務が法律で定められているが、中国の場合は、小学校の保健室の設置条件（例
えば、保健室の面積、必要な測定機器など）や教員が担当する仕事などを「国家学校体育衛生
条件試行基本標準」で定めているものの、法律で明確に示されてはいない。
また、中国の学校における校医または保健教師の設置条件は、学生人数、宿舎があるかどう
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かと関係がある。しかし、尚大光(1997) 22)が 1994 年に実施した調査によれば、学校衛生人員(校
医または保健教師)が配置されていなかった学校は 43.0%を占めた。仇元営ら(2014) 23) が 2007
年に 8 省で調査した結果によれば、専業校医の配置率は 9.65%であった。崔旭(2017) 24)が 2016
年に日本の中国人留学生(130 名)に対して行った質問紙調査によると、調査対象者が小学校に就
学した時点での衛生室または保健室の設置率は 6 割以上を占めたという結果が得られた。姚海
舟ら(2018) 25)が中国 16 省で小、中学校の校医配置状況を調査した結果によると、校医の配置率
は 33.1%であった。以上の調査は中国全域における学校の校医の設置率を調べては、校医の設
置が足りないことが証明された。

(3) 日本の小学校における養護教諭と中国の小学校における保健教師や校医の比較
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表 2 には、法的根拠、必要な資格、仕事の内容の面から、日本の小学校における養護教諭と、
中国における校医や保健教師の違いを分析した。①中国では、校医や保健教師に関する法律は
まだ完備されていない。日本の養護教諭のような、校医や保健教師になる専門資格はない。②
仕事の内容については、中国の校医や保健教師は専ら児童生徒の健康を守るのが主な仕事とで
あり、学校内における連携、また保護者や医療関係者や福祉関係者など地域の関係機関・地域
住民の連携という仕事はきちんと定められない。一方、日本の養護教諭は保護者、医療関係者
や福祉関係者など地域の関係機関・地域住民の連携を重要視しており、地域の健康促進に役立
つ。さらに、日本の養護教諭は投薬及び注射の仕事はない。このため、学校を教育の場として
保証できる一方、医療事故を避けることができる。
学校は小さな社会と見られ、義務教育段階の学校に保健室または衛生室を作ることによって、
児童生徒は助けを求める場所が存在することを理解できる。そうすると、社会に出て、もし何
か問題が生じた時、助けを求める能力を持つようになれると考える。また、休憩できる場所と
して、心の悩み、生活での困難などを保健教師または校医に伝えるようになる。従って、義務
教育段階で保健教師または校医の設置は必要である。

3.3

性教育の発展

劉文利(2011) 28)によると、中国で性教育の歴史は 1922 年に遡ることができるとされる。1922
年に中国の教育部が新しい学制を公布したため、学者たちは多くの論文で性教育の重要性を強
調した。その中で、最も大きい影響を及ぼしたものは、
「教育雑誌」に掲載された性教育につい
ての論文であり、その中では性教育の意義、内容、課時や方法等が紹介された。1920～30 年代
から、張競生、周作人、藩光旦等の学者が学校で性教育を行うことを主張し始めた。1928 年に
周献人が著した『性教育』が商務印書館により出版された。この本では『性教育』という本で
は性教育の重要性、性教育の歴史や問題、性の由来、性の倫理問題等について説明されている。
さらに、劉文利(2011) 28) は、1929 年、教育部が「学校衛生実施方案」(728 号)を公布したこと
で、性教育は一科目として設置することが定められたことを明記した。しかし、王曦影、王怡
然(2012) 29)は現在の中国において、性教育が一科目として実施されてはこなかったと指摘した。
劉文利(2008) 30) によると、1949 年からの中国での性教育の発展は主に以下の 3 つの段階に分
類されるとした。停滞段階(1949～1977 年)、芽吹き段階(1978～1987 年)、発展段階(1988 年～現
在)である。また、朱広栄ら(2005) 31)が中国における性教育の発展を 4 段階に分けた。この 2 種
類の分け方をまとめて、北大法宝綱で最新の法律を探すことにより、中国の性教育の発展につ
いてのこの 2 種類の分類をまとめたのが以下の表である。特に、第四段階における発展によれ
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ば、中国政府が AIDS に関わる政策が作られる傾向が見られる。
表3
性教育の
発展段階
第一段階
(停滞段階)
(1949～1977
年)

第二段階
(芽吹き段階)
(1978～1987
年)

第三段階
(発展段階)
(1988～1993
年)

