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InthispaperlshalltrytogiveanoverviewoftherecenthistoIyofconcemswithgender

andeducationandassociatedtheoryandreseardlintheUK,endingwithanargument

abouttheimportanceofsuchcontemporaryhistory．

Histmicalcontextandchangmgconcｅｍｓ
●

InBritain,asinJapan,thefirstwaveoffeminisminthelatel9thandearlytwentieth

century,ｕｐｔｏｔｈｅｌ９１４１８ｗａＩ，ｗａｓｃｏｎｃｅｍｅｄｔｏｏｐｅｎｕｐｅｄｕｃａｔｉｏｎｔｏgirls,bothat

prlmaIy,secondaryanduniversitylevel・Theeducationprovidedfbrthechildrenofthe

poor,thoseofthewelltodoandthoseoftheupperclasseswassharplydiffErentiated,but

inallcasestheeducationofgirlswasinfEriortothatofboyS,anddirectedgirlstowardsa

domesticfUture・FOrinstance,inthecaseofworkingclassgirls,theywerEeducatedtobe

firstservantsinthehousesofthemiddleclassesandlaterthewivesofworkingclassmen

andmothers・TheytherefOreleamedsewmgandlaundryratherthanarithmetic-which

wasanunnecessaryskillandwhichitwasargued，mightupsetboththeirreproductive

organsandtheirdeferentialdemeanor・Oneoftheimportantactivitiesoffeministhistorians

hasbeentotracｅｂａｃｋａｎdrewritethehistoryofeducation‐includingthehistoryofthe

teachingprofession-thistimerecognizingtwogendersandthesignificanceｏｆ′sex

antagonisms'fbrdlesbructuringofthefield．

WiththeestablishmentofuniversalprimaryeducationinEnglandinl870,andtheopening
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ofnewgrammarandboardingschoolsfbrmiddleclassgirlstoparallelthosefbrboysin

thesameperiod，theconcembecamemoretheprovisionofimprovededucationatall

levels-fromnurserythmughlhecurriculumofprimaryeducation,andlhewideningof

whathadprEviouｓｌｙｂｅｅｎａ'laddefintoawide'staircase'fbrableworkingclasschildren

toprogressintosecondaryschooling､Someuniversities(includingtheUniversilyofLondon）

admittedsmallnumbersofwomeninthelatenineteenthcentury》butothersheldout

muchlongerandwomenwer℃awardeddegreesatCambridgeonlyinl948,i､ejustten

yearsbefb正Imyselfwentthere．

Thesociolo8yofeducationwhichIfirstencounteredinthel960swasthusfOcusedupon

socialdassdifferencesandtheeffectsofuniversalsecondaryeducation(ｆｍｍｌｌｂｏｌ４，

thenl5andnowl6)andcomprehensiveschooling､Itwasacceptedthatcoeducationwas

thewayfOrward・Mixed-sexschoolinghadbeenintroducedinto′progressive′middle

dassschoolsattheturnoflhecenturypartlybecauseoffEarsabouthomosexualityin

singlesexboardingschool,andallstateprimaryschoolswe記coeducationalbythel960s

andmoststatesecondaryschools‐thoughnotallprivateschoolsorchurch‐ｗｅ唾

coeducationalbythel970s､Withcoeducation,anyissuesofgirlscontinuingdisadvantage

werBthoughttohavebeenresolved,andthediffErenceswhichrEmained,fbrinstancein

subjectchoice,werEseenasnotmajorproblemsbecausetheywerEgenerallyappropriate

fbrthedifferentfUturelivesofboysandgirls．

Thel970s:gende町raceandclass

lntothiseruptedthenewsocialmovements(notablyanti-racismandfeminism)ofthelate

l960sand70S,stressing(intheUK)boththeeducationaldisadvantagingofthechildrenof

migrantsfromlheCaribbeanandIndiansub-Continent,andthecontinuingdisadvantages

fbrgirls・Also,slightlylater,concemwasvoicedaboutthelackofsupportfbrhomosexual

pupilsinschoolsandthecontinuingsegregationofthosewithdisabilitiesin'special′

schools・ＴｈｅＢｌａｃｋａｎｄｗｏｍｅｎ'smovementscausedtheenachnentoｆｎｅｗａｎｔｉ‐

discriminationlegislation(indudingtheSexDiscriminationActう1975,whichincludeda

requi正mentfbrequalityofeducation)ａｎｄｎｅｗ'quasigovemmentalorganizations'(the

CommissionfbrRaceEqualityandtheEqualOpportunitiesCommission)，ｗｉｔｈ
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responsibilitiesfbrenfOrcingthｅｌａｗ・Theyalsoproducednewanalyticalconcepts,suChas

