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い限り，対ネパール当該使節団をUSOMとす  

る）らによる協同致育開発プロジェクトのもと  

で，ⅣNEPCを主たる策定者とする国民教育制  

度創設計画が始動する。そして1956年には，ネ  

パール政府とUSOMの合意に基づき，教育カ  

レッジが創設されたが，同カレッジは，自ら学  

士号を授与する権限を持つネパール最初の高等  

教育施設であり，かつ，国内の教員養成事業の  

監督および実施主体であると同時に，国家の教  

育開発に係る研究や教具・教材の開発および出  

版等を実行する組織と機能を備えた，総合的な  

教育・研究・管理・運営機関でもあった（本文  

参照）。すなわち，教育カレッジは，この時期の  

ネパールにおける教育開発の試みに広範かつ密  

接に連関する機関であり，それ故，当該開発に  

おける同カレッジの位置を明確化し，その機能  

を具体的に解明することは，王政復古期の教育  

計画および政策の追究をより動的に達成する上  

で重要な課題であると言える。   

上記のことから，本研究では冒頭の目的を設  

定した。また，その達成のために特に焦点を当  

てるのは，教育カレッジによる教員養成事業の  

背景と展開である。その理由は，第一に，教育  

カレッジが公文書上敷貞養成事業を担う機関と  

して設置されたこと，第二に，王政復古期の教  

育計画において，教員養成は他の教育段階ない  

し領域の開発と深く連関していたことにある。   

第一点について，教育力レッジの設置，権限，  

運営および財政は，創設時において，ネパール  

およびUSOMの協同事業長により締結された，  

「教員養成および関連諸活動のための協定への追  

加メモランダム」（SupplementaryMemorandum  

はじめに   

本研究の目的は，王政復古期（1951－1959）  

のネパール王国（KingdomofNepal．ネパール）  

の教育開発における教育カレッジ（Collegeof  

Education）の位置と機能を，「ネパール国家教  

育計画委員会」（NepalNationalEducation  

PlanningCommission．NNEPC）報告書等の教  

育計画および政策文書や，教育カレッジ要覧，  

同カレッジ運営状況の調査報告書などを対象に，  

特に教員養成事業の背景と展開に焦点を当てて  

解明することである。   

小国ながら，そのうちに希有な文化的，政治  

的特徴を畢むネパールにおける教育開発の歴史  

究明の意義や必要性については，これまで別稿  

で指摘してきた（中村2003a，1－2，中村2003b，  

67－68）。すなわち，現在のネパールにおいて  

教育問題とされる事象についての理解を深め，  

その解決方途を模索するためには，当該問題に  

係る背景を探究し，教育計画および政策の歴史  

的展開を解明する必要がある。その際に有効で  

あるのは，今日の教育計画に直接関係しつつ遡  

行し得る最前の時期である，王政復古期の教育  

計画および政策に注目することである。  

1951年にラナ（Rana）家による専制政治体制  

を打倒し王政復古を達成したネパールにおいて  

は，まず教育省（MinistryofEducation）の新  

設（1951）や，視学官の増貞（1953）など教育  

行政制度の整備が見られ，その後，同国政府と  

「アメリカ合衆国援助事業使節団」（United  

StatesOperationMission．以下，特に断りがな  

筑波大学大学院人間総合科学研究科  
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これらも部分的断片的な記述であり，王政復古  

