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１.Doyouexpeato5eemorelslamk又hooﾉ5jnthe5tatese亡torinthenearfUture7

2lfsO,whkh又hoolj5mo5tIjkeIyto9ainapprova〃

3.1ｆｎｏ６ｗｈｙｄｊｄＮｅｗＬａｂｏｕｒａｐｐｍｖｅｔｗｏﾉSﾉamj仁丈hooIs？some5ajdthatjtwas

apreten亡eonthepartofNewLabourjnordertoshowthatjtdjdnotdi5crimjna腫

a9ajn5tthem．

Ineedtoanswerthefirstthreequestionstogetherandgivesomebackground．

EnglandnowhasfburMuslimschoolsinthestatesector・ThesearelslamiaPrimaly

SchoolinLondonandAl-FurquanPrimaIySchoolinBilmingham,bothofwhichcame

intothesectorusingthel993EducationAct，slegislation・Sincethattime,under

thel998SchoolStandardsanｄＦｒａｍｅｗｏｒｋＡｃＬｔｗｏｍｏｒｅｈａｖeenteredasvoluntaly

aidedschoolｓ‐FevershamCollege,BradfordandAl-HijrahShoolinBirmingham

BothofthesearegirlssecondaIyschools､JohnLoughboroughSchool,London(a

predominantlyblackSeventhDayAdventistschool)alsobecamegrant-maintained

fbllowingthel993EducationAct,ａｎｄｓｉｎｃｅｌ９９８ａＳｉｋｈｓｃｈｏｏｌａｎｄａＧｒｅｅｋOrthodox

schoolhavealsoenteredthesystem・TherehavealsobeenseveralnewJewishschools

aswellasChurchofEnglandandRomanCatholicschools．

Tofullyexplainthis，ＩｈａｖｅｔｏｇｏｂａｃｋｏｖｅｒｔｈｅｈｉｓｔｏＩｙ､Ｐｒｉｏｒｔｏｌ９８８・themain

legislationwasthel944EducationAct､ThatActsetouttheregulationsfbrthreeWpes

of‘voluntaIy，school､ThesewerevoluntaIyaided,voluntaIycontrolledandspecial

agreementvoluntaryschools・Alloftheseschoolshadbeenoriginallyestablished

(andthuswereowned)byorganisationsotherthanthelocaleducationauthorities、

Mostwerereligiousschools(andrunbytheChurchofEnglandortheRomanCatholic

Church).buttherewerealsosomeancientgrammarschoolsestablishedbyGuildsand

８５

、



日英教育研究フォーラムＮｏｙ

similarcharitableorganisations・Ｓｏｍｅdatedbackseveralhundredyears．

Therewerenotmanyspecialagreementschoolsand,asthenamesuggests,these

schoolshadindividualandspeciallynegotiatedagreementswithlocalgovemment､The

differencesbetweenthevoluntalyaidedandvoluntaIycontrolledrelatetothedegree

ofcontrolthattheChurchretainsovertherunningoftheschools,andthustheamount

ofmoneythattheｙｈａｖｅｔｏｐａｙ,Ｉｎａｌｌｃａｓｅｓｔｈｅｒｕｎｎｉｎｇｃｏｓｔｓｗｅｒｅｃovered,but

voluntaIyaidedschoolshadtofindl5percentofcapitalcosts､Volunta【ycontroUed

schoolspaynocosts．

Itisimportanttorecognisethatthel944EducationActmadethesearrangements

for‘religiousdenominations,didnotspecifywhich‘denominations'wereeligible

toreceivefimdingasvoluntaIyschools・Theassumptionmaywellhavebeenthat

theseweremainlyChristiandenominations,butitcertainlyincludedJewishschools

whichwerealreadysupported・TherewasnolegalreasonwhyMuslimschoolsshould

nothaveobtainedstatesupportmanyyearsbeforetheydid,andwithoutthel993

EducationACt．

However,themainimmigrationofMuslimfamiliesintoBIitaindidnotoccuruntilthe

l950sandl960s,ThoseimmigIantswhowereMuslimscamemainlyfromlndiaand

Pakistan,andoftenfrompoorruralareasofbothofthosecountries､Ittookadecade

ormorefbrthesecommunitiestoestablishthemselvesandtothinkaboutseparate

schoolsfbrtheirownchildren､SmauprivateMuslimschoolsstartｅｄｔｏｇｒｏｗｉｎｔｈｅ

ｌ９７０ｓａｎｄｌ９８０ｓｆｂｕｎdedasmuchbecauseofperceivedproblemsofracismandpoor

qualiWschoolingthanbecauseofadesirespecificallyfbrMuslimeducation､Itisworth

recognisingthatthemajoriWofparentsdonotwantseparateschools,butwantwhat

theyperceivetobegoodeducationinasafeenvironmentwithaccountbeingtakenof

specialMuslimneeds・Mostparentswanttheirchildrentobeinethnically-mixedstate‐

maintainedschools．

ThecaseoflslamiaSchoolinBrent,north-westLondon,iswellknownanddocumented

(e､9.DwyerandMeyer,1995,1996).Islamiawasestablishedinl982underaprivate

foundation,thelslamiaSchoolsTrust,andtriedseveraltimestoobtainstatefimding

throughVoluntaIyAidedstatus・Thefirstapplicationwasmadeinｌ９８６ａｎｄ,after

eventuallybeingacceptedbytheLEA,wasrejectedbytheSecretaIyofStatefOr

EducationThebasisfbrrejectionatthispointwasthattheschoolwastoosmalltobe
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viable・AchangeofpoliticstoLabourinBrentledtoalackofsupportfOrtheschool

onappeaLandtheapplicationwasagainfbrmallyrejectedinl990､Ｔｈｉｓtime,the

officialreasonfbrrejectionwasthatthereweresurplusplacesinotherlocalschools・

Theschoolappliedfbrajudicialreviewandinl9９２theHighCourtruledthatthere

was，manifestunfaimess'inthedecision(DwyerandMeyer,1995:４５).Thedecision

wasthusreferredbacktotheConseWativeSecretaⅣｏｆState,butinAugustl993

theapplicationwａｓｏｎｃｅａｇａｉｎｒｅｆｕｓｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆsurplusplaces,Thiswasa

particularlystrangedecisionsincethel993EducationActwhichencouraged'choice

anddiversity'hadbecomelawinjuly,ａｎｄithadbeenstatedthat'denominational

need'wouldbetakenintoaccountinmakingdecisionsaboutsponsoredgrant‐

maintainedschools．

Thel993EducationActprovidedanewwayinwhichreligious(andothedschools

couldobtainstate-fimdingltauowedexistingprivateschoolsandgroupsofsponsors

toestablishgrant-maintainedschoolsthroughaprocessthatwentoutsidethelocal

educationauthorities・Theprocesswasstiufarfmｍsimple,butthefinaldecisionwas

madebytheSecretaIyofStatefbrEducationwhichgavecentralgovemmentgreater

controlovertheprocess．

IslamiaSchooltookadvantageofthisl9931egislation,butittookseveralyearsbefbre

itwaspossiblefbrapplicationstoproceedFullproposalsfbragrant-maintained

primaIyschoolwerepublishedinJanuaryl997､Followingthel997MayGeneral

Election,theLabourgovernmentmadearapiddecisiontostartfimdinglslamiafmm

Aprill998､ItalsodecidedtofimdAI-FurquanSchoolinBirminghamatthesametime．

Thel998SchoolStandardsandFrameworkActmadeconsiderablechangesto

allschools,establishingFoundation,VoluntaryAided,VoluntaryControlledand

Communityschools,Grant-maintainedstatuswasabolishe｡,buttheschoolsre‐

emergedaseitherFoundationorVoluntaIyAidedschools．

TherearesomedifferencesbetweentheWpesofschool,ｏｆcourse・Foundationand

VoluntaryAidedschoolsareexemptcharitieswhichgivesthemcertainfinancial

advantageswithvoluntarydonationsandtheownershipofproperty・ThesetwoWpes

ofschoolcanalsodeterminethedatesoftheschooltermsandholidaysandthetimes

oftheschoolsessions､Moreimportantly,ｔｈｅｙａｒｅａｌｓｏｔｈｅｅｍｐｌｏｙｅｒｓｏｆｓｔａｆｆrather

thantheLEA,althoughinmostcasestheLEADirectorfbrEducationisgivensignificant
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rightstoadvisetheappointingbodyespeciallyfbrheadteachersanddeputyhead

