
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年最後の、三連休が終わりました。  
 震災や放射能で苦しんでいる東北三県の方々には、たいへん心苦しいことですが、

今年は観光客の流れが変わり長野県や群馬県に入りこみが増えたと報道されていま

した。私のホテルも昨年並みかと思っていたところ、ネットで次から次に予約が入

り満室になってしまいあわててしまいました。 
 戦後日本の復興の大要因が朝鮮戦争による特需でした。多くの人命の犠牲のうえ

に日本が早く立ち直れ、世界第二位の経済大国として謳歌できました。 
 たった二日間の特需でしたが、少しは息がつけました。 
 

 

 

・ 10/16(日)地区大会は午前 7 時にホテル岡谷を出発します。地区大会議には岡谷

に戻り懇親会を行います。また、当日は午前 6時 30分より諏訪湖周一斉清掃が

行われます。出来れば昨年度の誕生祝いの揃いのジャンパーを着用していただ

ければと思います。 

 

 

親睦委員会  10/18 の親睦ゴルフコンペには多くの方に申し込み頂きありがとう

ございました。諏訪湖 CC 1 組目スタート 9:24 

職業奉仕･保健委員会  10/25(火)の例会は職場訪問を行います。場所は梅垣会員

の㈱コーエキさんです。いつも通り例会を済ませ、食事をしてから移動します。ホ

テル岡谷さんのマイクロバスが出ます。よろしくお願いします。        

委員会報告 

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶 
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 皆さん、こんにちは！これから中国の大学について、信州大学環境機能

工学科３年の周玉清が発表させていただきます。 

今回私はなぜこのテーマを選んだかといいますと、日本へ留学する前

に、私は中国の大学に半年ぐらい通いました。信州大学に入ってから、大学の雰囲気から

教育まで、さすがに中国の大学と違うと感じましたので、今日は中国の大学を紹介しようと

思いました。 

 

大学の歴史は大学に対する定義によると、高等教育機関の歴史と近代西欧語の大学

の歴史に分けられます。 

単に高等教育機関という意味でとらえれば、その歴史は、紀元前 7 世紀創設のタキシラ

の僧院が最古のものとなります。タキシラ僧院では卒業生に学位にあたるものを与えており、

世界遺産の遺跡がある現在のイスラマバード北西、パキスタンのタキシラにありましたが、

西暦 6 世紀に街と共に破壊されました。古代インドでは、 タキシラ、ナーランダ、ヴィクラマ

シラー、 カーンチプラムは学問の中心地として存在していました。 

 紀元前 5 世紀設立のナーランダ大学は、インドのナーランダに所在し、仏教の学問研究

で有名で、学位にあたるものの授与のほかに、今の大学院にあたるコースもあり、中国、東

アジア、中央アジア、東南アジア、ペルシャ、中東からも人々が学びに来ていました。 

紀元前 387 年にギリシャの哲学者プラトンが作ったアカデメイア（ギリシャ・アテナイ, 

Αθήναι）では、数学、哲学等を教えており、十字軍以降イスラム世界を通じて中世ヨーロッ

パの大学成立に大きい影響を及ぼしました。その他にもギリシャでは、ヒッポクラテスの故

郷コス島には医学校、ロードス島には哲学の学校があり、アレクサンドリアには博物館・図

書館がありました。 

 紀元前 124 年に漢朝では、官僚養成学校である大学が設立され、それ以後は、国子監

と呼ばれました。しかし、高等教育機関の名として大学の名称が周のものとして伝えられる

ものに由来することが有名です。ちなみに、中国では 976 年（北宋時代）には岳麓書院が

創設されました。 

 