中国における性教育の発展段階(1949 年~現在)
主な発展状況

①1955 年、『性的知識』(王文彬、趙志一、譚銘勲。人民衛生出版社)の出版
②1957 年、中国共産党八届三中全会で、毛沢東主席から中学校における計
画生育に関する課程を開設するという意見の提出
③1962 年からの 4 年間では、葉恭紹教授をリーダーとする北京市児童青少
年衛生研究組が、中国北京市の景山学校で児童生徒の発達状況を調査
④1962 年、周恩来総理が青少年学生に対する講話で、「16 歳以上の青年男
女(結婚を問わず)に対して、産児制限の知識を教える」と述べた。
⑤1963 年 3 月、全国衛生科技計画会議では、周総理は青少年に性教育を普
及することを強調した。女性は生理が来る前、男性は遺精が来る前に性に
関する知識を教えることとなった。これは単純な科学教育だけではなく、
迷信を破ること及び古い風俗習慣を改めることに対して重要であった。
⑥1952 年、1956 年、1963 年に「中学校生物教学大綱」の公布により、人民
教育出版社の教材で生殖に関する内容の導入
①1978 年、十年制中学校における「生理衛生大綱」(試行草案)の提出。思
春期衛生の重要視、晩婚、計画生育の強調
②1979 年、
「中華人民共和国刑法」が頒布され、性に関する犯罪に対して明
確な規定をし、青少年の性権利を保障した。
「小中学生衛生工作暫行規定」(教育部や衛生部連合公布)
③1980 年、上海市教育局が試行の中学校における思春期性教育の実施
④1981 年、国家教委が高校で受講する「人口教育」の課程の開設、高校生
に対する生理知識及び人口基礎知識の指導を行うべきだという意見の提出
⑤1984 年に北京市教育局体衛処より、
「思春期衛生教育課教研小組」の設立
⑥1985 年、「性知識ハンドブック」の出版(阮芳斌等、科学技術文献出版社)
⑦1986 年、上海社会科学院姚佩宽等の研究者が編集した「思春期教育」の
出版
①1988 年、姚佩宽をリーダーとして、思春期教育研究を行った。上海、山
西、沈陽、武漢において質問紙調査をした。1990 年に「思春期教育調査報
告書」を公布した。
②1988 年 8 月 24 日、国家教育委員会、衛生部及び国家計画生育委員会が「中
学校における思春期教育を行う通知」を頒布した。
③1990 年 8 月に「中華人民共和国 AIDS 予防及びコントロール中期計画」
(1990〜1992 年)が頒布され、青年は最も活躍的なグループであり、特別教
育を行う必要があると定められた。中学校、高校、大学の教師は省級政府
がトレーニングすることとなった。女性及び児童に関する仕事を担当する
公務員は、AIDS 及び STI の流行状況を市民に周知し、母親、幼児、子供及
び思春期の女性に基本的な衛生サービスを提供すべきであるとされた。
④1989 年～1990 年、劉達臨をリーダーとして、中国二万例性文明調査を行
った。「中国当代性文化―中国二万例“性文明”調査報告」を公布した。
⑤1990 年 4 月、中国国務院の許可を得てから、6 月に教育部及び衛生部が
「学校衛生工作条例」を頒布した。
⑥1991 年 9 月、第七回全国人民代表大会常務委員会第二十一次会議によっ
て、1991 年 4 月中華人民共和国主席令第 50 号公布、1992 年 1 月 1 日に「中
華人民共和国未成年保護法」が頒布された。
⑦1991 年 12 月に、中国が「児童権利公約」にサインした。
⑧1992 年 9 月 8 日に、衛生部及び国家教委は共同的に「小中学校健康教育
基本要求(試行)」及び「大学生健康教育基本要求(試行)」を頒布し、思春期
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第四段階
(新たな発展段
階)
(1994~今まで)