gender,'sexism',and'patriarChy．

ThesewerEexcitingtimes・Feministactivistsfbrmedwomen'sgroupsfOrsupportand

usedconsciousnessraisingtodiscoverandexplorenewissues・Inschoolswebegan

empirical,oftenactionresearchtosupportideasdrawnfromwomen'sandgirls'experlence・

Thesestudiesbyacademicsorteacher-resear℃hers，lookedathowle､9.,moreteacher

attentionwasgiventoboys;thecontinuingdiffErenceinthecurriculumofferedtoboys

andgirls(andthecareerconsequencesofthis);andhowevenwhengirlscouldaccessthe

samecurriculum，orsitlhesameexaminations,ihecontentwasweightedtowardsbOys

andmen'sinterestsandseeingafemalename(orafbreignname)atthetopofanexam

paperaffectedjudgementsofitsworth．

Wealsoworriedaboutthelownumbe応ofwomeninscienceandengineering(asdidlhe

Govemment),andtherewerEanumberofinitiativestochangethefbcusofscience,to

interestgjrlsandgivethemaccesstorEsourcesinschools,andtoencouragethemto

continuewithscienceatuniversity・AReportfromHMI(theschoolinspectorate)had

pointedoutthatgirlswerElesslikelytotakephysicsinmixｅｄｓchoolsthaninsinglesex

schools(andboyslesslikelytotakehistoryandlan8Uagesinmixedschools)eventhough

therewerEfacilitiesavailabletotheminsuchschools.(Manygirls-onlyschoolshadnot

hadappropriatelaboratories.)Sowealsoreopenedtheissueofthemeritsofcoeducation

andassertedthatgirlsdidbetterinsinglesexschools‐thoughsubsequentrESear℃h

suggeststhisismoreamatterofthetypeofschool:mostselectiveschoolswerEsinglesex

Womenenteredtheuniversitiesasundergraduatesingreaternumbersatthistime,but

feministswerEconcemedaboutthelowproportionofwomenamongthosedoingrEsearch

(only１５％ｏｆＰｈＤ､studentswerEwomenintheearlyl970s(Leonardl997)）andthis

meantnotonlypoorcareerprospectsfbrwomenasfacultyincollegesanduniversitieS，

butalsothatlittlenewknowledgefromaradicalfeministperspectivewaspmduced・

TherewastherefOreas廿uggletoestablishanewareaofteaching-women'sstudies-

whichfirstaddedwomenintocoursematerial,andlaterwentontochallengethewhole

natureofthedisciplinesandrevitalizethem・Italsoutilizedamore′women-friendly′
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Pedagogy．

T耐el980s:diversitiesandcomple湿ties

Bythemid80swehadachievedgreatsuccessinraisingawarenessofgirls'situationin

schoolsandininfluenEinglocalpoliticiansandLocalEducationAuthorities（LEAs)to

appointspecialiststogiveadvicetoschools(Leonard＆Heyl993)．（TheAustralians

coinedthenewword'femocrat'fbrthosewhoseworkcombinedfeminismandbureaucracy，

i､e・govemmentemployment.)InthelnstituteofEducationweoperatedasthecoordinating

centrefbreightLEAsandhadafbrmerteacherappointedtoruncoursesfbrtheirteachers

EachLEAhadanumberofschools(betweenlOand40)whichhadelectedtoparticipate

inthescheme,andeachschoolhadappointedanEqualOpportunitiesCo-ordinator・Staff

weregiventimeouttoattendmeetingstodiscusstheissueandtoplanandevaluatetheir

ownsmallscaleprOjects．

TherewerEdifferencesofopinionamongtheteacherS,advisorBandresearchersinvolved

inthiswoIkastowhattheyconsideredneededtobechanged．

Somewantedmerelytoadjustwhattheysawasaphysicallybasedbinaryrelationship

whichhadgoneoutofbalancesocially・Theystressedchangingattitudes,and

particularlytheattitudesofseniorpeoplesuchasheadteachers，backedupwithlegal

requirementsastowhatwasandwasnotallowedundertheSexDiscriminationAct・

Otherssawmaleadvantageeverywhereandwantedaradicalchangeinthe

wholesociety､Theysawgenderdifferencespartofanexploitativesystemand

stressedlhewaythecontentofthecurriculumwasbiasedtowardsboys′

interests-everythingfmmthecontentofstoIybookS,whatwasregardedas

therightanswertosciencequestions,whichsportswerEseenasthesourceof

schools'prestige-andthewaysinwhichboysdominatedclassroomsand

playgrounds､TheywerEparticularlyimportantinpointingouttheextentto

whichcertainboysharassedgirlsandotherboys(andsometeachers)verbally

andphysically・

OthersstressedtheintertwiningofgenderissueswiththoseofsocifJIclassand
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raceandarguedthatschoolsreproducednotonlydass(seetheworkofBourdieu

andBemsteinandothers)butalsogenderandraceinequalities・Theythought

feminismshouldnotfOcusonlyongenderbutbeequallyconcemedwith

othersocialinequalities・

Similardivisions,andhotdebates,existedwithinwomen'sstudiesinadulteducationand

postgraduateworkinuniversities・Alltheseareasexpandedrapidlythankstostudent

demandandiheincreasingnumbersoffacultywhowerEinterestedinteachingthem

(AdkinsandLeonardl992)．

Researchonlesbianandgayteenagersatthetimeshowedjustwhatdifficultexpenences

theyhadinschools,ａｎｄｏｎｅｉｎｆｉｖｅｗｅｒＥｓａｉｄｔｏｈａｖｅｓｅｒｉouslyconsider℃dorattempted

suicide・InLondonvarlousgroupsstartedtopmduceresour℃ｅｓｔｏｇｉｖｅｍｏｒｅ'positive

images',includingstockingandindexingbookswithhomosexualthemesinschoollibraries，

anddiscussingsexuality(sexualpracticeandlife-style)notjustinstrictlydefined'sex

education'butalsoinsocialandhealtheducationandinhistoryandEnglishliterature

classes・ＴｈｅｒｅｗｅｒＥｓせugglestopreventopenlyhomosexualstafffrombeingdismissed

fromteachingjobsinschools,andfOrarecognitionthatsomechildrenlivewithleSbianor

gayparents(EpsteinandJohnsonl999)．

AlongsidethiS,fromthel970stol990s,therewerEradicalchangesmwomen'sparticipation

intheUKlabourmarket・Wemovedfromapresumptionthatwomenwouldworktill

theymarried，thendropoutfbrchildcare,returningpossiblypart-timeintheir40sor

shouldtheylosetheirhuSbands,toanexpectationthatwomenwouldbeincontmuous

fUll-timeemploymentexceptfbroccasionalperiodsout.(Weshouldnotethatthishadin

factbeentheactualexperlenceofmanyworkingdasswomenfOrmanyyearS,sincethey

hadtocontributetofamilyfinances,anditwasalsotheexpectationofAfricanCaribbeaｎ

women.）

Therewasalsoareducedstabilityofmamageandanenonnousincreaseinsoqo-economlc

inequalityintheUKoverthesameperiod､Thishasresultedinshockinglyhighratesof

childpoverly(seetheUNICEFReport2000)andconsequent'socialexclusion',whichhas

muchconcemedtheNewLabourgovemment､EveniftheircurrEntpoliciestotacklethis
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arEsuccessfUl,theeffectswilltakeyearstoworkthrough・TheworstcasesofpovertyarE