teachersAdditionally,somepostsaredesignatedasreservedpostsfbrtheteaching

ofreligiouseducation,buttherecanonlybeuptoafifthofteacheIssodesignated,In

fbundationandvoluntaIycontrolledschoolstｈｅｒｅstoftheteachingpostsareopen

toallapplicantsandthegoverningbodycannotdiscriminateonthebasisoftheir

religiousfaithorlackofit､Incontrast・involuntaIyaidedschools,preferencemaybe

given,inconnectionwiththeappointment,remunerationorpromotionofauteachers

attheschoo1,topeIsonswhosereligiousopinionsareinaccordancewiththetenets

ofthereligionorreligiousdenominationoftheschool・Covemingbodiescanalsotake

intoconsiderationanyconduct‘whichisincompatiblewiththeprecepts,orwiththe

upholdingofthetenets,ofthereligionorreligiousdenominationsospecified'(Walfbrd、

2001a)．

Thestructureofthegovemingbodieｓａｌｓｏｓｈｏｗｓａｓｉｍｉｌａｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍｏｆｄegree

ofcontrolbytheLEAandothersovertheFoundation､Ｉｔｉｓｏｆｎｏｔｅｔｈａｔａｌｌｏｆｔｈｅ

ｓｃｈｏｏｌｓｎowhavetohaveLEAappointeesontheirgovemingbodies,andthereisno

requirementthatthesenomineesareofthesamereligiouｓｆａｉｔｈａｓtheschool､Itisonly

withvoluntaIyaidedschoolsthatthefbundation(usuallytheChurch)canappoima

majoriWofthegovemoIs．

AllofthevariousWpesofstate-maintainedschoolmustteachthenatio､alcurriculum

andareregularlyinspectedItisimportanttonotethatplivateschoolsinEnglanddo

nothavetofbuowthenationalcurriculum．

AllthisbackgroundisnecessaIybeｃａｕｓｅｉｔａｌｌｏｗｓｍｅｔｏｓａｙｗｈｙｌｄｏｎｏｔｅxpectthere

tomemanymoreMuslimschoolswishingtoenterthestate-maintainedsector・The

vastmajorityosMuslimchildrenareinschoolswhicharenotseparateMuslimschools・

ThemajoriWofparentsdonotwishtosendtheirchildrentoseparateschools,butwish

thetointegratewithotherchildrenaslongastheirreligiousneedsaremet､Thereare

afewmoreschoolswhichmighttIytoobtainstate-fUnding,ｂｕｔｌｄｏｎｏｔｋｎｏｗｏｆａｎｙ

ｔｈａｔｉｓｔｒｙｉｎｇatpresent・IdonotbelievethatthesecondaryｂｏｙｓschoolswilltIyto

enterthesectorasthemainpurposeoftheseschoolｓｉｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅｔｈｅｎｅｘｔｌｍａｍｓ・

TheywouldnotwishtofbUowthenationalcurIiculumMostoftheschoolswouldnot

liketheadditionalinspectionsorcontrolthattheLEAwouldhaveovertheschools．

'、particular,ashasbeenexplainedtobeseveraltimes,ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｃｏｎditionsare

acceptablenow,thegovemmentcouldchangetheminthefUtureandleavethemwill
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nooptionbuttocomply．

ThefUrtherproblemisthattheseschoolswouldhavetofindatleastl5percentof
thecapitalcostsofanacceptableschoolsiteandbuildingbefbretheycouldobtain
fUnding・Ａｓｍｏｓｔａｒｅｉｎｓｍａｌｌ,inadequateandoftenrentedaccommodation,thisisnot

apracticalproposition．

So,ＮｅｗLabour'sacceptanceofMuslimschoolswasnotapretence・ＩｔｗａｓｒｅａＬＴｈｅ

ｏｆｆｅｒｉｓｏｐｅｎｔｏｏｔｈｅＩsltbecameinevitablegiventhehistoryandpoliticsofEnglish

schooling,andthepressuresthatanygovemmentwouldhavebeenundertobe‘fair，
and‘non-Iacist，initsdealingswithreligiousminoritygroups,TherearesomefUIther

reasonswhyldonotexpecttheretobemanymoreMuslimschools,butlwiudiscuss

theseundermyanswertoquestionlO．

4.IfyouguessthenumberoflsIamjに丈hookandother伯jthsdlookjsjnc肥asjng,ｄｏ､′
tyouたartheradalorreljgjOus5e9regationthat尼sujむけomthj5poIjcy7

Aslhavejustsaid,thenumberisincreasing,butonlyslowly,Thecostsandthe

constraintsmakeitundesirableorimpossiblefbrmanymore．

Ofcoursethereisafearof‘racial，orethnicsegregation,butlhopemylecturemade

itclearthattherearerarelyidealsolutionsthatsolveallthesometimescontradictoIy

pressures､WehavehadreligioussegregationfbrwelloveracentuIy‐and,interestingly
enough,thisoftenincludedethnicsegregationasthelrishminoriWhavebeenmostly
RomanCatholic・MuslimandSeventhDayAdventistschoolsbIingthepossibiliWofthe

segregationofvisibleethnicminorities,butthishasalreadyoccurredinseveralinner‐

ciWschoolswhetherornottheyareofYicialb/Muslim・Itisamatterofbalancingthe

vanouspressuresanddesirableoutcomes．

TheexampleofNorthemlrelandisonethatmostUnitedKingdomresidentsalways
haveinmind・There,theseparateProtestantandRomanCatholicschoolsarewidely

seenaspartoftheproblem,ａｎｄ‘integratedschools，areseenaspartofthelong-term
solution．

But,itisworthnotingthatnoBritishgovemmenthasevenconsideredthepossibiliqノ

ofbanningreligiousminorityschoolscompletely・Indeed,ｉｔｗｏｕｌｄｂｅａｇａｉｎｓｔｔｈｅ
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InternationalConventiononHumanRights・Whatweareconsideringhereiswhether

theseschoolsshouldobtainfimdingfromthestateorbereliantoffees､Bringingthese
schoolsintothestate-maintainedsectormeansthatallthestudentsfbllowthenational

curriculum(nowincludingcitizenship)andensuresthatauteenagegirlsdoactualbノ

attendschoolevenifitisinasingle-sexgirls，school・Withoutsuchschoolssomeof

thesegｉｒｌｓｗｏｕｌｄｂｅｓｔａｙｉｎｇａｔｈｏｍｅｏｒｍｉｇｈthavebeensenttoPakistanfOrtheir

teenageyears．

Oneofthefascinatingaspectsoflookingateducationpolicyisthatitisoftenthecase

thatthevariouspolicyobjectivesconflictwitheachother,ThenewLabourgovemment

hasextendedtheideasofthepastConsewativegovemmentsintermsoftIyingto

encourageprivatefimdingintothestate-maintainedsector・Theyhavedonethis

throughtryingtoencourageindustlyandcommercetobecomeinvolved(andgive

money)andbyencouragingthechurchestobuildmoreschools､Thereisalsoabelief

thatfaith-basedschools(particularbﾉRomanCatholicandChur℃hofEnglandschools）

dobetteracademically‘sobyencouragingmoresuchschoolseducationalstandards

mightberaised・Currently,theChurchofEnglandiscommittedtobuildingfUrther

schools,ｂｕｔｔｈｅｃｏｓｔｓａｒｅｈｉｇｈａｎｄｔｈｅＣｈｕｒｃｈnotrich,soldonotexpectanygreat
increaseinnumbers．