教育は性生理、性心理、性道徳教育の 3 つであるとされた。
⑨1991~1995 年、潘綏銘をリーダーとして、北京地区における大学生の性観
念や性行為のサンプリング調査を行い、1997 年に全国 150 の大学で大学の
人間関係や性行為について調査し、
「中国当代大学生の性観念や性行為」を
公布した。
①1994 年に国際人口と発展大会が行われ、
「行動綱領」が作られた。この「行
動綱領」が中国の人口政策作成に重要な影響を及ぼした。1995 年に国家計
画生育委員会が「中国計画生育工作綱要(1995〜2000 年)」を頒布し、「中学
校(農村部は高校)の課程には、人口、国情国勢及び思春期教育を行うべきで
ある」と定めた。
②1997 年 12 月 30 日に頒布した「インターネット国際安全保護管理方法」
によって、インターネットを用いた迷信、淫猥、ポルノ、暴力、凶殺、恐
怖、犯罪誘導に関する情報流布、宣伝の禁止が定められた。
③1998 年に「中国における AIDS 予防及びコントロールの中長期計画」(1998
〜2010 年)が頒布された。
④2001 年 11 月に「中国における AIDS の抑制及び予防の行動計画」(2001
〜2005 年)によって、「小中学校健康教育基本要求」、「大学生健康教育基本
要求」に従い、AIDS 及び STI に関する知識教育を学校の教学計画に導入し
始めた。
⑤2002 年 9 月 1 日に中国全国における「中華人民共和国人口と計画生育法」
が実施され、2015 年に修正された。主に修正した内容 は、一.「一人っ子」
政策の実施中止、「全面二子」政策の全面実施; 二. 計画生育政策に応じる
相当的なサービスの提供：全面二子政策の実施に相応しくない奨励制度の
中止と唯一を失う両親への補助政策の継続; 生育休みの延長奨励及びその
他の福利サービス; 夫婦双方が自主的に避妊方法を選ぶことである。
⑥2003 年 2 月 20 日に、教育部が「小中学校 AIDS 予防教育指導綱要」、
「小
中学校薬物乱用予防教育指導綱要」、「小中学校学生環境教育指導綱要」を
頒布した。
⑦2005〜2019 年、北大法宝網 で「艾滋病」(AIDS)を検索した結果、AIDS
に関する行政法規は 15 本あり、団体規定は 5 本あることがわかった。この
中で、最も重要なのは 2006 年「AIDS 防治条例」を頒布したものである。
2019 年に「AIDS 防治条例」に更新された。主な変更内容は輸入血液製品に
関するものである。
⑧2003〜2020 年、衛生部及び教育部が頒布した AIDS 教育に関する規定は、
13 本がある。AIDS に関する教育は益々重視されるようになった。
⑨2020 年 10 月 21 日に、
「中華人民共和国未成年人保護法(修訂草案)」が第
13 届全国人大常委会第十四次会議一次審議に提出され、未成年者に対して
性教育を実施することが可決された。ここで初めて「性教育」という名称
が正式に法律で定められた。 32)

呉光芸ら(2018) 33) は性教育の思想論争について、主に以下の二グループに分けられたと指摘
した。支持グループは主に教育部、衛生部、元国家計画生育委員会等の中央政府部門及び学者、
大部分の学校教師、保護者などである。反対グループは、主に社会公衆及び小部分の学校教師
及び保護者である。特に、郭瑞雪ら(2012) 34) の研究結果では、低学歴の保護者より、高学歴の
保護者のほうが青少年に対する性教育を実施しやすくなると指摘された。また、家庭教育では
主動的に子供に性教育を実施する保護者の割合が増加していることも指摘された。しかし、中
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国の伝統文化には、性に関することは恥ずかしくて言いづらいことであるため、家庭教育では
性教育を実施しない家庭がある。従って、性教育を義務教育段階に導入すべきだと考えている。

表4
信念体系
思想の起源

規範的な性に関する価値観
政
策
の
核
心

青少年性教育の結果

支持グループ
西洋からの「性自由」、
「性解放」
の思想運動
性教育権
性に関する人権には、全面的、
開放的な性教育を受ける権利
がある

積極的な効果
AIDS の予防; 不健康的な思想
の廃絶；未成年妊娠及び妊娠中
絶等の予防

青少年性教育不足の厳重性

家庭を中心とし、学校及び社会
を副次的な中心とする青少年
性教育体系
性知識教育、性安全教育と性道
徳教育
総合的な性教育
非常に重要、政府、社会及び家
庭の協力が必要

青少年性教育政策のコスト
−収益比率

性教育政策作成及び実施のコ
ストが青少年性教育不足のコ
ストより低い

誰が性教育の担当者
性教育の内容
青少年性教育モデル
二
次
的
な
方
面

性教育をめぐる論争について
反対グループ
伝統的な封建 倫理 道
徳の性禁固思想
性本能論
年齢の増加に 伴い 、
性に関する知 識を 自
然に受けるこ とが で
きるため、専 門的 な
教育は必要ではない
マイナス効果
青少年の早過 ぎる 性
行為、青少年 犯罪 の
誘発、仕事及 び勉 強
に悪影響をもたらす
特定の教員及 び専 門
的な人員に対 する 性
教育活動
結婚前の性交 渉の 危
害性、結婚前の禁欲
禁欲的な性教育
プライベートな話
題、政府が干 与し な
い方が良い
各政府部門及 び学 校
の青少年性教 育の 政
策実施予算は 高く 、
財政支出は多い