intheurbaninnerCityandpoorruralcommunities,andarereflectedinthemarkedly

lowereducationresultsofbothboysandgidsintheseareas・Childpovertyprobablybeals

especianyheavilyonworkingclassmothers,ａｎｄａｌｓｏｏｎｗｏｒｋｉｎｇｃｌａｓｓｇｉｒｌｓｗｈｏｈave

differentdomesticrEsponsibilitiesfmmtheirbrothersandarEexpectedtodohousework

andtoemotionallysupporttheirmothers(especiallysinglemothers).qamintheprocess

ofwritinguparEsearchprOjectonthistopic.）

nnel990s:demnsfmctionandsomereconstruction

MuchoftheLEAsupportstructuresa､dactionsinschoolwerErapidlylostattheendof

thel980swhencentral(Conservative)govemmentmovedagainstwhattheytermed'loony

leftism'(Leonard2000).Thiswasparticularlyanattackonlocalgovernmentgivingsupport

tohomosexualrightsandhavingspecialistraceunits,butitalsoaffectedfeministactivities・

Theopposition(Labour)partyfailedbosupportitsmorele雌winglocalbranchesinthe

metropolitanareasbecauseitwasconcemedtogetelectednationally・Parliamentshifted

fUndsawayfromlocaltDcentralcontrol,sotherEwasnolongermoneyfbrthefemocrats

orthesortsofinitiativeswehadhadatthelnstitute､InadditionmajorchangeswerEmade

veryswifUytotheeducationsystem,withtheintroductionofaNationalCurriculumand

regulartestingtomeasurelevelsofpupilachievementinschools；changestoteacher

educationwithamuchtighter,extemallyimposedcurriculum；ａｎｄarevisedformof

schoolinspection.HighereducationalsounderwentrapidchangewithlargeincrEasesm

undergraduatestudentnumbersanddediningfUndingfbreach,alongwithmeasurement

ofresearchproductivityandassessmentofteachingquality．

AdaptingtothishasocCupiedmostofteachers'andlecturers'attentionandg唾atlyincr泡ased

theirworkload・TheNationalCurriculumevenedoutmuchofthepreviousdiscriminatory

differEncesinsubject'choice'betweenboysandgirls(thoughsomeofitsgoodeffectsarE

diminishingasmorevarietyisbeingallowed),butlheoverallconcemwithimproved

standardsandeffectivenessandefficiencyhasbeenantipathetictoworkonequity､Asis

frequentlysaid,′equalopportunitiesisnothighontheagendanowadays'・Thenew

gUidelinesfOrschoolinspectionsinitiallycoverEdconsiderationofequityissues,butthis
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disappearedinrevisedlnstructions､Similarly,recentreportsonhighereducation(Harris

l996,Dearingl997)haveregardedgenderandraceinequalitiesasissueswhichhavebeen

resolved,ａｎｄｓｏｔｈｅ唾hasbeenverylittlemonitoringoflhedifferentialeffectsofrecent

changes．

Aftertheparticularvilificationofradicalworkonsexuality》sexeducationhasacquireda

specialstatusasasubjectareainschools,Itscurriculumhastobespeciallyoverviewedby

theschoolgovernors,andmanyteachersarefrightenedtodiscusslesbianandgayissues

oreventointerferewhenpupilsbullyeachotherusinghomophobicabuse(thankstoan

ObscureSection28inaLocalGovemmentActwhichfbrbidsthe′promotion’of

homosexuality､NewelementsintheNationalCurriculumfOrCiizenshipandPersonal，

SocialandHealthEducationrequirethepromotionof'familyvalues'．

SATsandthepublicationofleaguetablesofschools’examresultswereintroducedto

increasetheaccountabilityofthosewhoarEpublidyfUnded,andtoencouragecompetition

betweenschools,whichwasthoughttoimprovestandards・Buttheyhaveshownup

unexpectedresults・GirlsarEdoingweUandoutperfOrming(andbeingseentosubstantially

outperfOrm)boys､Asaresultwenowhaveapanicaboutboyssupposedunderachievement

inuteracyinprimaryschoolandonaverageacrossthefieldsinthel6＋examinations(see

mycompanlonpaper).Thisisprobablybecausegirlsinschoolnowlookfbrwardtoavery

differentfUturefromtheirgrandmotherS,andtheyhavedifferentneedsofeducation,and

aremorewillingtocompete,Therearealsodleeffectsofthechangesinthecurriculum

andpedagogyresultingfromfeministinterventions,ａｎｄgirls'moreschoolappropriate

behaviour-theworkharderandhelpeachothermorethandomanyboys・Howeverdle

panicaboutbOyshasleadtoapolicyconcernshiftresourcestospecialprovisionfbrboys，

andtherE-emergenceofsexantagonisticandbiologisticexplanations(seeEpsteinetal

l998)．

BecausegenderisnowfirmlyontheperfOrmanceagenda，ｉｔｈａｓｂｅｅｎｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｇｅｔ

ｍｏｎｅｙｔｏｄoresearchongender-providedboysarEmentionedspecifically・Wehave

therefOrehadanEconomicandSocialResearchfundedseminarseriesattheInstituteon

'AreboysUnderachieving？askingsomeverybasicquestionsaboutwhichboysandwhich
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girlsdoweuorbadlyandwhy,Thereisalsonewresearchonmasculinity,andonthe

intersectionofgenderraceandclass,muchofitinfluencedbyposﾄstructuralism(e,9.Hey

l99ZSkelton2001)．Ipersonallyhavedonerecentworkｏｎ,fbrexample，genderand

specialeducationalneeds(DanielsetaL1999),ｇenderandleamingamongllyearolds，

andviolenceinsecondaryschools（seecompamonpaper).Thisstresseshowsocial

inequalitiesarEconstantlyreconstructedinmicrointeractionsinschools,andhowdifferent

inequalibies,ｅ､g・genderandrace,influenceeachothenasweuastheaf企ctsofindividual

teachers'pedagogicstyleandthemanagementstrategiesoftheschoolHeadteacher．

Despitethisinterestingwork,oneeffEctofintensificationandmarketization(andnowthe

exodusofteachersfromsChoolstootherjobspartlybecauseoftheirchangedtermsand

conditionsofemployment)hasbeendeclineininterestindoingMastersdegrees,especially

inwhatarEnowseenas'nｏｎｖocational'fieldslikewomen'sstudiesorgender・Hencethe

interestingworkwearEdoinginnotgettingfedbacktopractitioners・Thereisalsoa

tighteninggovemmentgriponwhatshallcountas'good'researchtoguidepolicy‐witha

preferencefbrscientifiC,randomizedcon廿oltesting､Thisisbeingsomewhatcounteredby

themushroomingofanewprofessionaldoctoraldegree，ｔｈｅＥｄ.D，whichencourages

researchasamodeofstaffdevelopment・Ｅｄ・DstudentsarEexperiencededucational

professionalsandmanyoftheｍａｒｅｄｏｉｎｇ‐andpublishing‐actionresearchand/or

studiesoftheirownspecificinstitutions．

Wehavethuslosta8reatdealoftheheadstartinpracticalequityprOjectswhichwehad

inlheUK,thankstothenarrowingdownofconcemwitheducationtoafbcusonits

importancetonationaldevelopmentandcompetitiveness，ratherthanitsbeingfbrthe

personalenrichmentofcitizensorameansofsocialengineering・Butwemaybemovmg

tosomereactiontothiS,andtoalessertrustinschooleffectiveness,newmanagerialism

and'leadership'asthewaysfbrward,asresearchshowssomeoftheirshort-comingsand

unintendedconsequences.(Iftimeallowedlcouldalsotalkaboutlhegenderdimension

totheseideas-theover-risingbeliefinmasculinevaluesembeddedinsuchbeliefS(Leonard

2000).Butlmustdrawtoacondusion1）
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lmportanceofhistoricalandcomparativeperspective

Oneofdleimportantcontributionsofacademicsandactivistsistowritecontemporary

historyandevaluatecausalinter-connectionssoastotakeawiderperspectiveandtohelp

practitionersunderstandsituations,Itisalsoimportantboletnewcomerstothefieldknow

whathasbeentriedinthepastandwhythingssucceededorfailed・Manyofmyeducation

studentstodayarrlvewithnoknowledgeofgenderpoliticsａｎｄｈｏｗｗｅｇｏｔｔｏｂｅｗｈｅｒｅ

ｗｅａｒＥｔｏｄａｙ・Theythinkthechangesinwomen'spositioninthelabourmarketandthe

family‘justhappened'associetymovedfbrward､Theythinkthatgirlsandwomen's

accesstoeducationcameeasily:thatthepathwasstraightfOrwardandwithnotumings

back､ThisisbecausethecurriculumtheystudyastraineeteachersorintheircoursesfOr

fUrtherprofessionaldevelopmentorfOrbecomingheadteachersdonotdealwithgender

inanydetailandtheyaretaughtbypeoplewhohavenospecialistknowledgeinthisfield・

TheyarEcertainlynotinfOrmedeitheraboutwhathasbeenhappeninginothercountries・

Moreover,ｂｅcausethel980sinitiativeswerEendedsoabruptlylfewevaluationsofequity

prOjectswerEmadeintheUK(seeWeinerl994,Leonard2000,Ａｍｏｔetall999),andno

newonesarebeingdeveloped．

Forpoliticianscontemporaryhistoryhasthetwindraw-baCksofbeingretrospectiveand

stressingthecomplexityofsocialstructuresandprocesses‐thatanynewpolicyis

implementedwithinchangingnationalandlocalcontextsandisinfluencedbymany

factorsoutsidetheeducationsystem（e､9．changesinthenationallabourmarkeb

technologicalchange,andtheeffectsofglobalization､Contemporaryhistoryalsostresses

thatpoliciesdirectedatoneareacanhaveunintendedconsequenceselsewhereandthe

inter-connectionsorco-constructionsofdifferentsocialinequalities(gendeZ,race,class，

disability》etc)．

Fbrexample,intheUK,govemmenteffOrtsatbroadeningsocialclassaccesstoeducation

havebeencounterEdbytheclass(andgenderandrace)effectsofotherchangestheyhave

setinplaceThus：

Devolvedbudgetingtoschoolsandopenenrolmenthaveincreasedinequalitiesbetween

schoolsandhencethedisparitybetweentheschoolsmiddleandworkingdasspupils
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attend・

Localeducationauthoritieshavebeenweakenedtoincreasecentralizedcontrolofeducation；

buttheyusedtotrytoevenoutdifferencesbetweentheschoolsintheirareasandthey
werealsothefOre-runne応inanti-sexistandanti-sexistwork)．