5.Arethereanyother伯jth-based丈hooIs(btherthankIamjcorjewjsh）tharmj9ht

appIylbrthesame5tatU5？

IhavealreadymentionedtheSeventhDayAdventistsandGreekOrthodox､Itispossible

thataHinduschoolmighteventuallyappbﾉ．

ltisinterestingthat,fbrexample,noneofthe60orsoevangelicalChristianschools

thatlhavestudiednowwishestoenterthestate-maintainedsector(Walfbrd,2001b)．

AtpresentinEnglandprivateschoolsdonothavetofbllowtheNationalCurIiculum

ortakepartinnewdevelopmentssuchastheliteracyhourornumeracystrategyfbr

primaIyschoolchildren・Iftheybecamestate-maintainedtheywouldhavetofbllow

thenationalcurriculumandbeboundbyotherregulations,Therearesomeparticular

problemareas・Atpresentevolutioncanandshouldbetaughtasatheoryinthe

NationalCurriculum,sexeducationisamatterfbrthegovemorsofeachschoolto

determine,andreligiouseducationdoesnothavetoteachthatallfaithsareequalり

validTheRomanCatholicschools,ｉｎparticular,certainlydonotteachthis,ａｎｄｔｈｅ
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religiouseducationcurriculumissubjecttolocaldeterminationButthefearamongst

theseschoolsisthatthepositionmaychange､FearsactuaUyseemtohaveincreased

sincethel997Labourgovemmenttookcontrolas,whileithasrelaxedtheNational

Curriculuminmanyways,thishasledtoaconcentratioｎｏｎ‘thebasics，ofEnglish

andmathematicstothepartialexclusionofmanyothersubjects､Apartfmmbelieving

thateducationisratherbroaderthan‘thebasics’，thechangehasemphasisedthatif

theseevangelicalChristianschoolsacceptedfimdingtheymightbeatthemercyofany

whimofanyfUturegovernmentaboutwhattheyshouldteach．

Anotherreasonwhytheseschoolsdonotnowwishtoenterhestate-maintainedsector

isthatthereisalsoafeelingthatdependenceonthestatewilleventuauyweakenthe

faiththatisatthecentreoftheschools・Itiscertainlb/truethatmanyexistingChurch

ofEnglandschoolsareve【ylittledifferentfromcommunityschools,withfewChIistian

teachersorstudents,Theseschoolswanttoretaintheirindependencesothatthey

remainstronglyreligious．

6.ﾉsthereanyre如仁tanceoropposjtjonagajnstノｅｗｊｓｈ５亡hooﾉ５庁oｍｔｈｅＭｕｓＩｊｍ

ｍｍｍｕｎｊＭ

ThesituationregardingJewishschoolsalsohastobeseeninitshistoriccontext､A

briefintroductionisgivenbyMiller(2001)whichlhaveusedhere､Thefirststate

fimdingsupportfbrJewishschoolswasgiventotheManchesterJews'Schoolinl853、

Thiswasatatimebefbreanynationaleducationsystemandbefbrethestateactually

operateditsownschools､Ａｔｔｈｉｓｐｏｉｎｔｔｈｅｓｔａｔｅｗａｓｓｉｍｐｌｙｇｉvingsomefinancial

supporttova【iousreligiousandotherprivateorganisationsthatranschools,When

stateownedandoperatedschoolsfirstemergedasaresultofthel870EducationAct，

Jewssupportedthem,andwereoneoftheinfluencesthatlettotherightfbrparentsto

withdrawtheirchildrenfi･omanyreligiouseducationlessons・InthemaintheJewish

populationsupportedintegrationandsenttheirchildrentothesenewfreeschools、

SomeensuredthattheirJewishfaithwassupportedbyalsosendingtheirchildrento

supplementaryschooling､ThisledtoadeclineintheproportionofJewishchildren

beingeducatedinJewishschools､Ｂｙｌ９１１,lessthan25percentofJewishchildren

attendedJewishschools・Thisdeclinecontinuedthroughoutthefirstthree-quarteIsof

the20thcentuIy､Ｔｈel944EducationActheldouttheprospectofsubstantialstateaid

fbraudenominationalschools,butBntishJewIyfailedtotakeadvantageofthisofYer・

Duringｔｈｅｌ９５０ｓａｎｄｌ９６０ｓｏｎｌｙａｂｏｕｔ２０ｐｅｒcentofJewishchildrenwereinfUll‐
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timeJewishschools．

However,sincel975therehasbeenadoublingoftheproportionofJewishchildrenin

fUll-timeJewisheducationThereareseveralreasonsfbrthisincrease､Ｔｏｍｙｍｉｎｄ,the

mostimportantarethattherehasbeenincreasedconcernthatintegrationhasgone

toofarandthatJewishchildrenwerenotfbUowingthefaith､Second,concemsabout

theacademicstandingoflocalstate-maintainedschoolshaslettomoreJewishschools

beingopened‐someoftheseareprivate,andsomestate-maintained．

Thus,ＪｅｗｉｓｈschoolshavealwaysbeenpartoftheBritisheducationallandscape・

Ratherthantherebeingreluctance,thefactoftheexistenceofJewishstate-maintained

schoolswasusedbyMuslimadvocatesofstatefimdingfbrseparatereligiousschools

asakeyelementintheircase､Iftherearestate-maintainedJewishschoolsthenwhy
notMuslimschools？

スWhatdoyouexpeainthefUtu堰progres5ofMCEandAREmovemen応?Andwhat

sortofa耐tudedOtheyhavetowa｢d5navelle応orRomanyedu〔atjon？

Forthelastfewdecadestherehavebeenmanyproponentsofbothmulti-cultural

educationandanti-racisteducation､Ｂｕｔｌａｍｎｏｔｓｕｒｅｔｈａｔｌｗｏｕｌｄｃａｌｌｅｉｔher

movements’．Multi-culturaleducationwassimplytheobviousnextsteponcewe

recognisedtheracisminherentinassimilationismandintegrationalisminthel960s

andearlyl97０s､ＷｅｈａｖｅｈａｄｂｏｔｈＭＣＥａｎｄＡＲＥｆｏｒａｌｏｎｇｔｉｍｅｎｏｗ,andthe

differenceismainlyintheemphasisgiventofightingracisminanexplicitmanner．

ｌｔｈｉｎｋｗｅｈａｖｅａｌｍｏｓｔｍｏｖｅｄｏｎｆｒｏｍｂothideas,fbrthereisve【ywideacceptance

ofdiversiWandoftheneedtocombatracism,Thisiscertainlysoinschools､TWo

thingsareworthyofnote・First,thedeathofayoungblackman,StephenLawrence，

inl9931edtotheMacphersonlnquiIywhichexamined,amongstotherthings,the

policeinvestigationintothemurder､ＴｈｅReport,publishedinl999,usedtheconcept

of‘institutionalracism，andappliedit,inthiscase,tothewaythepoliceactedintheir

enquiIy､ThishasbecomeakeyconceptinBIitishdebateaboutracismSecond,inpart

leadingfromtheReport,theexistingRaceRelationsActofl976wasstrengthenedby

theRaceRelations(Amendment)Actof2000.TheActmakesitaspecialresponsibiliW

ofaupublicbodiesasemploye1s,policymakers,ａｎｄsewiceproviderstodeliverrace
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equaliW,ｔｏ‘setthepaceonraceequaliWand‘leadbyexample，、Notonlyareall
fbrmsofdiscrimination(directandindirect)outlawedinallpublicfUnctions,butthere