期の教育開発における同カレッジの位置と機能  

を充分に解明するには至っていない。さらに，  

Woodほか（1962）や教育力レッジ紀要“Edu－  

cationQuarterly”においても，同カレッジの組  

織や現況についての論文等があるが，これらの  

著者の多くは，王政復古期のネパールの教育開  

発に直接携わった人物であるため，同書等につ  

いては半ば公式の資史料と見なして，本研究の  

分析村象に含めるべきと考える（1）。   

以下では，まず，王政復古後の教育状況を整  

理した上で，この時期の教育開発を主導した協  

同教育開発プロジェクトの成立過程を追い，ま  

た，NNEPC報告書等における教員養成計画，  

とりわけ教育力レッジ構想を追究すること  

で，教員養成事業の背景を明らかにし，もって，  

教育計画における教育力レッジの位置を解明す  

る。次に，USOM文書や教育カレッジ紀要，  

NNEPC報告書などの教育計画文書，教育力レ  

ッジ要覧を用いて，この時期の教員養成事業の  

展開に焦点を当てつつ，教育カレッジの成立過  

程を追究し，かつ，創設された当該カレッジの  

組織と機能を明らかにする。続いて，同時代の  

教育カレッジの活動への評価を踏まえつつ，王  

政復古期の教育計画および政策の成果を，教育  

力レッジによる教員養成事業や他のカレッジ主  

要部局に焦点を当てて追うことで，王政復古期  

の教育開発における教育カレッジの位置と機能  

を明らかにし，最後に今後の課題を述べる。  

Ⅰ．王政復古期の教育計画における教育力レッ  

ジの位置  

1．王政復古後の教育状況と協同教育開発プロ  

ジェクトの成立過程   

ネパールでは，18世紀後半までにほぼ現在の  

版図が獲得されたが，程なく王宮内の抗争が王  

権の衰弱と廷臣の専横を招き，19世紀半ばには，  

国内の混乱に乗じてラナ（Rana）家が国権を掌  

撞して，国王を名目的君主として戴く間接的専  

制政治体制を確立する。このラナ家専政は，  

1951年の王政復古までおよそ一世紀継続した。  

ラナの為政者の多くは，民衆への教育普及に対  

to theAgreementforTeacherTrainingand  

RelatedActivities）を根拠としていた。つまり，  

教育カレッジは，少なくとも最初期においては，  

協同教育開発プロジェクトの敦貞養成事業を担  

う中央機関として設立されたのであり，それ故，  

本研究の目的を達成する上で当該事業の背景と  

展開に焦点を当てるのは至当と言えよう。第二  

点に関して，NNEPCの国民教育制度別設計画  

では，初等学校（primaryschool）の教員は，  

村落の成人教育の指導者と図書館の運営者を兼  

ねる，地域の教育開発の中心として構想されて  

おり（中村2003a，6－8），従って，教育力レッ  

ジは，教育開発に係る多様な部局を有する機関  

ではあったが，その中核は教員養成事業であっ  

たと推測される。それ故に，教員養成事業を軸  

にして，教育カレッジを構成する各部局の組織  

や事務を追究することで，同カレッジの機構が  

鮮明になり，ひいては，この時期のネパールの  

教育開発における同カレッジの位置と機能が解  

明されると考えられる。   

なお，教育力レッジが王政復古期のネパール  

の教育開発における重要機関であったことは，  

当該時期を直接対象とする先行研究が寡少な現  

況において，同カレッジに関する記述が相村的  

に多い事実からも明らかである。例えば，  

1918－1976年間におけるネパールの高等教育施  

設の発展を明らかにしたPande（1978）や，  

1947－1985年間の同国の教員養成事業および当  

該施設の発展を追ったYadava（1986）では，  

それぞれの主題に係る重要施設として，教育力  

レッジが言及されている。特に後者では，同カ  

レッジの創設背景，目的，組織，設置場所およ  

び施設と設備，運営と財政，学生の福利厚生，  

入学試験，教職員，同カレッジが提供するプロ  

グラムの種類および目標やカリキュラム等につ  

いて纏められているが，同論文は長期にわたる  

教員養成の発展の解明を目的としているため，  

王政復古期の同カレッジについては，1957年度  

の教育力レッジ要覧の大要を示すに留まってい  

る。また，中村（2003ab，2004）でも，教育力  

レッジの組織や機能，あるいは，同カレッジに  

よる成人教育活動の展開を明らかにしているが，  
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の調査と，国家の教育開発に向けた提言をする  

特別委員会の設置が決議された（Pandeyほか  

1956，238）。この時別委員会が，王政復古期の  

教育開発計画を主導したNNEPCである。   

さらに，19別年2月8日には，USOMがネパ  

ールの教育開発において技術支援と財政援助を  

提供する協定が正式に締結され，同年3月8日  

には，この協定に基づき，34，100米ドル（以下，  

ドル）および204，800ネパール・ルピー（以下，  

ルピー）が協同教育開発プロジェクトに充当さ  

れることが決定した。同プロジェクトの核は，  

①成人識字プログラムの実施，②ラジオ教育プ  

ログラムの施行，③200の初等学校の新設であ  

った（Pandeyほか1956，239）。さらに，同年3月  

22日に発会したNNEPCが教育開発計画を協議  

し，また，教育状況に係る情報やデータを収集  

する過程において，同計画を担う人材である教  

員の養成が喫緊の課題であると再認識されたた  

め，まずUSOMとネパール政府による協同教  

員養成プロジェクトが優先的に作成され，同年  

6月26日には，教員養成を主軸とする協同教育  

開発プロジェクト協定が成立した（2）。本協定に  

おいては，①初等学校数員を養成する短期コー  

スの開設，②教育力レッジの創設，③教育カレ  

ッジ教職員の海外研修，④必要な設備の購入等  

を通じた既存カレッジの改善などが主要活動と  

して設定されている（USOMほか1954b，1－11）。  

なお，協同教育開発プロジェクトのうち教員養  

成に関する活動は，国外援助人員を削減するア  

メリカ政府の方針に則り，10月までに「オレゴ  

ン大学約定」（UniversityofOregonContract）  

事業に移行した（Wood1987，53－55）。  

2．NNEPCの教員養成計画と教育カレッジ構想   

NNEPCは，およそ1年間の活動の後，1955  

年3月に報告書を政府に提出した。同報告書は，  

主に当時の教育状況の調査と，初等教育，中等  

教育，高等教育，成人教育，教員養成，教具・  

教材，教育行政と視学，教育財政，教育環境な  

どに及ぶ広範な教育計画群から構成され，王政  

復古期における教育開発の基盤となった。この  

NNEPCの教育計画の最大の特徴は，既存の敦  

して消極的な，あるいは阻害する傾向にあり，  

散在する教育施設群は必ずしも教育制度として  

組織されず，教育課程の策定や教科書作成は散  

発的であった。それ故，ラナ体制が崩壊した  

1951年における初等学校，中等学校，高等教育  

施設数は，それぞれ，321校，11校，2校であ  

り，初等教育段階の在学率は0．9％に留まってい  

た（MoE1971，3）。   

民衆の教育普及を阻害する傾向にあったラナ  

政府の崩壊により，王政復古後，教育施設は，  

急速に，しかし，一定の方針に基づかず，不規  

則かつ非効率的に増加した。こうした状況に村  

して，新政府は，教育省への助言機関として  

1952年に「教育評議会」（BoardofEducation）  

を任命し，また，視学官の増員など教育行政制  

度の構築および整備を試みる一方で，外国ない  

し国際機関の援助による国内の教育開発の推進  

も図った。このうち，王政復古期のネパールの  

教育開発に関する限りにおいて，最大の援助国  

はアメリカであった。   

ネパールとアメリカの外交関係の樹立は，ラ  

ナ時代の1947年である。さらに王政復古直前の  

1951年1月23日には，両国が「専門知識と技術  

の交換において，また，ネパールの経済力と生  

産力の均衡の取れた統合的発展に寄与するため  

策定された関連語活動において協力する」こと  

を定めた，「技術協力一般協定」（GeneralAgree－  

mentforTechnicalCooperation）が締結された  

（USIS1958，5）。この協定のもとで，王政復古  

期のネパールでは，村落開発，農業，教育，保  

健衛生，公共事業，工業，鉱業など多岐に亘  

る協同開発プロジェクトが発足し運営されたが，  

Wood（1987）によれば，その中心は前三者で  

あった（Wood1987，3）。   

このうち協同教育開発プロジェクトは，ネパ  

ールにおける教育開発のための財政および技術  

援助に関するUSOMとの会合開催を，教育評  

議会が教育相へ勧告したことに端を発する  

（Pandeyほか1956，238）。1953年11月に実現し  

た本会合においては，教員養成，成人識字教育，  

初等教育，ラジオ教育などの領域に対する  

USOMの援助について議論されつつ，教育状況  
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るように，さらに学校の最低限の水準が維持さ  