Publishing'leaguetables'ofschoolshasincreasedthenumbersofPupils(especiallyBlack

boys)schoolsexcludefbrbadbehaviourandresmctedthenumbersofchildrenwith

specialeducationalneeds(againpredominantlyboys)whoarEincludedinmainstrEam
schools・Ithasalsoincreasedschoolsenthusiasmtorecruitgirlsbecausetheygetbetter

rCsults・

Developingcompetitionandthehierarchybetweenuniversitieshasleadtomature,working

classandracialminoritystudentsandwomenstaffbeingmoreconcentratedinthepoorly

rEsourcedfOrmerpolytechnics．

Contemporaryhistoryalsohelpstoclarifyhowtheimplementationofeducationalpolicy

isdivertedbytheimperativesofpoliticians(togetthemselvesre-elected,makingshort-term

decisions),themedia(seekingsensationalstoriestosellpapers)andindividuallitigation

byparentsandstudents・Ｉｔａｌｓｏｍａｋｅｓｕｓ,asresearchers,bereflexiveaboutourown

changingconditions‐andpossibilities‐fbrresearch,andshowshowpoliticalconcems

andtheoIyandrEsearchinteract．
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[報告１翻訳］

本稿ではイギリスにおけるジェンダーと教育、およびそれに関連する理輪と研究について最近の

関心を概観することを目的とする。そしてこの現代の歴史がどうして重要なのかを最後に述べるこ

とにしよう。

歴史的文脈と関心の変遷

英国では、日本と同様に、１９世紀後半と２０世紀初頭にかけてフェミニズムの第一波がおこり、
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1914-1918年戦争までには、初等、中等、高等教育レベルの門戸を女性にも開放することがその

内容とされた。貧民の子供達に提供された教育は、豊かな人々や上流階級の人々の子供達に与えら

れた教育とは全く異なるものであった。しかし、あらゆる事例において、女子の教育は男子の教育

よりも劣っており、家庭に将来は入ることに向けられていた。例えば、労働者階級の女子の場合、

彼女達は中産階級の家の使用人としてまず教育され、次には労働者階級の男の妻となり、母となる

ように教育された。彼女達は、したがって、女子には必要ではないと思われたスキルであり、彼女

達の（人間の）再生産組織と男性と異なる振舞い双方に悪い影響を与えると輪じられていた算数よ

りも裁縫、洗濯を学んだ。フェミニズム歴史家にとって重要な活動の一つは、教育の専門家の歴史

を含み、教育史を遡り、書き直すことである。しかし今回は、この領域を構築するための二つのジエ

ンダーと「性的反目」というものを認識しながら。

１８７０年に、イングランドでは義務制初等教育が制度化され、同時期、中産階級の女子に対して、

男子と同様に、グラマースクールと寄宿制学校も開校している。これに伴い、全ての教育レベルに

おいて－幼稚園から初等教育のカリキュラムを通じて一、教育の改善をもたらす制度化が進む。そ

して能力のある労働者階級の子弟には、中等教育学校への進学が、以前は「梯子」であったものを、

より広い「階段」へと広げられた。（ロンドン大学を含む）幾つかの大学では１９世紀後半になって

わずかな人数の女性の入学を許可した。しかしその他の大学はずっと開放せず、ケンブリッジ大学

から女性が学位を授与されたのは1948年になってからのことである。ちょうど私がケンブリッジ

大学に入学した１０年前のことであった。

１９６０年代に私が初めて出会った教育社会学は、それゆえ、社会階級における差異と、義務制中

等教育（１１歳から１４歳、そして１５歳、今は１６歳まで）の効果と、総合制教育の効果というものに

焦点を当てていた。共学は前進の方法として受け入れられていた。共学校は世紀の転換点に「進歩

的」中産階級の学校に導入されていたが、それは部分的には、男子寄宿舎制学校における同性愛へ

の懸念からであった。１９６０年代までには全ての公立小学校は共学となり、ほとんどの公立中等教

育学校も（私立校や教会立校は全てではないが）、１９７０年代までに共学になった。共学に伴い、

女子の継続する不利益の問題は解決されると考えられた。そしてたとえば、科目の選択などに見ら

れる差異は主要な問題ではないと考えられた。何故ならそれらは一般的に少年少女の異なる未来に

とって適切だと見なされたからである。

1970年代：ジエンダー、人種、階級

１９６０年代後半と1970年代の（主要には反人種主義とフェミニズムという）新しい社会運動の爆

発は、（英国では）力リブ諸国からとインド大陸からの移民の子供達の教育上の不利益と、女子の

継続する不利益を強調するものであった。また、少し後になって、学校における同性愛の子供達に

対して何ら支援がないこと、「養護学校」における障害児という継続的分離を問題視する声が上がっ

た。黒人と女性の運動が、新しい反差別に関連する一連の法律（1975年の性差別（禁止）法、こ
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れは教育の平等の要求を含んでいる）と法の実効に責任を持つ新しい「準政府機関」（人種の平等