isnowapositivedutytopromoteequalityandfightracism(Hill,2001).Thisincludes
allschools,includingprivateschools,localeducationauthoritiesandallothersimilar
bodiesconcemedwitheducation､Auhavetohaveexplicitpositivepoliciesandtolive

uptothosepolicies．

TraveUerorRomanyeducationisnotaracialorethnicissueinBritain・Sometraveuers，
whostilltraveLhaveateacherprovidedfbrthemwhotravelswiththem・Others

spendtimeinlocalschoolsfbraslongastheystayinoneplaceThereare,ｏｆcourse，
educationalissuesofconcernaboutthelevelofschoolingthatitispossibletoprovide

fbrsuchchildren・ThereisextrafimdingfbrTravellerchildrenunderEMTAG‐Ethnic

MinoriWandTravellersAchievementGrantfrom2000．

8.WithjntheEUrhe尼ｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｓｔ幅n9rhenedMCEmov巳ｍｅｎｔ斤omabovethan

fiombelbwbHowdomjnoritypeoplethjnkofthat7

InOctober2000,theHumanRightsActcameintofbrce,bringingtheexistingBritish

legislationonracialdiscriminationundertheframeworkoftheEuropeanConvention

onHumanRightsl950，Articlel4，Britainwasslowinbringinglegislationto

incorporatethisintodomesticlaw,anditwasfinallydonesopartly(butonlypartly）
atthebehestofminoriWethnicgroups・obviously,theHumanRightsActhasbeen

welcomedbypracticauyeveIyonewhoislikelytobenefitfromit‐andthatincludesau
minoritieswetherreligious,ethnic,sexualorwhatever．

Thereiscertainlyincreasedattentiontomulti-culturalandanti-racistissues,butit
seemstomethatitcomesfrombothaboveandbelow．

9.FromSeptember2001dtjzen5hjpedLKatjOnwasjntwodu亡edib『malIyandjtbeごame

partoftestin9・lwonderwhetherthe亡ontent5a肥dearomotItseemstoindude

eveIythjng,ljke〔on5umeredu亡ation,humanrj9htsandsolb『th､What5ortof尼5ponse
ha5dtjzenshjPeduEatjonre亡ejvBd伽mpeoplejnEh9Iand？

ＡｓｍａｎｙｏｆｔｈｅｂｏｏｋｓｂｙＭｉｃｈａｅｌＡｐｐｌｅhavemadeclear,anycurriculumisthe

compromisethatresultsfromadiversityofpressures,Thenatureofhistoryor

geography,fbrexample,isnotfixedbutchangesaccordingtｏｗｈｏｈａｓｐｏｗｅｒａｔ
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particulartimesandwhoisabletoinfluencethosewhohaveauthoIiWtosetcurIicula

andwritetext-books､IfthisissowithsubjectssuchashistoIyorgeography,itis

muchmoresowithasubjectsuchascitizenship‐especiallywhenitisanewsubject
introducedintoacompulsoIynationalcurriculum

so,ｏｆcourse,thenewEnglishcitizenshipcurriculumisconfUsedOfcourse,itcove【sa

veIywiderangeofdifYerentareas．

ThenewcurriculumsubjectbecamestatutoryinAugust2002(not2001),which

meansthatmostschoolswillstartteachingitformthisSeptember・Thefirst

assessmentsfbrKeyStage３(Year9)studentswiubein2004Soitisstillearlbﾉdays

yet・ButitcertainlyhasbeenalotofeffbrLTheCrickReportwascentIaltothenew

subject,althoughfarfromallofitsrecommendationshavebeenfbllowed､Wenow

haveAdvisorsandAdvancedSkillsTeachersincitizenship,amountainofpaper-work，

anewAssociationforCitizenshipTeachinglaunchedin2000,andawholeindustly

roundthenewsubject､Butlamnotsurethatmostpeople(otherthanteachers)ａｒｅ

ｒｅａｌｌｙａｗａｒｅｏｆｗｈａｔｉｔｅｎtailsyeLCitizenshipeducationseｅｍｓｔｏｂｅａ‘goodthing,，

sotherehavebeenfewcomplaintsabouttheideaassuch‐apartfromtheresulting
curriculumoverloadThedebateaboutthecontenthasbeenconductedbetweenthe

vanouspressuregroups．

70.Ａ従rtheLabour9ovemmentcametopowe〃ａｓe"esofdocumentshavebeen

pubIj5hedfb"owedbymanyrefbrms・Whata尼rherBsuﾉ芯?Djdtheyﾉeadmjnority
schooIstodbwn9個de？

ThisisaveIybigquestion1

ＮｅｗＬａｂｏｕｒｃａｍｅｔｏｐｏｗｅｒｉｎＭａｙｌ９９７ａndwasre-electedinJune2001・During

thattimetherehaveindeedbeenmanydocumentsandlegislativechanges､Themajor
documentsandEducationActshavebeen：

1997．

EducationActabolishingassistedplacesschemeandnu応eIyvouchers

WhitePaperExceuenceinSchools‐NationalLiteracyStrategyannounced

GreenPaperExcellencefOrAllChildren:MeetingSpecialEducationNeeds

SocialExclusionUnitsetupinCabinetOffice
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1998．

SchoolStandardsandFrameworkAct‐infantclasssizes,strengtheningofLEAs,new

categoriesofschools,abolitionofgrant-maintainedstatus，

TeachingandHigherEducationAct‐establishmentofGeneralTeachingCouncils，

studentsupportandfees,inspectionofteachertraining・

ExpansionofSpecialistSchoolsannounced

EducationActionZones‐first25announced

GreenPaperTeachers:Meetingthechallengeofchangeleadershiptraining,pay，

teachingassistants

l999・

SureStart:AguidefbrTrailblazersO-3inareaｓｏfdeprivation

ExcellenceinCities‐planfbrinnerciweducation‐morespecialistandbeaconschools

WhitePaperLeamingtoSucceed‐nationalandlocalLeamingandsSkillsCouncilsset

upfbrallpostl6educationotherthanunivelsities、

2000．

LeamingandSkillsAct‐LeamingandSkillsCouncils,abolitionofFurtherEducation

FundingCouncil,CiWAcademies,morepowerstoChieflnspector，

2001．

GreenPaperSchools・BuildingonSuccess、

2002．

EducationAct・ChangestogivemoreflexibiliWoncurnculumandteachers，ｐａｙｆｂｒ

‘innovation，、Ｎｅｗ‘FoundationStage’fbr3-5yearolds,ＣＯvemingBodiesfbrnuIseIy

schools,greatercoherencewithadmissionstosecondaIyschools・moreinspectionfbr

pnvateschools,GovemingBodiescanfbrmcompanies,newAcademies．

Withoutdoubttherehavebeensomemajorchanges､IwiutIytosaysomethingabout

someofthechangesthatmightrelatetoschoolsfbrreligiousminorities・First,manyof

thesechangeshavebeendirectedatthedisadvantaged､TheSocialExclusionUnithas

beencrucialhereandtherehavebeenmanypolicies(notjustineducation)thathave

targetedthepoorandexcludedlneducationoneofthemaintargetshavebeeninner‐

ciWschoolswhichgeneraUydonotdowellinthecompetitiveleaguetablesofresults

EducationActionZonesareoneveIyspecificidea,andCiwAcademiesareanother,ｂｕｔ

ｍａｎｙｏｆｔｈｅotherchangeshavealsoimpactedin､er-ciWschoolsmorethanelsewhere・

Now‘inner-ciW，isinsomewaysacodefbr‘ethnicminoriW.，Ｖｅ【yfewpolicieshave

beenexplicitlydirectedatethnicminoriWchildre､,butethnicminoriWchildrenhave

disproportionatelybeenpartofthetargetgroup．
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LetusrememberthatthereweremanyreasonsfOrstartingreligiousminoriWschools

andthatmostparentsdonotwantseparateschools､Ihavealreadysaidthatracismis

beingtackledmoreexplicitlythanbefbreandthesevariousmeasuresinschoolingare

designedtoimprovetheacademicperfbrmanceofthevelyschoolsthatmostethnic

minoriWchildrenattend､Thereisthuslessreasonfbrthedevelopmentofseparate

schools-onlythosewhospecificallb/wantamorereligiousschoolwillnowbeprepared

topushfbranewschooLAfterau,newschoolsareinherentlyrisky‐nobodyknows

howgoodtheywillbe・Iftheexistingschoolsaregettingbetter,parentsarelesslikely
totaketheIiskofanewschool．