大学を近代西欧語の大学という意味でとらえれば、その歴史は、11世紀-12世紀に始ま

ります。 

最古の大学として、イタリアの"Alma Mater Studiorum" （1088 年設立、現在のボローニ

ャ大学）が、自由都市国家のボローニャに市民達によって開設されました。その後、イング

ランドのオックスフォード大学（同大学より 1209 年に分離してケンブリッジ大学が誕生）、フ

ランスのパリ大学、スコットランドのグラスゴー大学と開設されていました。もともとはラテン

語の "universitas"を起源とし、学生のギルド（組合）から始まる。世界最初の校則は、学生

のギルドから教師達への規則（「学生ギルドに無断で授業を休まない」「学生ギルドに無断

で都市からでない」など）として作られました。その後、教師のギルドも作られ、連合体を意

味するようになります。ギルド=組合を意味する大学は、学生間で上下関係がなく、日本語

の訳語としては「大学」ではなく「組合」とした方が原義に近いと思います。 

 

卓 話 ｢大学の歴史と中国の大学について｣ 
米山奨学生 周玉清さん 



 

 

◎近代以後の発展 

・  米国では 1636 年にハーバード大学（最初は Harvard College として）が、続いて 1693

年にウィリアム・アンド・メアリー大学 (College of William and Mary) が設立され、1749 年

にはペンシルベニア大学(University of Pennsylvania) が誕生しました。 

・ イギリスでは、教会の主導の下、中世のギルド的な大学の伝統に従った貴族による教育

が大学で行なわれており、研究は民間のアカデミーで進められ、発表されていました。 

・ フランスでは 1806年にナポレオンによって、かつての地方大学が専門学校へと引き下げ

られ、新設された帝国大学が指導監督し、国家が国民の教育にあたるというモデルが採

用され、研究はやはりアカデミーで進められるものでした。 

 また、19 世紀に至ると、歴史学、社会学、教育学、民俗学など新たな学問分野が生じ、

数学、物理学、化学など既存の学問分野も急速な発展を遂げただけでなく、哲学から心

理学、哲学史が分離するなどして今日の大学の基本的な諸分野が、ほぼその骨格を現す

ことになりました。 

 20 世紀になってからは、欧米以外の世界の各国でも多くの大学が誕生してくるようになり

ました。ヨーロッパでは、人文自然科学でも理論的な学問研究が、大学の主要学部とみな

されました。また、経営学や音楽、美術、工学などの単科大学はやや差別的な位置づけを

されていました。 

 21 世紀に入ると、情報科学、社会福祉、都市開発などで従来にはなかったような新しい

コンセプトの学部も、世界各国のそれぞれの国内事情に対応して誕生するようになってき

ました。ちなみに、近年、環境問題に注目することにより、環境学科が誕生するようになっ

てきました。 

  

 それでは、中国では大学がどうやって誕生してきたのを話したいと思います。 

 1895 年北洋西洋学校（今の天津大学）は中国の近代史の上一番初めの大学として、創

立されました。当時日本の学校は最も重要な参考対象になっています。 

1898 年、清朝政府により、京師大学堂として、北京に設立されました。辛亥革命のため、

1912年名称を北京大学に変更しました。北京大学は中国一番初めの国立総合大学です。  

 大学は小さい社会だと思います。勉強はもちろん大事ですが、コミュニケーション能力を

高めるために、人と付き合うことも大事ではないでしょうか？みんなと一緒の寮生活は、自

分の思いとおりにならないこともありますけれども、そこから人と人の調和をする能力を習え

ます。 

 中国の大学では普通二万から三万ぐらいの学生さんがいます。このぐらいの人数の食事を

提供しますので、食堂がとても広いです。大学は少なくとも 5 個の食堂があります。 

 しかし、たくさんの食堂があるにしても、ご飯を食べる時間になると、長い列に並びます。時

間を節約するために、すべての学生さんが食堂カードを利用する必要があります。 

 毎年学校が体育館で運動会を行います。普段、体育館ではバスケットボールやバドミントン

やサッカーなどのスポーツをやります。映画館もあることにびっくりしました。中国の大学にい

た時、新入生の歓迎会は映画館でやった記憶があります。 

 また一部の大学の中で病院があります。わざわざ大学の中に病院を作る理由があります。

大都市の場合、大学は郊外に建てられているケースが多いです。郊外では病院がきわめ

て少ないですから、学校で調子がわるくなったとき、すぐ診査できるように、病院を作りまし

た。大学の中の病院は普通学生と先生たちに向けますが、急用の場合はもちろん診査し
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てもらえます。診査料金なんですが、安いところなんと１５円です。診査科目は内科と外科

