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創立 1991 年 5 月 20 日
◇事務局

「 ひとつの心で 」

祥一

不登校の現状と対策
今、全国で学校へ行けない子、いわゆる不登校児が小、
中学校で 18 万人に達するといわれています。
おおよそ、小学校では 300 人に 1 人、中学校では 35 人
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出席率

本 日
785 回

46 名

42 名

32 名

−

76.19%

前々回
783 回

46 名

42 名

33 名

5名

90.48%

＜幹事報告＞

幹事

足立

常孝

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーより
・新ロータリークラブ設立に向けてのご案内

＜本日のプログラム＞
国際奉仕委員会
本日は講師

張

田中委員長

麗花さんをお迎えして卓話を頂きま

す。
張さんは、高山市交際交流員であり、雲南大学外国語学
院日本語学部で日本で言う助教授をしてみえます。

に１人の計算になります。
高山市ではどうかといいますと、小学校では全国平均、

高山市国際交流員

張

麗花

様

中学校では 2 割くらい少ないといわれています。
主な原因として、いじめ、いじめ以外の人間関係、学業

日本とのかかわりを話そうと思いましたら、雲南省の歴

の不振、親子関係を含む家庭生活、先生との問題、クラブ

史を語らなければならなくなり、各時期に発生した歴史的

活動への不適合、情緒的混乱、病気、様々な原因がありま

大事件を中心に、雲南省の歴史の歩みを整理して話します。

す。
こういう子どもたちにどのように対応していけばいい
かといいますと、こういう子供たちは、学校へ｢行かない｣
のじゃなく、｢いけない｣子どもたちであることを認識し、
声かけ一つにしても、「がんばれよ」とプレッシャーを掛
けるのではなく「がんばっているね」と声かけてやるのも
大事なことであると思います。
不登校の中にも、学校は行けるけれど教室に入れない子
（保健室等で過ごす）、特別支援教室にはいける子、全く
外に出ることもできない子とさまざまです。
高山市では、そういう子どもたちの施設として、一ノ宮
町に「であい塾」を設け教員免許を持つ先生が常駐して対
応に当たっています。
場所は、一ノ宮支所の隣、昔の診療所の先生の自宅です。
現在 10 人くらいの児童、生徒が通っています。こういっ

●早期
元謀原人

約 170 万年前の原人化石、北京原人（145

万年）より古い原人。
●庄跤入滇

た子どもたちをなくすことはできませんが、少しでも集団

戦国時代末期に、楚国の王が雲南の土地を征服するた

生活になじめたり、普通の学校生活に近づけるようにしな

めに、大将庄跤が雲南の地に派遣され、昆明を中心に滇国

ければならないと思います。

を建国する。
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古代から前近代までの雲南・昆明の歴史も、中央政

●三国時代（220-265）
昆明豪族の叛乱を鎮圧するため、蜀諸葛孔明が出兵。

府から距離があり、東南アジアと密接に接するという
地理上の特性からも綿々と興味深い展開が繰り広げ

●フビライ軍の侵入
1253 年、フビライは官を派遣して、中国雲南に行省を

られてきた。この１００年近い近・現代史でも、まさ

置き、省都を大理から昆明に移した。事実上でフビライの

に雲南昆明は、
「熱血昆明」というにふさわしい激し

庶子フゲチを祖とする梁王家の世襲の所領とされた。

い歴史の舞台となる。帝国主義列強によるアジア・中

●明朝による支配：「土流兼治」と漢民族の大量流入

国侵略の時代や、日中戦争・第２次世界大戦期の戦略

●清の支配

的なポジションだけでなく、重九起義、護国運動、西

（1）呉三桂入滇

南連合大学などに象徴される革命民主機運の髙まり

（2）改土帰流：改土帰流とは士司・士官を廃して流官（中

と運動・行動の勢いの広がりという観点からの雲南昆

央政府から派遣された正式の官吏）を設置し、その

明の役割なども、大変興味深い。更に社会主義時代に

地方を内地同様の州県制によって治めるということ

入り、土地改革・急進主義政策による大躍進・文化大

で、中央政府による直接統治をめざすものであった。

革命時代の知識青年の大移入・１９７９年から１０年
間にわたる中越衝突・1975 年のイスラム村民に対す

●近代以降
（1）辛亥革命と将軍蔡鍔の昆明挙兵

る過激の武装鎮圧・メコン流域の開発と自由貿易をめ

1911 年

（2）将軍蔡鍔らによる護国運動 1915 年

ぐる東南アジア諸国との交流の進み等、中国ないし東

（3）第二次世界大戦時期の雲南省

南アジア地域における雲南省は大変重要な存在とし

・西南連合大学：高等教育機関の南西内陸部への疎開。

てますます意識されるようになっています。以上です。

国立西南聯合大学は北京大学、清華大学、南開大学が
聯合したもので、中山大学、同済大学、雲南大学を加

異文化環境で生活している皆様方とともに、古里雲

え、当時中国の教育中心地の一つとなった。

南省を再び眺められたことは、何より貴重な経験です。

・援蒋ルート：米英ソ等は蒋介石を援助するためのル

大変限られた知識範囲ではありますが、話をさせて頂

ート（ビルマロード）

きありがとうございました。

・騰沖戦：1944 年 5 月より、中国遠征軍はビルマロ
ードを回復するために、騰沖の日本軍との間で、激し
い攻防戦が繰り広げられた。中国側死者約１万。
・昆明空爆：最初の空爆は 1938 年 9 月 28 日。1938
年から 1944 年にかけて、日本軍は昆明に対して 54
回の空爆を行ったということ。
（4）内戦時期：
・1945 年 12 月 1 日に国民党当局が昆明学生の民主運
動を鎮圧するために「１２・１事件」を起こした。
・1946 年 7 月

李公朴、聞一多の暗殺事件。

・1949 年 12 月 9 日、中国雲南省主席盧漢の蜂起と雲
南省の無血解放。
・1950 年 3 月雲南省人民政府成立
＜ニコニコＢＯＸ＞
高山西ＲＣの谷井様・国際交流委員の張様のご来訪を歓

実家の隋縁寺の庫裡建設の資金めどがたち、いよいよ

迎いたします。また張様の卓話を楽しみにしております。

来月末から取り壊しにかかります。高原建機さんに安く

本日はようこそおいで下さいました。

壊して頂きます。よろしくお願い致します。
理事役員一同

三枝

祥一

高山西ＲＣの谷井さんご来訪を歓迎申し上げます。国

張さん一昨日はようこそ氷点下の森祭りにお越し下さ

際交流委員の張様ようこそ高山へ。本日は卓話を楽しみ

いました。我々は今までに経験のない暖かさでしたが、

にしています。よろしくお願いします。

張さんにとっては大変寒かった様ですね。本日はお話を

溝際

清嗣

お願いします。楽しみにしております。
張麗花先生

本日は大変ご無理を言いまして申し訳あ

新井

信秀

りません。卓話をよろしくお願い致します。
田中

雅昭

本日の講師

張さん卓話を楽しみにしております。昨

日は永家世話人のお陰で楽しくカニツアーに行って参
りました。

松之木

映一