Noneofthisisactuallysayingthatinner-ciWschoolsareactuauygettingbetterrelative

tootherschools・Overall,auschoolsareimprovingtheirtestandexaminationresults

whetherornottheyareinanEducationActionZone､Theevidencethatwehaveseems

tosuggestthatthesevariousmeasureshave,ａｔleast,ensuredthatthegaphasnot
widened．

71.Ａ付er71September20002,whathappenedjnEn91jshsode峡espedalIyconcemjng
●

Mu51jm5．

ThisisaveIydifficultquestion,Obviouslytherewastension‐ｏｒ,ａｔleast,thefearof

tension・Butlthinkitwasgenerauyplayedve【ycarefUuybythevariousMuslimgroups

andothersandtherehavenotbeenanymajorrepercussions,VariousleadingBritish

Muslimswerequicktocondemntheattack,ａｎdvanousBritishpoliticiansandothers

werequicktoreassureMuslimsthattherewouldbenolslamophobicbacklashOf

course,therewerescatteredattacksonMuslimsafterSeptemberllbut,sadly,these

sometimesoccuranyway．

Asithappenslaminaparticularlygoodpositiontoknowwhatthesituationwasin

O)dbrdOxfbrdUniversiWhasagoodnumberofMuslimstudentsandOxfbrditselfis

hometomanyMuslimfamilies,ThereareseveralMosques,andthereisaCentrefbr

lslamicStudieswhichhaslinkstotheunive応ｉＷ,IwasProctorfbrtheyear2001-2002，

whichisahigh-rankuniversitypostwithmultitudinousresponsibilitiesincluding

dealingwiththeuniversiW，sownpolicefbrceandissuesofstudentdiscipline､We

wereimmediatelyconcemedthatMuslimstudentsmightfeelunderpressureoreven

beattacked,Wetalkedtomanyofthoseinvolved・IntheendtherewerenouniversiW
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incidentsofabuseorattack,andweonlyheardofoneincidentwhereauniversiw

studentwasverballyabusedbyanon-student､Oxfordisnotatypicalplace,butl

thinkitshowsthatmostBIitishpeoplewereabletodistinguishbetweenterroristsand

Muslims．

７２０thertopjCS．
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翻訳

佐久間教授の質問に答える

ジェフリー・ウォルフォード

１）現在イスラーム系公立学校は２校認可されているが､今後増える見通しはあるのか。

２）あるとすれば、どの学校が最有力か。

３）ないとすれば、２校が認められた時点で、これはイギリス政府がイスラームを差別

していないための方便として２校を指定しただけで、一種のみせかけに過ぎないとい

われたがそれはどうなのか。

これら３つの質問については一緒にこたえよう。そして何点か背景について述べたい

と思う。

イングランドには今や４校イスラーム公立学校がある｡ロンドンのイスラミア小学校、

バーミンガムのアルーフアルカン小学校、これらは１９９３年教育法を利用して公立学校

になったものだ。１９９８年学校水準と枠組み法のもとでは、さらに２校がＶＡ学校とし

て認可された。ブラッドフォードのフィーバーシャムカレッジ、バーミンガムのアルー

ハイジャ校である。これらは女子の中等教育学校である。ロンドンのジョン・ラフバラ

校（黒人が支配的なセブンスディ･アドヴェンティスト派く再降臨派＞の学校）もまた、

1993年教育法によってＣＭ校となった。また英国教会、ローマカソリックと並んでい

くつかユダヤ教の学校もある。

これを従前に説明するためには歴史を遡る必要があるだろう。１９８８年以前の主要な

教育法は１９４４年教育法である。同胞は「有志立」学校に関する規則を制定している。

それらはＶＡ、ＶＣそして特別協定校（SA）である。これらすべてはもともとＬＥＡ以外

の団体によって設置されて（したがって所有されて）いるものであった。ほとんどのも

のが宗教学校で（だいたい英国教会、ローマカソリック教会によって運営されていた）

あったが、そのほかにギルドや同様の公益法人によって設置された中世からのグラマー

スクールもあった。中には数百年もの歴史があるものもある。

特別協定校は多くはなかったし、その名が示しているように、これらは個々に地方政

府と特別に協定を結んでいるものである。ＶＡとＶＣの違いは学校運営に関して教会が

どの程度統制力をもっているか、またどの程度財政負担しているかという違いである。
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全ての場合、運営費はＬＥＡが負担するが、ＶＡは施設設備費の１５％を負担しなければ

ならない。ＶＣはなにも負担しない。

１９４４年教育法が｢宗教的宗派｣に対してこのような措置を講じたのであるが､どの｢宗

派」が有志立学校として補助金を獲得するものとして見なされるのかということは規定

していなかったことを認識することが重要である。当時の想定としては、主にはキリス

ト教宗派であったからであるが、すでに援助を受けていたユダヤ教系の学校も存在して

いた。１９９３年教育法以前においても、イスラーム系学校が公費援助を受けてはならな

いというような法的根拠は何もない。

しかしながら、イスラーム教徒の家族がイギリスに移民として主に入ってきたのは

１９５０年代、６０年代になってからのことだった。イスラーム教徒の移民は、主にイン

ドとパキスタンから移ってきた。そしてしばしば貧しい農村地域からの移民であった。

彼等自身の共同体が作り上げられ、そして自分達の子どもに対する分離学校を考え出す

までには、それから１０年以上かかった。１９７０年代、８０年代になって小さなイスラー

ム系私立学校が創られ始めた。イスラーム教教育への希望というよりは、人種差別と質

の劣る学校教育という感知されるようになった問題からであった。多くの親は分離学校

を望んではいなかったし、特別なイスラーム教徒のニーズを考慮に入れた安心できる環

境で良い教育と思えるものを望んでいたということを認識することが重要である。ほと

んどの親が人種的に混合の公立学校に子供達を入れたいと望んでいるのだ。

ロンドン北西のプレントのイスラミア小学校の事例は良く知られているもので、レ

ポートもある（DwyerandMeyer,1995,1996)。イスラミアは1982年に民間財団、イ

スラミア学校財団によって創設された。ＶＡの地位を獲得することによって公費援助を

受けようとたびたび試みていた。一回目の申請は１９８６年になされた。そしてＬＥＡに

よっては受け入れられたが、文部大臣によって拒否された。このときの拒否の理由は、

学校があまりにも小さくて補助金交付の対象とならないということであった。プレント

の地方議会で労働党が指導権を握ったため、学校の異義申し立てを支援しなかった。そ

して’990年に再び申請は却下された。今回の拒否の公式な理由は、近隣の公立学校に

空きがあるということであった。学校は裁判闘争に持ち込んだ。そして’992年、高裁

は先の決定には「明らかな不公正」があると判断した（DwyerandMeyer)。決定は保守

党の大臣に差し戻しとなった。しかし１９９３年８月、申請は再び定員に空きがあるとい

う理由から拒否された。これは非常に奇妙な決定であった。「選択と多様性」を奨励す

る１９９３年法は７月に成立していたし、同法は出資者立ＧＭ校に関する決定においては

｢宗派的ニーズ」を考慮することと書かれてあったからからだ。

１９９３年教育法は、宗教（その他の）学校が公費援助を受ける新しい方法を供給する

ものであった。既存の私立学校や出資者グループにＧＭ校をＬＥＡとは関係なく設置す

ることを許すものであった。このプロセスは決して単純ではなかったが、最終判断は大

臣によって下されることになっていた。それはこのプロセスに対する中央政府のより大
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きな統制力を与えるものであった。