のための委員会一CREと、機会均等協議会一EOC）が成立するもととなった。それらの運動はまた新

しい分析概念、例えば、「ジェンダー」「セクシズム」「家父長制」というものを作り出した。

これらはわくわくするような時代であった。フェミニスト活動家は支援グループを結成し、覚醒

を新しい問題の発見と精査をするために使った。学校においては、私たちは、女性と女子生徒の経

験から引き出される理念を支援するために、体験的リサーチ、しばしばアクションリサーチを開始

した。研究者、現場教師らによって行われたこれらの研究は、「いかに」ということに注目するも

のであった。例えば、教師の注意がいかにより男子に向けられるか、男女に与えられる異なるカリ

キュラム（とその結果の進路）がいかに継続しているのか、そして女子が男子と同じカリキュラム

を学ぶことができた時でさえ、あるいは同じ試験を受けることができた時でさえ、いかにその内容

は男子と男性の関心に傾斜し、女性の名前（あるいは外国人の名前）が試験の成績で一番となった

ら試験のそのものの価値を疑うような結果をもたらすのか、など。

私たちはまた、理系、工学系（そしてまた中央政府）における女性の数の少なさも問題とした。

そして女子の関心を惹き、学校にある資源へのアクセスを彼女達にも与えるような、そして大学の

理系に進学するように彼女達を奨励するような理科の焦点づけの変化をもたらすような一連のイニ

シアチブができた。視学官の報告書は、男女同じ条件にあったところでも、共学校の女子のほうが、

女子校の女子よりも物理を選択しない（そして共学の男子の方が歴史と外国語を取らない）という

ことを指摘した。（多くの女子校は整備の整った実験室を持っていない。）だから、私たちはまた、

共学のメリットという問題を再び取り上げ、女子は女子校のほうが勉強がよくできるということを

主張した。その後の研究はこの差異は学校のタイプにもっと依存するということを示唆している。

つまりもっとも選抜的学校は別学である。

大学の学部に進学した女性は、現在ではかなりの数にのぼる。しかしフェミニストは大学院に進

学している女性の比率の低いことに関心を寄せている（1970年代初期では博士課程に在籍する女

性はわずか15％であった（Leonardl997））。そしてこのことは女性にとって大学やカレッジの

学部がキャリアとしては貧しい期待しか与えないということだけでなく、ラディカルフェミニズム

の観点からの新しい知識がほとんど生み出されないことを意味していた。それゆえ、新しい教授領

域の確立を求める闘争があった。すなわち女性学である。これは第一に女性をコースの素材として

付け加えた。そして後になって、既成の学問の本質全体に挑戦し、これを再生しようとした。そし

てまたそれはより「女性にやさしい」教授法を利用した。

1980年代：多様性と複雑性

１９８０年代中頃までに私たちは学校における女子の状況についての認織を覚醒すること、地方の

政治家や地方教育当局に学校にアドバイスを与えるための専門家を雇うよう影響力を与えることに

非常に成功した（I全onard＆Heyl993）。（オーストラリアでは、フェミニズムと官僚制をつなげ
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よう（つまり政府の雇用＝公務員）とする人々 に対して、新しい言葉「フエモクラツト企mocrat」

が刻印された）。私たちは８つの地方教育当局に対し、ロンドン大学教育学大学院にコーディネー

トのためのセンターを組織した。そして、現職教師の研修のためにひとりの元教師をコース運営の

ために採用した。各地方教育当局はこのコースのために幾つかの学校（１０校から40校）を選び、

各学校は必ず一名の機会均等コーディネーター（EOC）を任命した。スタッフはこの問題を論じる

ための会合に出席するための時間が与えられ、彼ら自身の小さな規模でのプロジェクトを計画し、

その後で評価することとなった。

この仕事に参加した教師、アドバイザー、研究者の間には、何が変更されるべきかという点を巡っ

て、様々な意見が見られた。

・何人かは、社会的に最早バランスを崩している物理的な違いを基礎とする二元的関係を単に調

節すべきだと考えていた。彼らは、性差別（禁止）法の条文をもとに、態度の変化、とくに校長

といった上位の人々の態度を問題とした。

．ある人々は、あらゆる場における男性優位を発見し、社会全体のラディカルな変革を望んだ。

彼らはジエンダー的差異を搾取のシステムの部分と見なし、カリキュラムの内容が男子の関心に

向けてバイアスがかかっていると強調した。つまり物語本の内容、理科の質問において何が正し

いと想定されている解答か、学校の威信と結びついているものはどのスポーツなのか、そして男

子が教室や校庭で支配的になるその方法など。彼らはとくにある一部の男子が女子やその他の男

子（そして教師）に対して、言葉や物理的に嫌がらせをするその度合いを指摘した点でとくに重

要であった。

・その他の人々は、社会階級と人種の問題とジエンダーの問題が相互に複雑にからみ合っている

ことを強調し、学校は単に階級だけでなく（ブルデューやパーンシュタインその他の人々の研究

を見よ）、ジエンダーと人種の不平等も再生産していると論じた。彼らはフェミニズムはジェン

ダーだけでなくその他の社会的不平等にも目を向けるべきだと考えた。

似たような分裂と、白熱した輪議は、成人教育と大学院レベルでの女性学でも存在していた。こ

れら全ての領域は、学生の人気とこれらを教えることに関心を持った学科の増加によって、急速に

拡大した（AUdnsandl廷onardl992）。

当時のレズビアンとケイのティーンエイジャーの研究も、学校での彼らの困難な経験について明

らかにしてきた。そして５人に１人が自殺を真剣に考えたり、実際に自殺未遂に終わったといわれ

ている。ロンドンでは様々なグループがもっと「肯定的なイメージ」を与えるための素材を、学校

図書館用に同性愛をテーマとする文献を購入したり索引集を作ったりすることを含めて、作り始め

た。そしてセクシユアリティ（性的実践や生活スタイル）はたんに「性教育」に限定されるのでは

なく、社会教育や健康教育、または歴史や英文学の授業においても行われるべきだと論じた。また

同性愛の教師を解雇から救うため、公にされた闘争もあった。そしてレズビアンやケイの親と住む
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子供達を認めるための闘争もあった（EpsteinandJohnson,１９９９）。