れ基本的事項が遵守されるように，教員（候補  

者）に対する共通の専門訓練が必要祝されてい  

る。なお，この訓練の基本方針は，初等教育や  

成人教育力リキュラムの中核である「民衆のニ  

ーズの充足」であり，初等学校数貞が獲得すべ  

き能力としては，優れた人間性や，専門教育，  

一般教育，技術教育における知識技能およびそ  

の教授スキルが想定された（Pandeyほか1956，  

164－166）。   

NNEPCは，このような初等学校数貞を養成  

するための具体的なプログラムとして，①教員  

養成センター等による短期教員養成コースの設  

置，（∋教員養成センターの教職員養成コースの  

開設，③現職教員に対する研修の実施，④教育  

専門カレッジの創設を提言している（Pandey  

ほか1956，166－168）。教員養成事業の最初期に  

おいてこれらのプログラムが提言された所以は，  

短期教員養成ないし現職研修コースによる学校  

数貞の即時養成ないし再教育が求められたから  

であり，教育カレッジの創設以後は，他のプロ  

グラムが同カレッジのもとに統合され運営され  

ることが計画された。なお，NNEPCの教員養  

成計画において，同カレッジは，上記の教員養  

成活動および新しい当該活動を以下の如く提供  

するよう構想されている。   

①4年制プログラム．本プログラムは，ハイ  

スクール修了者を対象に，リベラル・アー  

ツおよび専門教育を提供する。その専門教  

育カリキュラムは，学生が機能的に学習で  

きるように，初等中等学校における学習内   

容に相応した学習体験活動から組織され，  

その教授においては，彼らが将来学校にお  

いて実際に使用する教授方法が使用され  

る。また，同カリキュラムは，文学士や理   

学士号取得者を村象にした1年間の教員養   

成課程の原型でもある。一般教育カリキュ  

ラムについては，トリーチャンドラ・カレ  

ッジ（Tr卜ChandraCollege）（4）の一 般教育   

課程が活用される。なお，本プログラムは，  

より熟達した教員の養成課程であり，プロ   

グラム修了者には教育学士号が授与され，  

育制度，特に教育施設や教育理念が，国家のニ  

ーズに全く応じていないという認識のもとで，  

全く新規の国民教育制度の創設を構想している  

点にある（Pandeyほか1956，73）。また，その  

基本方針は，①教育が普遍的であること，①教  

育が民衆のニーズに応じていること，（塾教育が  

協同事業であること，④政府の教育予算が専ら  

公教育に支出されることであった（Pandeyほ  

か1956，75－76）（3）。   

こうしたNNEPCの教育計画における最重要  

領域は，初等教育および成人教育である。それ  

は，同委員会が重視する普遍的教育の実現，お  

よび，民衆のニーズに応じた教育の提供という  

観点から，民衆に民主主義国家における市民と  

しての義務と責任を理解させ履行させるために，  

また，民衆の低劣な生活状況を改善し，国家お  

よび村落を社会的経済的に開発するために，両  

教育の普及が求められたからである。初等教育  

計画の具体的な特徴は，同数育がほぼすべての  

国民にとって最初で最後の組織的教育の機会で  

あるとの認識のもと，児童に衣食住の自給自足  

に係る学習体験を提供する手工芸活動と，ほぼ  

唯一の教授用語としてのネパール語数育を強調  

したことにある（Pandeyほか1956，92－97）。他  

方で，成人教育計画では，特に集中的な識字運  

動によって，成人大衆に民主主義国家における  

義務と責任を自覚させることが重視された。成  

人教育の主な担い手が初等学校の教員と想定さ  

れ，また，識字教育クラスの開設場所が初等学  

校や村落図書館と構想されたことは，初等・成  

人教育計画および教員養成計画の相互連関を示  

す典型例と言える（Pandeyほか1956，153－156）。   

NNEPCは，このような初等教育および成人  

教育の普及について，従来の質の低い教員では  

この課題に応じ得ないとして，初等教育と成人  

教育の実行者を兼ねる新しい初等学校数農を，  

両者を支える要石として，かつ，村落の教育的  

市民的指導者として，迅速かつ適切に養成する  

ことを求めた。こうした背景故に，NNEPCの  

教員養成計画では，教員が初等学校および成人  

教育のカリキュラムに通暁し，教育方法および  

教具・教材についての全体的な基礎知識を有す  
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彼らは，数年間の実務経験と卒業後訓練を  