イスラミア小学校は１９９３年法の利点を活用したが、申請が認められるまでにはまだ

まだ数年かかった。１９９７年１月にＧＭ小学校への申請が公表された。１９９７年５月の

総選挙後、労働党政権はすみやかに1998年４月からイスラミア小学校に対する公費援

助を決定した。また同時期にバーミンガムのアルーファルカン小学校に対しても公費援

助を決定している。

１９９８年学校水準と枠組み法はファウンデーション、ＶＡ、ＶＣそしてコミュニティス

クールを設立することによって、全ての学校に対してかなりの変更をもたらした。ＧＭ

校は廃止されたが、ファンデーションかＶＡになることができた。

学校のタイプにはもちろん多少の違いがある。ファンデーションとＶＡは、私的寄付

と不動産所有というある特定の財政上の優遇措置が与えられる公益法人である。これら

二つのタイプの学校は、学期、休業日、そして時間割りに関して自分達で決定すること

ができる。より重要には、それらは、ほとんどの場合、ＬＥＡの教育庁長官に、特に校長

と副校長の任命にあたっては任命団体にアドバイスする権利を与えているものの、自分

達のスタッフを任命することができる。さらに、いくつかの職は宗教教育の教授として

留保されている。もちろん五分の一までであるが。ファウンデーションとＶＣの場合、

残りの教授スタッフに関しては公開とされており、管理団体は信教という理由から差別

をしてはならないことになっている。対照的にＶＡの場合には、全教職員の任命、報酬、

昇進について、学校の信仰や宗教の教義に一致する人物への選好を加味することが許さ

れている。学校評議会（govemingbody）はまた、「特定化された宗教あるいは宗派の

教義に照らして相応しくない」いかなる行動をも考慮に入れることができる（Walfbrd’

2001a)。

学校評議会の栂成もまた、おおもとの理事会に対するＬＥＡとその他の人びとによる

統制の度合いを示している。全ての学校がいまや学校評議会にＬＥＡ任命の委員を入れ

なければならない。そして彼等には学校と同じ宗教を信仰することは求められてはいな

い。ＶＡの場合のみ、おおもとの理事会（通常は教会）が評議会メンバーの大多数を任

命することができる。

多様なタイプの公立学校は全て､ナショナルカリキュラムを教えなければならないし、

定期的に視察を受けなければならない。イングランドの私立学校はナショナルカリキュ

ラムを教えなくてもよいということを注記することが重要である。

このような背景全てが必要である。なぜなら、こういうことから考えれば、公立部門

に参加を希望するようなイスラーム系学校が沢山あるということを期待することはでき

ないからだ。ムスリムの子どもの大多数は、分離したイスラーム系学校には在学してい

ない｡大多数の親も自分の子どもを分離した学校に送ろうとは望んではいない。しかし、

自分達の宗教的必要性がみたされる限り､他の子供達と一緒にいてほしいと願っている。

公費援助を受けたがっているいくつかの学校がある。しかしそのうちいくつが今申請し
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ているかはわからない。中等教育学校の男子校が次のイマンをつくりだすことを主要な

目的とした学校として、公立部門に入ろうとしているとは信じられない。彼等はナショ

ナルカリキュラムには喜んで従おうとはしないだろうから。ほとんどの学校が、ＬＥＡが

学校におよぼす統制や、さらなる視察を好んではいない。とくに、なんども説明されて

きたように､今や条件が受け入れられるものとなったとしても、政府は未来においては、

彼等には従うしか代案がないように、それを変更することもできる。

さらなる問題は、これらの学校は、公費援助を受ける前に、申請が認められるように、

土地と建物の少なくとも１５％の施設設備費を集めなければならないということだ。ほ

とんどの学校が小さくて、不十分で、しばしば賃貸の施設であるので、これは現実的な

数字ではない。

だから、新労働党のイスラーム系学校の申請の受理は、見せ掛けではなかった。現実

のことだ。提案は他の人びとにも開かれている。それはイギリスの学校教育に関わる歴

史と政策、そして宗教的少数派を取り扱うことにおいて、「公正」で「人種差別反対」

であろうとする政府という圧力を前提とすれば不可避であった。これ以上イスラーム系

学校が増えないということについてはまだその他の理由があるが、それについては、問

い１０に答える時に論じよう。

４）今後イスラーム教やその他の宗教の学校数が増えるとすれば、その結果生じる宗教

的分離、あるいは人種的分離の懸念はないのか？

いまいったように、数は増大している。しかしゆっくりと、である。経費と強制が、

増大にブレーキをかけている。

もちろん､｢人種的」あるいは民族的分離への怖れはある。しかし私は､ここでの話が、

しばしば矛盾する圧力全てを解決するような理想的な解決法はほとんどないということ

を明確にできたと希望する。我々 はすでに一世紀以上にわたって宗教的分離を経験して

きたし、興味深いことに、アイルランド人という少数派がほとんどがローマンカソリッ

ク教徒であるように、民族の分離を含むのがしばしばである。ムスリムとセブンスディ

アドヴェンティストの学校は可視化できる民族的分離の可能性をもたらす。しかし、そ

れは公式にイスラーム系学校であろうとなかろうと、すでにいくつかの都市部の学校で

は起こっていることなのだ。多様な圧力と、望ましい結果とのバランスの取り方という

問題なのだ。

北アイルランドの事例は、ほとんどの英国人が気にしていることの一つである。そこ

では、分離したプロテスタントとローマンカソリックの学校が、問題の一部として広く

見なされているし､｢統合された学校」は､長期的に見た解決策の一部と見なされている。

しかし、宗教的少数派の学校を完全に廃止する可能性を考えた政府はかつてなかった

ということに注記せよ。事実､これは世界人権宣言に反する。ここで考えていることは、
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こういった学校が公費援助を受けるべきか、授業料でまかなわれるべきかということで