これとともに、１９７０年代から1990年代にかけて、英国労働市場における女性の参加にラディカ

ルな変化があった。私たちは女性は結婚まで働き、育児のために退職し、４０歳代になって、あるい

は夫に死なれてパートタイムの仕事に復帰するだろうという仮定から、女性は例外的な時期を除い

て、フルタイムの職に継続的につくだろうという期待へと進んだ。（私たちはこのことは事実多く

の労働者階級の女性にとってはすでに長い間経験されてきたことだということを注記すべきだ。彼

女達は家計を助けなければならず、これはまた力リブ諸国の女性に対する期待でもある）。

また、同じ時期、イギリス国内では結婚の安定性も減少し、社会経済的不平等が大幅に増大した。

これは子どもの貧困率が衝撃的なほど高いという結果をもたらした（UNICEFReport2000）。さら

に「社会的排除」も結果としてもたらした。これは新労働党政権の主要な関心事となった。この問

題に対する最近の政策が成功しているにせよ、効果が出るには何年もかかるだろう。貧困の最悪の

事例は、都市部と貧しい農村地域である。そしてそれはこれらの地域では男子女子共に非常に成績

結果が悪いということに反映している。子どもの貧困は、恐らくとくに労働者階級の母親にのしか

かっている。そしてまた労働者階級の少女にも。彼女達は兄弟とは違った家庭内での責任を持ち、

家庭の仕事を手伝うことが期待され、母親を情緒的にも支えることが期待されているからだ（とく

にシングルマザーの場合）。（私はこの問題についての研究報告をまとめているところである）。

1990年代：脱構築といくつかの再構築

学校における構造と活動についてのＬＥＡの支援の多くが、１９８０年代末にはほとんど急速に失わ

れてきた。ちょうどそれは中央（保守党）政権が「狂気の左派主義」と命名したものに対抗して動

き出した頃であった（陸onard2000）。このことは同性愛の権利を支持し、専門家による人種問題

ユニットを設置していたような地方自治体への攻撃であった。しかしそれはまた、フェミニズム運

動にも影響を与えた。野党（労働党）は、都市部でのより左翼的な地方政治家グループを支援する

ことに失敗した。なぜならば労働党は選挙で勝つことに関心があったからである。国会は財政上の

統制力を地方から中央に移した。そのため「フェミクラット」たちゃロンドン大学教育学大学院で

私たちがやってきたようなイニシアチブに対してはもはや資金は与えられなかった。それに加えて、

ナショナルカリキュラムの導入と学校における生徒の達成度を定期的に測るテストを含め、大きな

変革が急速に教育制度に対してなされた。教員養成においては、より強制的な外部から課せられた

カリキュラムがもたらされた。そして視察制度が改定された。高等教育もまた急速な変革に飲み込

まれた。学部学生数の急増、研究の生産性と教育の質の評価を測る尺度の導入とともに、研究、教

育双方に資金が削減された。

こういった状況に適応することが、教師と大学の教師の注意のほとんどを占め、徐々に労働負担

を増やしていった。ナショナルカリキュラムは、以前の科目「選択」における男女間の差別的差異

を平均化した（もっと多様性が鯉められたためにこの良き効果は幾分弱められたが）。しかし水準
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と効率と効果をあげるという全体的な関心が、公正を推進するということに対しては無関心となっ

た。よくいわれるように、「機会均等はもはや議題の優先項目ではない」。新しい学校視察のガイ

ドラインは主要には公正の問題をカバーするようになっている。しかし新しい視察制度に関する手

引きには載っていない。同様に、高等教育に関する最近の報告は（Harrisl996,Dearingl997）、ジエ

ンダーと人種の不平等という問題はすでに解決されたものとしてみているし、それゆえ、最近の変

革による差異化の効果についてはほとんど調査されていない。

セクシユアリティに関するラディカルな研究に対する特別な糾弾の後、性教育は学校の科目とし

て特別な地位を獲得した。そのカリキュラムはとくに学校管理団体によって検討されることになっ

た。そして多くの教師が、レズビアンとゲイの問題を論じることに恐怖を覚え、生徒がホモフオビッ

ク（同性愛嫌い）な迫害をしながら互いにいじめあうときに介入をすることすら蹟路するようになっ

た（地方自治体法第28条の暖昧さのおかげで。この法は同性愛を促進することを禁じている）。シ

チズンシップと人格的社会的健康教育（PS卜E）はナショナルカリキュラムの新要素として、「家

族の価値」を推進することを要求している。

学力テストと学校ごとの試験結果を示すリーグテーブルの公表は、公的に資金援助を受けている

樋関に対するアカウンタヴィリィティを増大するため、また学校間の競争を促進するために導入さ

れた。競争は水準を高めると考えられた。しかし予期せぬ結果が起こっている。女子は男子より良

くできて、男子より優れている（そして実質的に優れていると見なされている）。その結果、私た

ちは、小学校では男子が読み書き能力において、また１６歳以上の試験では全ての領域で平均的に、

学業不振であるというパニックに陥っているのだ（昨日の報告参照）。このことは、おそらく、学

校における女子がいまや彼女の祖母達とは全く違った将来展望を見い出したということであろう。

そして彼女達は異なる教育のニーズもっていること、そしてもっと喜んで競争しようといっている

のだ。フェミニストによる介入の結果によるカリキュラムと教授法における変革の成果というもの

もある。そして少女の学校に相応しい態度_一生懸命勉強し、男子よりも互いに助けあう－という

ものもある。しかしながら、男子（の成績）に関するパニックは政治的関心を引き起こし、男子に

対する特別な処遇へと資源を向け、性的反目と生物学的説明を再び登場させているのだ（Epsteinet

all998）。

ジエンダーが今や確固として学業成績の検討項目にあるので、ジェンダーに関する調査研究に対

してもつと資金が与えられる可能性がでてきたのである。とくに男子の問題が示唆されてあれば。

それゆえ私たちは、ESR資金によってインスティチュートで、「少年達は学業不振か？」という一

連のセミナーを開催した。そこではどの男子、どの女子が成績が良くて、成績が悪いのか、そして

なぜかという極めて基本的な質問から始めた。また新しい調査が男性性についてや、ジェンダーと

人種と階級の相互作用について、始められつつある。これはポスト構造主義の影響を多く受けてい

る（Heyl997,SkElton2001）。私はジエンダーと特別教育ニーズ（Danielset型1999）、１１歳に

おけるジエンダーと学習、中等教育学校における暴力に関しての研究（昨日の報告参照）を終えた
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ところである。これらはいかに社会的不平等が継続的に学校の中のミクロな相互作用のなかに再構