経た後に教育専門職としての指導的地位に  

就くことが期待される。   

②専門教育プログラム．本プログラムは，教  

育学士ないし一定の教育経験を有する者に  

専門教育を提供して，短期教員養成課程の  

スタッフや他のカレッジ教職員を養成する  

ことを目的とする。本プログラム修了者に  

は教育修士号が授与される。   

③公開講座．本講座は，現職教員の水準向上  

を主目的とし，早朝や夕刻，土曜日，休業  

期に地域の教員養成センターで実施される  

など，彼らに適した時間および場所におい  

て開催される。   

④短期教員養成課程．本課程は，カレッジ学  

生を対象にした1年間の短期プログラム  

で，その修了者には教員資格が附与される。  

公立学校数貞を迅速に配置する必要がある  

場合には，ハイスクール卒業資格取得以前  

の者も課程村象者に含められる。   

こうした教育力レッジ構想は，NNEPCの高  

等教育計画においても，大学を構成する専門  

カレッジの一つ「教員カレッジ」（Teachers  

College）としてほぼ完全に受容されている（5）。  

当該計画において，同カレッジの定員は，短期  

研修生を除いて年に250人と設定されており，  

大学内における規模は比較的大きい（Pandey  

ほか1956，144）。   

なお，NNEPCは，教育カレッジ創設の第一  

段階として，カレッジ中核教職貞の養成，すな  

わち，5人から10人の候補者を，外国の教育観  

織，教員養成の方法や関連テーマの研究のため  

に，また，児童心理学，教授方法，カリキュラ  

ム，学校経営などの専門家とするために，1年  

間外国に派遣することを勧告している。この中  

核スタッフの選定と訓練の即時施行を条件に，  

NNEPCが予測した教育力レッジの創設時期は，  

1957年内であった。  

Ⅱ．初期の教員養成事業の展開と教育力レッジ  

の成立  

1．国立教員養成センターにおける短期教員養  

成コースの成果（6）   

協同教育開発プロジェクトの当初からその重  

要性が指摘されたように，王政復古期において，  

教員養成，特に初等学校数貞の養成は，初等お  

よび成人教育計画を支える喫緊の課題とされた。  

しかし，当時のネパールにおける教員養成施設  

は，活動が停滞していた「ベイシック・スクー  

ル教員養成センター」（BasicTeacherTraining  

Centre．BTTC）しか存在していなかったため（7），  

NNEPCによる教員養成計画の策定と並行ある  

いはそれに先行して，具体的な教員養成政策の  

実施が求められたのである。その噂失は，カト  

マンズの旧BTTCの人的物的資源を活用して設  

置された教員養成センター，すなわち，「国立教  

員養成センター」（NationalTeacherTraining  

Centre．NTTC）であり，同センターは，教職  

員の増員や彼らの研修，現職教員を中心とした  

研修生の募集を経て，19弘年9月9日に活動を  

開始した（Wood1987，216－217）。   

しかし，初期のNTTCの活動は，必ずしも円  

滑に進捗しなかった。例えば，NTTCにおける  

研修期間は，当初3か月が予定されていたが，  

程なく研修生の大半の質の低さが露呈し，彼ら  

に対する6か月の研修課程が急遽新設されてい  

る（Wood1987，217）。また，一部のヒンデイ一  

語やチベット語圏出身の研修生のネパール語能  

力が非常に低いことから，ネパール語訓練が教  

員養成課程に含まれる結果となった（Wood  

1987，215）。さらに，教員養成のための施設設  

備，教具・教材の全体的な不足も，NTTCにお  

ける当該活動を阻害した。   

こうした困難にもかかわらず，NTTCでは，  

NNEPCが提言した教員養成活動，すなわち，  

専門教育，一般教育，技術教育，人間的発達に  

係る知識技術およびその教授スキルの獲得を目  

指した訓練が，研修生とセンター教職員による  

ディスカッションのもと提供され，1954年11月  

には第1次3か月課程が，翌1955年2月には第  

1次6か月課程および第2次3か月課程がそれ  
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成領域では，NNEPCの教員養成に係る認識が  