ある。これらの学校を公立部門に持ち込むことは、全ての生徒は（市民性教育を含む）

ナショナルカリキュラムを学ぶということを意味する。そしてすべての十代の少女が、

女子校にせよ、学校に実際通うことを意味する。そのような学校なしには、少女達の何

人かは、家にいるだろうし、十代をパキスタンで暮らすように送られたかもしれない。

教育政策を検討する上でひとつの魅力ある側面は、しばしば多様な政策目的が互いに

葛藤する場合があるということだ。新労働党政権は、以前の保守党政府の民間資本の公

共部門への誘致を行おうという点において、それを拡大した。かれらは産業や商業が参

加すること（そして援助すること）を奨励し、そして教会に対してもっと学校を創るこ

とを奨励して、それを行った。さらにまた信仰に基礎を置く学校（とくにローマンカソ

リック教会と英国教会系学校）は学術的にも優秀であり、そういった学校をさらに奨励

することによって学力水準は上昇するかもしれなかった。最近、英国教会はさらに学校

を創り続けているが、コストは高く、教会はそれほど金持ちではない。だから私はさら

に数が大幅に増大するとは思わない。

５）イスラーム学校のＧＭＳに刺激されて、（イスラームやユダヤ教以外の）シークや

その他の民族学校の公費支給の動きも進んでいるのか。

すでにセンプンスディアドヴェンティストとギリシア正教については言及した。ヒン

ドゥー教も学校を申請するかもしれない。

たとえば、私が調査した６０校程度ある福音派の学校はどれひとつ公立部門に入りた

いとは望んでいないということは興味深いことだ（Walfbrd2001b)。現在イングラン

ドでは私立学校はナショナルカリキュラムに従わなくても良いし、新しい展開となって

いる｢識字時間｣とか｢計算戦略｣などといった小学校を対象とするものもしなくてよい。

もしこれらの学校が公立学校となったなら、ナショナルカリキュラムやその他の規制に

よって縛られることになる。またいくつか特別な問題もある。現在、進化論はナショナ

ルカリキュラムにおいて理論として教えられるべきことになっており、性教育は各学校

の評議会の判断事項となっているし、宗教教育はすべての宗教を同等のものとして教え

ることになっている。ローマンカソリック教会系学校は、とくに、こういうようには教

えていない。そして宗教教育のカリキュラムは学校での判断とされている。しかしこれ

らの学校が抱える‘怖れとはこの地位が変わるかもしれないということなのだ。この怖れ

は実際１９９７年に労働党政権が誕生して以来、増大しているように思える。ナショナル

カリキュラムの規制を多くの方法で緩和している一方で、その他の科目を部分的には排

除する形で英語と数学の「基礎科目」に集中するようしむけている。教育は「基礎」よ

りもむしろ広いものだということを信じること以外に、もし福音派教会系学校が公費援

助を受け入れたなら、自分達が何を教えるべきかということについては未来の政府のお
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情けしだいという変化が強調されてきた。

これらの学校が公立部門に参加したくないとする理由のもう一つは、国家への依存は

現実的に学校の中心である信仰を弱めるという感情があるからだ。多くの英国教会系学

校が、ほとんどキリスト教徒の生徒や教師がいないコミュニティスクールとほとんど変

わらないということは確かに真実である。これらの学校は自分達の独立性を保持したい

と願っているので、それらは宗教色を強く残しているのである。

６）現にイスラームスクールが認可されたときユダヤの学校も２校認可され、ユダヤ

の認可校はかなり増えているが、イスラームに反発はないのか。

ユダヤ教系学校に関する状況もまた、歴史的文脈で見なければならない。ミラー

(2001)による簡単な紹介がある｡ユダヤ教系学校で公費援助を受けた第一号は､マンチェ

スターユダヤ教学校で１８５３年のことであった。それは公立学校制度が成立する以前で

あり、国家による学校が存在する以前であった。その時には国家は多様な宗教系学校や

私立学校に対して財政援助を幾らかするだけであった。１８７０年教育法の結果、国家が

自らの学校を持ち、運営するようになったのであるが、ユダヤ教徒はそれを支持し、い

かなる宗教教授からも子どもを退席させる親の権利へと繋がる影響力の一つであった。

主要には、ユダヤ教は統合を支持し、自分達の子どもを無償学校に送った。あるものは

ユダヤ教の信仰は、自分は違う学校へ子どもをやった人びとによって支援されたのだと

いうことを保証している。そのため、ユダヤ教系学校からユダヤ教徒の子供達が減少し

始めた。１９１１年までに、ユダヤ教系学校に在学するユダヤ教徒の子どもは２５％以下

にまでなった。この衰退は２０世紀の四分の三もの時代を通じて継続した。１９４４年教

育法は全ての宗派学校に対する実質的な公費援助をもたらしたが、英国のユダヤ教教徒

はこの利点を活用することに失敗した。1950年代と６０年代を通じて、ユダヤ教徒の

わずか２０％のものが全日制ユダヤ教系学校に在学していた。

しかしながら、1975年以降、全日制ユダヤ教系学校のユダヤ教徒の子どもの比率が

倍になった。この増大についてはいくつかの理由がある。私が思うに、最も重要なもの

は、統合があまりにも進み過ぎてしまったということ、そしてユダヤ教徒の子供達が信

仰に従わなくなったということに関する関心が増大してきたことである。第二に、地域

の公立学校の学力水準に関する関心が、さらにユダヤ教系学校の創設に向かっていると

いうことだ。そのうちのいくつかは私立で、またいくつかは公立である。

それゆえ、ユダヤ教系学校は常に英国の教育制度の一部であった。反抗的であるとい

うよりも、ユダヤ教系公立学校の存在という事実は、分離した宗教系学校に対する公費

援助を要求するムスリムの提唱者によって、自分達の場合における鍵的要素として利用

された。もし公費によって維持されるユダヤ教系学校があるのなら、なぜイスラームの

学校がないのか？
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７）ＭＣＥ＝MuIti-Cultural-Education（多文化教育)、ＡＲＥ＝Anti-Raci5t-

Education（反人種差別教育）の教育運動は、今後どう展開すると思われるか。この運

動は、土着のマイノリティともいえるトラベラーズやローマの教育にはどのような姿勢

をもって対応しようとしているのか。

過去数十年にわたって､多文化教育と反人種差別教育に関しては多くの提案があった。

しかしそれを「運動」と呼んで良いのかはわからない。多文化教育は、ひとたび我々が

認識した１９６０年代と１９７０年代初期の同化と統合化から引き継いだ人種差別主義の単

なる次の段階に過ぎなかった｡いまや多文化教育と反人種差別教育の歴史は古くなった。

そして両者の違いは主要には目に見える形で人種差別に対して闘うことを強調するかど

うかというところにある。

我々は、思うに、この二つのアイデアを引き継いでいると思う。というのは多様性

と人種差別と闘う必要性についての幅広い受容があるからだ。二つのことを述べておこ

う。ひとつは、ステイーブン・ローレンスという黒人の若者の１９９３年の死が、他のこ

ともあったがこれを調査するためのマクファーソン調査委員会によるこの殺人に関する

警察内部調査をもたらしたということだ。報告書は１９９９年に刊行され、警察がこの殺

人事件の調査においてとった方法に対して「制度的殺人」という概念が取り上げられ、

適用された。これは､英国の人種問題に関する論争において鍵的概念となった。第二に、

この報告書から部分的には導きだされたものであるが、既存の１９７６年人種関係法が、

2000年の人種関係（修正）法によって強化されたことだ。同法は、雇用者、政策立案

者、人種間の平等を提供するサービス供給者としての全ての公的機関に対して、人種間

の平等を達成する｢速度の設定｣と｢事例による前進｣を求めることを特別な責任とした。

あらゆる差別の形式（間接的また直接的）が全ての公的機関では違法とされたばかりで

はなく、平等を促進させ､人種差別と闘うことを積極的な義務とするようになった（Hillo

2001)。これには全ての学校、私立学校、ＬＥＡと教育に関する同様の組織が含まれてい

る。これら全ては明白な積極策を立案し、これを実現しなければならない。

トラベラーズやローマ人の教育は、英国では人種的な問題あるいは民族的な問題では

ない。何人かのトラベラーズには、依然として流民であるが、彼等とともに旅行するも

ののための教師がいる。その他のものはもし一ケ所に長く留まる場合には地元の学校に

通う。もちろん、彼等の子どもに対して与えることが可能な彼等の学校教育の水準とい

うものについての教育的問題はある。２０００年からはＥＭｒＡＧという彼等への特別補助

金がある。

８）ＥＵの動きが強化されるなかで、「下からのMCE」運動よりも「上からのMCE」運

動の方が活発化していると思われるが、エスニック・マイノリティの人はこれをどう考
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えているのか。