築されているか、そしていかに異なる不平等、すなわちジエンダーと人種、が互いに影響を及ぼし

ているのか、それと同様に、個々の教師の教授スタイルと校長の学校経営戦略の影響といったもの

を強調するものである。

このように興味深い研究であるにも拘わらず、強化と市場化（そしていまや教師の契約条件など

の変化によって生じている教師の転職）の結果、とくに女性学やジエンダーといった「非職業的」

領域と見られる領域に対しては、修士課程進学者のなかでの関心度がますます低くなっている。そ

れゆえ私たちが今やっているような非常に興味深い研究は実践家には戻されないのである。さらに、

科学的、任意抽出の統制されたテストに対する選好をみせつつ、政策をガイドするような「良い」

研究とは何かということに対する政府の統制が非常にきつくなっていた。このことは新しい博士号

である教育学博士の多発によって多少対抗されている。この課程では調査がスタッフの研修の様式

として奨励されている。教育学博士コースの学生は、教育の専門家としての経験を持ち、多くの学

生が自分自身の所属機関での研究とアクションリサーチを行ったり発表したりしている。

それゆえ私たちは以前有していた実践的公正プロジェクトにおける先進的活動のほとんどを失っ

てしまった。それは教育を、市民としての成熟のためにあるとか、社会エ学の手段としてではなく、

たんに国民経済の発展と競争力という重要性に焦点を狭めた結果である。しかし私たちは、これに

対抗し、今全面に押し出されている学校の効果、新経営主義そして「リーダーシップ」というもの

に対する信頼をひきさげるような方向へ向うだろう。すでに調査研究がこれらの不十分さや予期せ

ぬ効果というものを描き出しているように。（もし時間があれば私は、そのような信念の大本にあ

る男性性の価値に対する過度の信念というものについて、これらのアイデアにみられるジェンダー

の次元についても話しができる(Leonard2000)。でも時間がないので結論にいかねばならな

い！）。

歴史的そして比較的見通しの重要性

研究者と活動家の主要な貢献の一つには、現代史を書き、ときどきの内部関連を評価することで

ある。そうすることでより広い見通しを獲得することができ、実践家は自分達のおかれている状況

を理解することができるのである。またその領域の新参者にとっては過去においてどのようなこと

が試みられてきたのか、なぜ成功したり失敗してきたのかといったことを理解し易くなる。私の学

生の多くが、ジエンダー・ポリティクスに関して、そして今私たちがある状況にいかにして辿り着

いたかということについて、ほとんど無知のまま大学にやってくる。彼らは労働市場と家族におけ

る女性の地位の変化は、社会の発展に伴って、「偶然そうなった」と思っている。彼らは教育に対

する女子や女性のアクセスの実現は簡単だったと考えている。道は一直線で、ひき戻ったりはしな

かったと。これは彼らが教育実習生として学んできた、あるいは研修コースにおけるカリキュラム

のせいなのだ。あるいは校長になるため|このコースにおけるカリキュラムのせいなのだ。これらの
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カリキュラムは何ら詳細にはジェンダーのことを取り扱ってはおらず、この領域に精通していない

人々によって教えられてきたからである。それ以上に、１９８０年代の様々なイニシアチブがあまり

にも不膜に廃止されたため、公正プロジェクトに対する評価がほとんどなされていない（Weiner

l994,IEonard200qAmotet副1999）。そして新しい試みはなされていない。

政治家にとって、現代史は懐古的であり、社会構造とプロセスの複雑さを強調する双児の障害で

ある。つまり、どのような新しい政策も変わりつつある全国的、地方的文脈の中で実施されるので

あり、教育制度の外部にある様々な要因によって影響を受けるからである（すなわち、全国的労働

市場における変化、技術的変化、そしてグローバリゼーシヨンの影響。現代史はまた、一つの領域

に向けられた政策はその他の領域で予期せぬ効果を生み出してしまうことそして異なる社会的不平

等（ジェンダー、人種、階級、障害その他）と内的に関連しあい、共に構築してしまうということ

を強調する）。例えば、イギリスでは、教育に対する社会階級のアクセスを拡大しようとする政府

の政策は、そのほかの変化による階級（そしてジェンダーと人種）の影響に直面する。したがって

・学校への予算委譲と通学区域の廃止は、学校間とそれゆえ中産階級と労働者階級の生徒が在学

している学校の相違という不平等を拡大してきた。

・ＬＥＮま増大する中央統制によって弱体化されてきた。しかしそれらは当該地域の学校の格差を

除去しようとしてきたのであり、そういう意味では反セクシストと反セクシストの活動におい

ては先駆者であった。

・学校の成績に関するリーグテーブルの発表は、問題行動による退学者数（とくに黒人男子）を

増大させ、通常学級に含まれる特別教育ニーズ（ふたたび男子が支配的）をもつ子どもの人数

を制限した。それはまた学校の女子に対するリクルート合戦をもたらした。彼女達はよりよい

成績を得るからである。

・競争を発展させ､;大学間の格差をもたらすことは、成人の労働者階級とマイノリティ出身の学

生と女性スタッフを、かつてポリテクニクであった貧しい資源の教育機関へ集中させることへ

と導いた。

現代史はまた、教育政策の実施が政治家の緊急性（再選されること、短期的決定をすること）に

よって、またメディア（売るためにセンセーショナルな物語を探している）によって、また親や生

徒による個々 の訴訟によって、多様化するということを明確にするのに役立つ。それはまた、私た

ちを、研究者として、研究のための私たち自身の変化する条件一一そして可能性一一について反省

的にさせるし、いかに政治的関心と理論と研究が相互作用するかということを示している。
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