継承され，また，これまでの教員養成事業の成  

果が報告されつつ，教育カレッジの創設に向け  

て，同カレッジの教員養成課程および教育開発  

プロジェクトが提示されている。すなわち，前  

者では，修士課程の設置を保留するなど  

NNEPCの当該課程案が修正され，後者について  

は，教育力レツジが開発し推進するプロジェク  

トとして，以下の3領域の活動が示されている。   

①「研究部」（BureauofResearch）による，  

初等および中等レベルのモデルスクール   

（観察，教育実習，実験活動を行う）の設  

置と運営，および，その他の教育研究の推  

進と調整。   

②「出版部」（BureauofPublications）を通じ  

た，教員養成施設および公立学校のための  

教具・教材の開発と印刷。   

③教具・教材の提供と教貞の養成による成人  

識字教育プログラムの支援。   

上記のうち，教育力レッジの研究部と出版部  

の名称が明確に示されたのは，王政復古期の教  

育計画文書において初めてのことであり，後に  

これらの部局が実際に設置された事実に鑑みて，  

教育5か年計画の策定時において，同カレッジ  

の設置に向けた活動が順調に進捗していたと推  

測できる。また，教育5か年計画では，プロジ  

ェクト群の効率性を増進させ，専門訓練を受け  

た人材を適切に活用するために，これらの活動  

が，単一の機関および組織のもとで運営される  

ことが予定された（CoE1957a，21）。   

教育5か年計画の教員養成領域では，同事業  

のコストが表1のとおりに算定された。同表に  

ぞれ完了した。このようなNTTCによる最初期  

の教周章成事業は，それがカトマンズ周辺に限  

定されており（Wood1987，222），ネパール各地  

に学校を新設する推進力とはならなかったこと，  

また，養成プログラムそのものが試験的であり  

細部における不備が散見できること，施設や設  

備，教具・教材等の不足への対応が必ずしも  

充分でないことなどの限界はあったものの，  

NTTCはその後も順調に初等学校教員を養成し  

ていく。   

このようなNTTCの優れた成果によって，協  

同教育開発プロジェクトに基づく教貞養成事業  

は，当初の予測よりも早期に第二段階，すなわ  

ち，地方への当該事業の波及に移行することに  

なった。地方に教員養成事業を浸透させるべく  

考案されたのが，NNEPC報告書において移動  

教員養成ユニットないし移動チームと呼称され  

ていた，「移動教員養成学校」（MobileNormal  

School．MNS）である（㌔このMNSは，NTTCの  

順調な活動と地方における教員不足とが相侯っ  

て，当初の予定（1956年3月）より早く1955年9  

月に地方へ派遣されることが計画されたが，同計  

画は国内の政治的動揺などにより実現せず，MNS  

の組織は後年に持ち越される結果となった。   

なお，この時期のネパールでは，社会資本の  

整備や村落開発，農業の発展に焦点を当てた  

「第1次5か年計画」（theFirstFive－YearPlan．  

1956－1961）による国家開発が試みられていた。  

同計画において教育は重点開発領域ではなかっ  

たが，教育部門は，独立した「教育5か年計画」  

（theFiveYearPlよnforEducationinNepal）を  

有する特異な領域でもあった。同計画の教員養  

表1教育5か年計画の教員養成活動における経常および事業コスト（単位：干ルピー）  

運営・公開講座   短期研修  出版部  研究部  1年毎の支出  

経常  事業  経常  事業  経常  事業  経常  事業  経常  事業   

1年目   30   20  325   50   75  100   30   40  ヰ60  210   

2年目   30   5  325   25   75   50   40   40  470  120   

3年員   30   5  325   25   75   40   50   40  ヰ80  110   

4年目   30   5  325   25   75   30   60   40  ヰ90  100   

5年員   30   5  325   25   75   20   70   ヰ0  500  90   

計   150   ヰ0  1，625  150  375  240  250  200  2，400  630   

出典：CoE（柑578）∴bble鳳  

－56－   



おいて，短期研修の運営に非常に多くの経費が  

充当されていることから，NNEPCが勧告した  

とおり，教育5か年計画においても初等学校数  

貞の迅速な養成が重視されているのは明らかで  

あるが，これは，研修生のための給与および奨  

学金（およそ20万ルピー）が含まれているため  

でもある。また，出版部の算定コストには，教  

具・教材を無償配布するための経費が含まれ，  

研究部のそれは，研修生数の増加に対応すべく，  

研究サービスを拡大して提供するために徐々に  

増加している。   

このように，教育カレッジの設置計画が具体  

化し予算も計上される中，専門教育を受けるた  

めにオレゴン大学に留学していた，教育力レッ  

ジの幹部職貞候補者8人が1956年6月に帰国す  

る（9）。彼らによる教員養成学校（NormalSchool）  

の教職員の選定と訓練を経て，1956年9月9日  

に教育力レッジが正式に発足したのであった。  

2．教育カレッジの組織と機能   

こうして創設された教育力レッジの初期にお  

ける組織と機能を最も詳細に示す資史料は，  

1957年の教育カレッジ要覧（CoE［1957b］）で  

ある。同書は，①年間予定表，③教育省の幹部  

職貞，③運営スタッフ，④教職貞，（9全体情報，  

⑥組織，⑦規則，⑧教員養成学校プログラム，  

⑨教育カレッジプログラム，⑲冬期プログラム  

の各章から構成される。教育力レッジの組織と  

機能の概要を提示する（むによれば，同カレッジ  

には，アカデミックな組織として，①教育カレ  

ッジ，（∋教員姜成学校，③公開講座，ワークシ  

ョップ，冬期クラスが含まれ，また，それ以外  

の部局等として，①図書館，②研究部，③出版  

部，④成人教育部（BureauofAdultEducation），  

⑤事務部（Business Of丘ce），⑥登記部  

（Register’sO珪ce），⑦教員配置部（Tbacher’s  

PlacementOffice），（計数務課（Divisionof  

InstruCtion），⑨学生課（DivisionofStudent  

Personnel），⑲保健センター（HealthCenter）  

がある（CoE1957b，17）。このうち，「アカデミ  

ックな組織」については，上記のとおりそれぞ  

れ独立した章が設けられ，詳細が述べられてい  

る。   

すなわち，「教育力レッジプログラム」では，  

4年制教育学士課程および1年制教育学士課程  

の大要のほか，両課程の学習プログラム，各必  

修および選択科目の概要が提示されている。こ  

れらの輪郭は，NNEPC報告書におけるそれに  

類似しているが，同報告書やNTTCの実践で重  

視されていた技術教育がCoE（1957b）では芸  

術と統合され一つの選択科目となり（10），同様に，  

学校およびコミュニティ図書館の運営や成人教  

育もそれぞれ－選択科目となっている点，また，  

NNEPC報告書では高等教育施設における教授  

用語が原則的にネパール語とされていたにもか  

かわらず（Pandeyほか1956，139），教育カレッ  

ジにおける教授用語が英語であると示唆され  

（CoE1957b，37），ネパール語が相対的に軽視さ  

れている点からは（11），教育力レッジの学士課程  

が，1957年という最初期において既にNNEPC  

の構想とは懸隔しており，かつ，教育開発にお  

ける指導者養成の側面に傾斜していたことが分  

かる。   

他方で，初等学校数貞を養成する「教員養成  

学校プログラム」では，カトマンズの教貞養成  

学校およびMNSが提供する，6か月ないし10  

か月課程の学習プログラムと科目概要が提示さ  

れているが，両プログラムにおいて技術教育は  

大きな位置を占めている（12）。なお，緒に就いた  

ばかりの「冬期プログラム」では，実施予定の  

ワークショップの種類とその概要が述べられる  

のみである（13）。   

教育力レッジのその他の部局等のうち，王政  

復古期の教育開発において特に大きな役割を果  

たした研究部，出版部，成人教育部は，ほぼ教  

育5か年計画で構想されたとおりに設立され，そ  

の詳細は，CoE（1957b）の「カレッジの組織」  

において述べられている。例えば，研究部の主  

要な目的は，他国における今日の教育思想や研  

究の観点から，また，ネパールの教育ニーズと  

優先事項の文脈において，カレッジの教育の方  

針，活動，プログラムの科学的理解と評価を提  

供することであり，その具体的活動として，専  

門研究の後援や，付属学校（Ld30ratOrySchool）  
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243）。同プログラムでは，従来のNTTCによる  