性教育学者と性社会学学者の間では、協力姿勢と論争が存在している。性社会学における調
査及びデータは、性教育の実施及び改善にとって重要な参考資料である。性教育学は、性に関
する社会の倫理、価値観を喧伝し、社会の秩序を維持する。一方、性社会学における専門家の
中には、性教育を反対するものがいる。その中で、最も重要な反対理由は、性に関する知識は、
日常生活で他人とのコミュニケーションなどによって、習得できると思われるということであ
る。しかし、21 世紀には新聞、テレビ、特にインターネットなどのマスメディアが人間の行動
方法及び物事の思考ロジックを変化させた。日本における「引きこもり族」のような若者が中
国にも徐々に増えている。このため、フィクション世界及び現実世界が混ざり合い、恋人を探
す能力、動物世界では求愛行為と言われる行為が弱くなる。これは、確かに人類の間における
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紛争、矛盾を抑えられるが、人類の存在や、多民族、多文化の存在を脅かす可能性がある。ま
た、性社会学者が性教育を反対する 2 番目の理由は、性教育の実施は、性に対するステレオタ
イプを生み出す可能性があるということである。性教育の中で、個人の自己実現との間にある
避妊教育、同性愛者のこと、男女平等は本当に存在しているかどうかの議論、女性の自己実現
及び子育てにまつわる矛盾に関することは、全て教えると考えられる。特に、女性の自己実現
について、日中の間の社会・教育背景の相違から相互に参考にできる部分がある。あるいは、
社会で性をめぐる問題に関する討論は、性教育の一種である。性教育の実施については、アジ
ア諸国において、それぞれの文化背景及び論争がある。しかしながら、生理的な性別と自己認
識の性別が違う人間の権利が徐々に実現される時代には、性教育の普及が期待されている。
現代中国において、性教育に従事する多くの研究者は、性教育を一科目として教えるべきだ
と考えている(王曦影、王怡然, 2012)29) 。従って、具体的に性教育の法律、指導要領、教科書、
授業や教師の設置等、実際の性教育の実施方法について、多くの研究者が研究しており、結果
として指導要領、課程標準が完成した。
現在、中国における性に関する知識の授業は、主に中学校では生物あるいは体育の授業で教
える。中学校、高校で性教育の講座を行い、性に関する知識を普及させることもある。また、
生物、体育、品徳等の課程でも性教育の内容が含まれる。そして、中国の性教育は主に中学校
2 年あるいは 3 年から始まっており、小学校での性教育はまだ不十分であることが伺える。さ
らに、エイズ教育の実施方法について、崔旭・笠井直美(2019) 35) によれば、学校教育でのエイ
ズ教育は、感染経路、検査方法などの科学的な知識を正しく教えることはもちろん重要である
一方、エイズ患者及び HIV 感染者に対する理解や尊重も重要な課題としてエイズ教育に導入す
べきだと考えると明記した。
性教育を一科目として実施する可能性については、教育財源の有限性、中国の広さ及び現時
点での各省の経済発展の差を考えると、非常に低いと考えられる。校医の配置率の低さを考え
ると、日本の義務教育段階における性教育の実施のように、保健体育及び養護教諭と連携しな
がら実施する方法がより実現しやすいと考えられる。さらに、校医に対して、性教育という授
業方法や、教育心理学及び児童生徒の発育発達に関する知識を重点的に教えるべきである。こ
の方法によって、校医の設置を推進することもできるし、性教育の実施もある程度進めること
ができると考える。
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4 結論
(1) 中国の義務教育段階における保健教育及び保健管理は国勢に応じて、特有の保健教師及び
校医が同時に存在するシステムが作られた。しかし、学校保健に関する法律はまだ少なく、
発展させるべきである。
(2) 日本における養護教諭の職務は明確に定められている。一方、中国における保健教師及び
校医の職務が違い、明確に定められていない現状もある。今後、日本の養護教諭及び校医(保
健教師)の職務についてさらに比較研究をすべきである。
(3) 中国における性教育は、益々法律上及び制度上支持されてきている。しかし、一科目とし
て学校教育に導入することはまだ難しいとされる場面もある。従って、日本の養護教諭と保
健体育教員による連携方法をさらに探求する価値がある。
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