２０００年１０月、人権法が施行された。これは1950年のヨーロッパ人権宣言第１４

条の枠組みに則して人種差別に関する既存の英国の法律を統合するものであった。英国

は国内法への適用には非常に時間をかけたし、部分的には（本当に部分的であるが）民

族的少数派のグループの粘り強い要求によって最終的に成立したのである。明らかに、

人権法はそれから恩恵を得られる全ての人びとによって実際には歓迎された。そしてそ

れには宗教､民族､性別あるいはなんであろうと全ての少数派が含まれていたのである。

確かに多文化、反人種差別といった問題についての関心は増大している。しかし、こ

れは「上から」と「下から」と両方から来たように見える。

９）2001年の９月から市民性教育が公的に導入され（すでに実践している学校もある

が)、テスト科目にも指定されるが、教科内容ははっきりしているのか、消費者教育か

ら環境教育、人権教育等なんでもありの印象を受けるが、イギリスではどう受けとめら

れているのか。

マイケル・アップルの多くの本がこの問題を明らかにしている。いかなるカリキュ

ラムも多様な圧力からの結果を意味する妥協の産物であると。歴史あるいは地理の本質

は、たとえば、固定化されないが、ある特定の時代に誰が権力を握っているか、そして

カリキュラムを規定し、教科書を書く権威を持っている人びとに対して誰が影響力を行

使できるのかということによって変化する。もし歴史や地理といった科目についてそう

なら、市民性教育のような科目についてはもっとそうだろう。とくに新しい科目が強制

的ナショナルカリキュラムに導入される時には。

だから、もちろん、新しいイギリスの市民性教育のカリキュラムは混乱している。も

ちろん、それは異なる領域の幅広い分野をカバーしている。

この新科目は（2001年ではなく）２００２年８月に法的強制力を持つようになった。

それは、ほとんどの学校がこの９月から教えはじめるということを意味する。キイス

テージ３（９年生）の最初の試験は２００４年になるだろう。だから、今は本当に始まっ

たばかりなのだ。しかし、すでに多くの努力が払われている。この新科目に対してはク

リック報告書が中心的なものである。その勧告全てが受け入れられたわけではないが。

我々はいまや市民性教育科のアドバイザーと上級スキル教師､山積みのペーパーワーク、

2000年に開始された新しい市民性教育教師協会、そして新しい科目を巡る全ての産業

を有している。しかし、（教師以外の）ほとんどの人が本当にそれに何が含まれている

のか気にかけているとは思えない。市民性教育は｢良いこと」と思われている。だから、

そのようなアイデアに対する不平不満はほとんどない。カリキュラムが過密になり過ぎ

ているということを除いて。
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10）労働党になって、相次いで白書、緑書が公表され学校の再編が打ち出されたが、

その進行具合、これはマイノリティ学校の一層の地盤沈下を惹起するのではないのか。

これはとても大きな質問である。

新労働党は１９９７年５月に政権につき、2001年６月に再選された。この間、本当に

多くの文書と法律が次々と出された。＜主要な＞文書と教育法は以下のものだ。

１９９７

教育法：援助席計画と幼児教育におけるバウチャー制度の廃止

白書：『学校における卓越性』全国識字戦略公表

緑書：『全ての子供達のための卓越性：教育特別ニーズへの対応』

社会的排除ユニットを内閣事務局に設置

１９９８

学校水準と枠組み法一一幼児学級サイズ、ＬＥＡの強化、新しい学校の範癖、ＧＭの廃止

教授と高等教育法一一ＧＴＣの設置、学生支援と授業料、教員養成への視察

スペシャリスト学校の拡大

EAZ最初の２５地域決定

緑書：『教師たち：変化という挑戦に立ち向かう』リーダーシップ養成、給与、テイー

チングアシスタント

１９９９

『着実なスタート：先駆者のためのガイド』０－３貧困地域

『都市における卓越性』都市部のための計画一一より多くの特化学校と灯台学校

白書『成功への学習』大学以外の１６歳後教育のための全国および地方での学習とスキ

ル協議会の設置

2000

学習とスキル法一一学習とスキル協議会の設置、継続教育基金協議会の廃止、シティア

カデミイー、首席視学官への権限強化

2001

緑書『学校：成功の上に打ち立てよう』

2002

教育法。「革新」のためのカリキュラムと教員給与に対する柔軟性の促進。

３歳から５歳の新しい「基礎段階｣。幼稚園の学校管理団体。中等教育学校入学手続き

の統合化、私立学校に対する視察の強化、学校管理団体による起業、新しいアカデミー

疑いもなくいくつか主要な変化があった。宗教的少数派のための学校に関連するかも

しれない変化のいくつかについてここでは述べよう。第一、これらの変化の多くが、不
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利益を被っている人びとにむけてなされていることだ。社会的排除ユニットは、ここで

は重要である。貧民や排除されてきた人びとをターゲットとする（教育だけではない）

多くの政策があった。教育においては、主要なターゲットの一つは都市部の学校で、こ

れらは一般的に競争的なリーグテーブルで見る限り思わしくない。教育アクションゾー

ンはとても特別なアイデアであり、シティアカデミーはもうひとつのそれである。しか

しその他の変化の多くもまたその他の地域よりも都市部の学校に対して衝撃を与えた。

今や「都市部」は、ある程度、「民族的少数派」を表すコードとなっている。民族的少

数派の子供達に直接働きかける明白な政策はほとんどないが、民族的少数派の子供達は

ターゲットとされたグループの大半を占める。

宗教的少数派の学校を始めるにあたっての理由が沢山あったこと、そして多くの親が

分離された学校を望んでいないことを思い出そう。私がすでに述べたように、人種差別

に対する闘いは以前よりもより明確になってきた。そして民族的少数派の子供達のほと

んどが在学しているまさにその学校における学力向上のための様々な方策があった。分

離学校の発展の理由はあまりないように思える。とくにもっと宗教的な学校を望むもの

だけが新しい学校を推進する準備があるのだ。結局、新しい学校はもともとリスキーな

ものだ。それらが良いものになるかどうか誰も知らない。もし既存の学校がよくなった

ら、親達は新しい学校というリスクをとろうとはしないだろう。

以上のことどれも都市部の学校は現実にその他の学校と比べて相対的に良くなったと

いうことをいっているわけではない。結局、全ての学校は、それがＥＡＺに有るか否か

を問わず、テストと試験において改善している。今有る根拠は、これら多種多様な方策

が、少なくとも、ギャップは拡大してはいないということを保証したということを示唆

しているように思える。

11）2002年９月１１日以降、イギリス社会には何が起きたのだろうか。とくにイスラー

ム教徒にとって。

これは非常に難しい問題だ。明らかに緊張があった。あるいは少なくとも、緊張の怖

れがあった。しかし、私は、一般的に様々なムスリムのグループとその他の人びとは、

注意深く動いたと思う。そして何も大きな問題は起きなかった。様々な指導的英国ムス

リムは、すぐテロを非難し、様々な政治家とその他の人びとはすぐに反イスラーム攻撃

はないとムスリム達に約束をした。もちろん、９月１１日以降、散発的なムスリムに対

する攻撃はあった。残念なことに、こういったことはいずれにせよ起こることだ。

それが起こったとき、私はオックスフォードでの状況がどのようなものであったのか

知るにはとくに都合の良いところにいた。オックスフォード大学は多くのムスリムの学

生がおり、オックスフォード自体がムスリム家庭が多く住む地域である。いくつかのモ

スクも有り、大学と関係のあるイスラーム研究センターもある。私は2001-2002年度、
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プロクターであった。この職は大学では高位の職であり、大学の警備と学生の規律の取

扱いを含む非常に多くの責任を持つポストである。我々はすぐにムスリム学生達が抑圧

されている、あるいは攻撃されるかもしれないと感じているかもしれないことに関心を

寄せた。関係者と話し合った｡最終的には､アビュース､攻撃といった事件は起きず､我々

は、唯一、学生が外部のものに言葉での暴力を受けたことを聞いた。オックスフォード

は典型的な場所ではない。しかし、ほとんどの英国人がテロリストとムスリムを区別す

ることができたということを示していると思う。

12）その他

Refe｢ences 95頁参照。
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