があります。お薬の料金が別途にかからないです。 

 つづいて、大学の活動を紹介したいと思います。まず大学に入ると、軍事訓練が義務に

なります。サークルに参加することも楽しめます。また卒業する前にインターンシップに参

加することも大事です。<中華人民共和国国防教育法>によって、大学生の新入生は正規

の軍事訓練を受けます。軍事訓練はいつも学校が始まる前(中国大学は１０月ごろ学校始

まる)に受けます。普通１０日ぐらいです。軍事訓練の意義があるんですが、愛国主義精神

と国防の観念を強めます。 確固たる意志を育成します。集団主義精神を形作ります。 

 ４年生になるとインターンシップに参加することが必要です。期間は半年から 1 年ぐらい

です。給料あるところもあるし、ないところもあります。学校が学生のインターンシップの証

明が必要です。インターシップ参加したことない人が就職する時難しくなります。 

 最後は大学の教育について話します。1895 年日本の学校の教育モデルは最も重要な

参考対象になっていきました。1912 年中華民国は成立して、米国の大学の制度を見習う

ことに変わりました。中華人民共和国の初めのころはすべてソ連式の教育でした。1978 年

改革開放以後で、だんだん民国の道を回復して、米国の大学の教育モデルが華人地区

の主な参考ポイントになっています。 

 今大学学科分類は大体この 12 つがあります。哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史

学、理学、工学、農業学、医学、軍事学、管理学。このうち、軍事学と管理学を少し紹介し

たいです。 

軍事学では軍事歴史、 軍事政治学、 軍事経済学、 暗号学などの勉強ができます。 

卒業進路はこの四つが多いです。軍隊にはいります。 学校に留任して、研究をつづけ

ます。研究所にはいります。政府で仕事します。 

管理学では企業管理（ＨＲなど）旅行管理 公共事業管理 農業経済管理などの勉強が

できます。管理学の勉強により、管理技能を身に付けられます。管理技能は以下の三つが

あります。①技術技能（Technical Skills）というのは 専門知識と技術を生かす ことです。

②人間関係技能（ Human Skills ）というのは 人を理解し激励することです。③概念技能

（Conceptual Skills）というのは複雑な問題に冷静に分析し、判断することです。 

最後は中国教育では有名な 211 工程を紹介します。211 工程は中国教育部が 1995 年に

定めたもので、21世紀に向けて中国の 100の大学に重点的に投資していくとしたものです。

これら大学は「211 工程重点大学」あるいは「211 重点大学」と呼ばれ、それまでの「国家重

点大学」という言葉に取って替わりました。現在、普通大学が 109 校、軍学校が 3 校、合計 

112 校があります（2009 年 1 月）。 

 

 

 

 

カウンセラー竹村利之様 
(長野西ＲＣ) 



 

 

 

井上保子・太田博久・大橋正明・小口成人・小口雅弘・小口泰史・尾関秀雄・小野 

仁・笠原祥一・北澤洋之介・小松正二・佐藤有司・竹村一幸・中嶋孝一・中畑隆一・

濵 透・林広一郎・林 裕彦・林 靖高・原 史郎・平沢清文・藤森睦美・宮坂 伸・

宮澤由己・矢島 進・矢島 實・山岡晴男・山岡正邦・山岸邦太郎・山崎典夫  米

山奨学生周玉清さんと長野西ロータリークラブ竹村利之カウンセラー様ようこそい

らっしゃいました。どうぞよろしくお願いします。 

高木昭好  第 57回岡谷せせらぎ会リサイタルを 10月 29日(土)カノラホールで開

演致します。盛り沢山の内容で楽しんでいただけると思います。是非聴いて下さい。

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

会員数４７名、出席者３３名、出席率７３.３３％、前々回訂正８０.４３％ 
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