カトマンズ周辺の活動に加えて，地方での教員  

養成により教育開発における地域間格差を縮小  

することも重視されており，1956年11月には，  

最初のMNSがビルガンジ（研修生160人），ネ  

パールガンジ（同55人），ダラン（同54人）の  

地方3センターに派遣されて，当地で6か月間の  

短期教員養成課程を組織している（Pandeyほ  

か1956，243；Bhattarai1958，35；Wood1987，  

223）（14）。また，1957年6月までにビルガンジ，  

ポカラ，タンセン，イラムへ派遣されたMNS  

は，8か月の短期研修をそれぞれ提供し，1958  

年3月にはカトマンズ盆地やパタン，シルガリ，  

ゴルカなど6か所のセンターにMNSが到達し  

て教員養成課程を開設するなど（Bhattarai  

1958，36），カトマンズの教員養成学校とMNS  

を軸とした教員養成事業は，王政復古期並びに  

第1次5か年計画の期間を通じて，少なくとも  

数的には大きな成果を上げた（表2）（15）。当初  

MNSの研修生数力旬0人から75人と想定されて  

いたのに対して，地域により150人を超える規  

模のMNSが組織されたことからは，地方にお  

ける初等学校数貞養成の需要の多さとともに，  

地方への教員養成事業の普及という目的におけ  

るMNSの貢献を看取できる。また，王政復古  

期においてMNSの教貞養成期間は，通常6～  

10か月であったが，通学経験が短い，あるいは，  

ネパール語能力に劣る研修生に対して，ネパー  

ル語訓練を中心とした1年間の基礎課程と，短  

期教員養成課程と同様の1年間の専門課程が提  

供されたことから（Woodユ987，223），初等学校  

教員のネパール語能力が重視されていたのは明  

およびモデルスクールの設置と監督，教育実習  

校（practicingschool）の選定などが予定され  

ている（CoE1957b，19）。同様に，出版部の目  

的は，すべての学習者のための教具・教材の開  

発と出版とされ，開発と出版が優先されるそれ  

として，①教員養成学校およびカレッジ学生の  

ための専門教科書，②試用教科書および初等中  

等学校のための隔週刊新聞，③地図，チャート  

などの図表教具・教材，④英語の季刊専門雑誌  

およびネパール語の月刊専門雑誌，⑤成人識字  

教具・教材が例示された（CoE1957b，20）。ま  

た，成人教育部は，硯在の成人教育活動の組織  

と監督に責任を負う機関とされ，その主要な機  

能として，①成人識字教具・教材の開発と出版，  

（∋成人識字教育およびその他の成人教育活動の  

教員の養成，③成人および初等学校児童を対象  

としたラジオ教育の推進，④成人識字者のため  

の小冊子の開発と出版が挙げられている（CoE  

1957b，20）。  

Ⅲ．教育力レッジを中核とする教育開発の成果  

1．教員養成学校およびMNSによる教員養成  

事業の成果   

教育カレッジを中核とする教育開発において，  

最も顕著な成果を上げたのは教員養成事業であ  

る。同事業は，1956年9月に教育力レッジが創  

設されて以降，同カレッジ内に置かれた「教員  

善成学校部」（DivisionofNormalSchool）のも  

とで運営される「初等学校数貞養成プログラム」  

（PrimaryTeacherTrainingProgramme）に継  

承されることになり，ⅣTTCも同カレッジ内の  

教員養成学校に昇格した（Pandeyほか1956，  

表2 教員養成学校における教員養成活動の成果（1954－196り（単位：人）  

年度  教員養成学校（カトマンズ）   移動教員養成学校＊   計（年／累計）   

1954   69  69／ 69   
1955   17ヰ  174／ 243   
1958   384   263（3）   647／ 890   

195了   208   314（4）   520／1，412   

1958   73   320（6）   393／1，805   

1959   24   618（10）   598／2，ヰ03   

1960   n．d．   n．d．   584／2．987   

1961   45   566（14）   611／3．598   

＊括弧内は移動教員農成学校数（単位：校）  

出典：Bhattarai（1958），P．3，Wood（1987）．軸ure7より作成．  
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2．教育カレッジの研究部，出版部，成人教育  

部の成果   

初期の研究部の活動には，初等中等学校教科  

書の開発，教育データの収集等を目的とした北  

部国境付近の調査の支接，教育カレッジおよび  

実演学校（DemonstrationSchool）の入学試験  

の開発，既存の学校や試験制度の調査，カレッ  

ジ教職員の個人研究の助成などがあり（Basnyat  

1959，30－32），これらの一郎は，出版部が刊行  

した専門雑誌に論文等として収録されている。  

さらに，王政復古期末には幾つかの研究プロジ  

ェクトが進行中であると報告されているが，そ  

の完遂を待たず1959年に研究部は廃止されたた  

め（Woodほか1962，75－76），敵背に係る研究や  

情報収集は一時停滞した。伯方で，研究部の下  

に置かれた付属学校，すなわち，実演学校，モ  

デルスクール，教育実習校，実験学校（exper－  

imentalschool）のうち（17），前三者も王政復古  

期の教育開発において重要な役割を果たした。  

例えば，1956年に第1～第4学年と計125人の  

児童を備えて教育カレッジ内に発足した実演学  

校は，「科学的な児童選抜方法」を採用し（18），生  

活における実践的価値を強調した学習体験を捷  

倶して，1959年にはカリキュラムの開発を経て  

中等教育段階まで拡大されている。さらに同学  

校では，給食の提供やバス通学の導入，奨学金  

の付与，FI、Aの組織，補習クラスの実施，教員  

のワークショップおよび現職研修なども行われ  

たが，これらの多くも，ネパールの学校数育に  

おける初めての試みであった。また，モデルス  

クール事業における最大の成果は，NNEPCの  

中等教育計画を反映した多目的ハイスクールの  

設置であるが（19） ，他にも初等学校および女子ミ  

ドルスクールがモデルスクールとして設置され，  

地域における学校の範型として活動している。  

なお，教育実習校については，1959年半ばにお  

いて45以上の初等学校が当該校として教育実習  

生を受け入れており，また同年にハイスクール  

段階における教育実習が開始された（Mahat  

1959，23－28）。  

1957年12月に実施された教育力レッジ運営状  

況の調査によれば，出版部は，同カレッジ創設  

らかであり，これは，NNEPCらによる初等学  

校におけるネパール語の教授用語化方針に対応  

していると考えられる。   

こうしたMNSの活動において懸念されたの  

は，不適切な教職員の選定や研修生の低い入学  

レベル，および，適切な監督の不足により  

MNSが提供する訓練の質が低下することであ  

った。しかし，教員養成プログラムの順調な進  

捗に伴い教職員志望者が増加したことで，最低  

限の能力を備えた人材の採用が，また，厳格な  

就業前研修や再教育コースの提供によって，教  

職員の質の維持と向上が可能となったのである  

（Wood1987，226）。さらに，地方におけるハイ  

スクールの不存在に由来する研修生の低い入学  

レベルについても，教職員による面接を実施し  

て教職への潜在能力を有する者の選定を試みる  

ことで対応された。最大の憂慮事項であった  

MNSの監督も，教員養成学校部員のみならず，  

すべての教育カレッジ教職員が，同カレッジに  

おけるMNS教職員の養成訓練や，地方におい  

て活動中のMNSへの訪問調査などに参加する  

ことで，その充実が図られている。他方で，  

CoE（1957c）では，教員養成学校において養成  

され初等学校に配置された576人の教員のうち，  

俸給の遅延，地方（における勤務）の困難さ，  

コミュニケーションや輸送の困難，より（待遇  

の）良い職への任用を理由として，89人が既に  

離職したと報告されている（CoE1957c，5．括弧  

内は引用者）。   

上記の如き王政復古期の教育カレッジの教貞  

養成事業については，不充分な教員養成スタッ  

7，学校における教具・教材の不足といった問  

題は散見できるものの，H．B．Woodが，協同教  

育開発プロジェクトの教員養成事業がよく組織  

され，設定された目標に達しほほ独立して運営  

されており，アメリカ人専門家の支援を殆ど必  

要とすることはなかったと回顧したように  

（Wood1987，228），概して高い評価を与えられ  

ている（16）。  
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した識字教具・教材も開発・配布された。唯一  

実施が停頓していたラジオ教育プログラムも，  

政府のプログラム凍結策が形骸化したため，125  

セットのラジオ受信機が選定された村落に配布  

されて後，1958年7月に漸く成人教育番組の放  

送が開始された。こうした成果にもかかわらず，  

王政復古期の成人教育事業に対しては，「［王政  

復古から1961年までの］10年間の成人識字プロ  

グラムは，『不規則』（erratic）と評価するに尽  

きる。NNEPCが設定した目標を基準にすれば，  

［成人識字プログラムの］成果は，非効果的なだ  

けでなく浪費的であった」という辛殊な見解も  

見られる（Woodほか1962，64．括弧内は引用  

者）。  

おわりに   

以上の如く，教育カレッジは，王政復古期の  

教育開発において主要な位置を占めており，部  

局により差はあれど，関連する開発領域それぞ  

れにおいては少なからぬ成果を上げたと理解し  

てよいであろう。しかし，教員養成事業の背景  

と対照すれば明らかなとおり，初等教育と成人  

教育の指導者を兼ねる新しい初等学校数貞を，  

両者を支える要石として，かつ，村落の教育的  

市民的リーダーとして養成する必要性に村して，  

教育力レッジは充分な組織を備えて発足し得な  

かった。すなわち，NNEPCの国民教育制度計  

画のもとでは，各教育段階ないし領域，特に初  

等教育，成人教育，教員養成が連関した教育開  

発が試みられており，教育力レッジは，初等中  

等学校教員の養成の統括，成人教育事業の監督  

運営，教具・教材の開発出版など，そのほぼす  

べてを直接担う機関として構想されたのであっ  

たが，学士課程カリキュラムにおいて技術教育  

や成人教育が選択科目とされ，かつ，教貞養成  

学校カリキュラムに成人教育が含まれなかった  

ようにα2），教育カレッジの組織は創設直後から  

この構想とは乗離していたと言える。   

また，NNEPCの構想に従い多様な教育段階  

ないし領域間の連関を重視して成立した幾つか  

の教育カレッジの活動も，運営面において直ち  

に困牡に直面することになった。例えば，CoE  

以後15か月の時点で，NNEPC報告書など35種  

類の出版物の開発および出版，英語およびネパ  

ール語の専門雑誌の刊行を達成し，カレッジお  

よび教員養成学校の教科書，成人識字者用の図  

書，初等学校数科書の開発に従事するなどの成  

果を上げた（CoE1957c，9）。しかし，初等中等  

学校の教具・教材の開発および印刷は進捗せず，  

さらに，1958年12月には，教育力レッジ出版部  

の人材や設備を活用して，同カレッジ内に教育  

出版所（EducationPress）が設置され試験的に  

運営されたが，同出版所は，若干の教具・教材  

の開発を試みたのみで，いかなる教科書の印刷  

も果たせなかった（Woodほか1962，糾）。最終  

白須ニ，協同教育開発プロジェクトの開始（19班）  

から第1次5か年計画が完結した1961年にかけ  

て，45種類の書籍ないし冊子，および，168の  

雑誌ないし新聞，11の図表が総計597，500冊（部）  

印刷されたものの，初等中等学校の教具・教材  

はほぼ生産されず，さらに，1960年および1961  

年においては，僅か3種類の書籍t冊子が印刷さ  

れるに留まっており，教具・教材の開発および  

出版事業は，協同教育開発プロジェクトが終了  

してから明らかに停滞したことが分かる（Wood  

ほか1962，tableL）伽）。それ故，当時の出版事業  

について，書籍・冊子の生産が「無方針で散発  

的であった」と，また，「教科書の開発，印刷，  

および，公立学校への配布のためのいかなる取  

り組みも実際にはなされなかった」という批判  

はあるものの（Wood1987，341），出版部の活動  

は，ネパールにおける教具・教材の開発および  

出版事業の先駆として適切に評価される必要が  

ある。   

成人教育部は，発足以後，国内の当該政策を  

順調に推進していく（21）。特に顕著な成果を上げ  

たのは成人識字クラスの設置および運営で，  

1956年12月に最初の同クラスが設置されて以  

降，第1次5か年計画中にネパール全土で累計  

1，878の識字クラスが設置され，およそ46，000人  

が同クラスを修了した。また，公衆衛生，家政，  

農業，村落開発，政治に係る公開講座ないし成  

人教育クラスも，ネパール政府とUSOMの後  

援のもとで多く開設され，民衆のニーズを考慮  
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発を主導した人物である。中村（2007）の註2   

も参照。  

（2）同協定に基づき，3年間継続する同プロジェ  

クトに対して，USOMが計220，000ドル，ネパー   

ル政府が計732，100ルピーを支出することが決定   

された。  

（3）NNEPC報告書において，教育が普遍的であ   

るとは，すべての者が教育を利用可能であるこ   

とを意味し，そのために，将来的には普く学校  

設置，無償教育，義務教育，個人差に応じた教   

育が必要であると認識されている。民衆のニー   

ズに応じた教育とは，学習者に社会的義務履行   

について教授するとともに，生計の手段を彼ら   

に身に付けさせるための教育である。また，教   

育が協同事業であるとは，主に財政において中   

央政府と地域社会がコストを分担すること，ま   

た，教育経営においてすべての者が何らかの役   

割を担うことを指す。政府の教育予算が専ら公   

教育に支出されることに関しては，特定集団の   

ための教育には政府が賓任を負わないと記され   

ているが，この特定集団として，祭司養成や英   

学教育（EnglishEducation）といった特定の訓   

練を提供する学校が示唆されている（Pandeyほ   

か1956，75－76）。英学教育については，中村  

（2007）を参照。  

（4）トリーチャンドラ・カレッジは，1918年に創   

設されたネパール最初の高等英単数育施設で，   

王政復古期においても国内最高水準のカレッジ   

であった。  

（5）この教員カレッジは，本計画の文脈や   

NNEPC報告書における他の教育段階ないし舘   

域計画に鑑みて，教員養成計画における教育カ   

レッジと同一である。  

（6）本節の記述は，特に断りがない限り，中村  

（2003b）に依拠している。  

（7）BTTCは，M．K．Gandhi（Gandhi，Mohandas   

KaranChand）がインドにおいて主唱したベイシ   

ック・エデュケイション（BasicEducation）が   

ネパールに導入されるに至り，同教育の実践校   

であるベイシック・スクール（BasicSchool）   

の教員を養成するために，1947年に設置された。   

BTTCの詳細は，中村（2003b）を参照。  

（1957c）では，（通常の）学枚は，概して  

NNEPCの提言を充分に受容し適用しておらず，  

それ故，それらの学校がカレッジによって養成  

された教員にも，現職研修ないし公開講座プロ  

グラムにもほとんど関心を示していないと考え  

られている（CoE1957c，1．括弧内は引用者）。  

同様に，Upraity（1962）においては，MNSに  

よる活動が多大な成果を上げたとされつつも，  

この時期に新設された学校の多くが「かつての  

初等学校の典型（prototype）」であったと述べ  

られており（Upraity1962，65－66），これらの言  

に従えば，教員養成学校やMNS等において教  

員が習得した知識技能は，実践の場を得なかっ  

たことになる。また，成人および初等学校児童  

の教育に資するべく成人教育部が推進したラジ  

オ教育プログラムも，導入後間もない1960年に  

は停止され，さらに，出版部や研究部の活動も  

同年前後に停滞した。   

このように，NNEPCの教育計画に基づき，  

教育力レッジを中核として実施された王政復古  

期の教育開発の特徴と展開は，中村（2003ab）  

等でも指摘したように，各教育段階ないし領域  

計画のそれを解明するのはもとより，計画相互  

の連関を踏まえて追究する必要がある。本研究  

では，この連関に注目したからこそ，王政復古  

期の教育開発における教育カレッジの位置と機  

能を，教員養成事業の背景と展開に焦点を当て  

つつ，他の主要部局にも注目して究明を試みた。  

しかし，上で示した如く同カレッジの活動は非  

常に広範囲に及ぶため，別稿における成果を踏  

まえてもなお，研究部や出版部の組織や成果，  

あるいは他の部局のそれについては充分に解明  

し得ていない。教育カレッジの各部局について  

のさらなる探求，および，それらを踏まえたよ  

り精査な王政復古期の教育計画および政策の追  

究は，今後の課題としたい。  

注  

（1）例えば，H．B．Woodは，NNEPCの顧問と   

して，またUSOMによる教育援助や，その一部   

業務を委託されたオレゴン大学約定事業の中心   

として，王政復古期のネパールにおける教育開  
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で以下のように区分された。（D実演学校は，主   

に中央に置かれ，優れたカリキュラム，教授方   

法や教具・教材を公開し実演する学校である。   

②モデルスクールは，国内に広く配置され，各   

コミュニティによる学校設置の際の範型となる   

学校である。③教育実習校は，教員養成学校等   

の訓疎生を教育実習生として受け入れる通常の   

学校ないしモデルスクールである。④実験学校   

は，新しい教育理論の実験の場であるが，他種   

の学校の一部がこれに充てられることもある  

（Mahat1959，23）。  

（18）この「科学的な児童選抜方法」とは，面接，   

心理テスト，身体検査などによる総合的な児童   

の選抜方法である（Mahat1959，24）。  

（19）モデルスクール事業を含む王政復古期の中等   

教育計画および政策の特徴と展開については，   

中村（2007）を参照。  

（20）王政復古期の協同教育開発プロジェクトは，  

1958年11月のネパール政府とUSOMの合意に基   

づき，翌1959年9月30日のオレゴン大学約定事   

業の終了をもって完結した。  

（21）王政復古期の成人教育政策の展開について，   

詳細は中村（2003a）を参照。  

（22）ただし，成人に対する教授方法や教具・教材   

の使用についての現職研修が初等学校数貞等に   

提供されたという記述もある（Tandukar1959，   

58）。  
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が教具・教材とともに各地に設置された地方教   

員養成センターを訪問し，そこで40から75人の   

研修生を対象に9か月の養成活動を行い，彼ら   

が新しい学校を設置するのを支援するためのユ   

ニットである。同ユニットが定期的にカトマン   

ズにおける再教育と，地方センターへの再配置   

および教員養成活動の運営を反復することで，   

30の地域における1年あたり500から650人の教   

貞の養成が企図された（Wood1987，221）。  

（9）教育カレッジの幹部職貞候補者の帰国月日   

は，資史料により異なる。本研究では，彼らと   

ともにネパールに戻ったH．B．Woodの回顧録に   

依拠した（Wood1987，207，210）。  

（ユ0）NNEPC報告書やNTTCの実践における技   

術教育の重視については，中村（2003b）を参照。  

（11）例えば，4年制課程の修了には最小128セメ   

スター時間が必要とされるが，このうち英語の   

必修科目は20セメスター時間，ネパール語のそ   

れは12セメスター時間である（CoE1957b，33－   

34）。  

（12）技術教育は，芸術と統合された専門教育とし   

て，6か月課程では全20セメスター時間のうち   

4時間，10か月課程では全32セメスター時間の   

うち7時間を占める（CoE1957b，30－31）。  

（13）それぞれ4～5時間の単位時間が想定される   

ワークショップの主題は，①初等教育の改善，   

①中等教育の改善，③一般教育，④専門教育に   

おける特別プロジェクトである（CoE1957b，40）。  

（ユ4）短期教員養成課程の期間は，まもなく8～9か   

月に，1958年には10か月に延長された（Bhattarai  

1958，36，40）。  

（15）これらの期間において養成された教員数は，   

資史料によって大きく異なるが，本文表2では，   

当時の教員養成活動の記録であるBhattarai  

（1958）と，これに対応するようにWoodほか  

（1962）等の記述が修正されたWood（1987）の   

数値を採用した。  

（16）王政復古期の教員養成事業への評価につい   

て，詳細は中村（2003b）を参照。  

（17）教育カレッジの構想段階においてしばしば混   

同されていたこれらの学校種は，研究部のもと  
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ThePoliciesandFunctionsoftheCollegeofEducation   
inNepaleseEducationalDevelopmentinthe1950s：  

FocuslngOnthe恥acherTrainingActivitiesoftheCollege  

Yhtaka NAKAMURA   

ThepurposeofthispaperistoclarifythepoliciesandfunctionsoftheCollegeofEducationinNepalinthe  

1950sbyanalysingprimari1ythereportoftheNepalNationalEducationPlanningCommission即NEPC），the  

CatalogueoftheCollegeofEducation，eValuationreportsofthecollege，andotherdocuments，throughfocuslng  

OnteaChertralnlngaCtivitiesoftheCollege．   

Afterpoliticalchangein1951，therecameanawakeningoftheneedforeducationinNepal・NNEPC，  

commissionedin1954，issued acomprehensivereporttoconstructanationaleducationsystem．Inthisplan，  

NNEPCrecorrmendedthatteachertrainingshouldbegivenimmediatepriorityasthiswasthe“keystone”of  

educationaldevelopment．Withthisrecommendation，theCollegeofEducationwasforma11yestAblishedunder  

theMinis仕yofEducationinSeptember1956．   

TheCollegeofEducationinitsearlystages establishedseveralprogrammes：（1）aBachelorofEducation  

degreeprogramme，（2）aNormalSchooIProgramme，and（3）anExtensioncoursesprogramme・Tbconduct  

theseprogrammes，thecollegewasorganisedintothefollowingdivisionsandbureaus：（1）theBureauofAdult  

Education，（2）theBureauofPublications，（3）theBureauofEducationalResearCh，（4）thelibrary，（5）the  

BusinessOface，（6）theRegistrar§Office，（7）theTbacher’sPlacementOffice，（8）theDivisionofInstruction，（9）  

theDivisionofStudentPersonnel，andthe（10）HealthCentre．  
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