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InthepaperIpresentedyesterdaylarguedfbramo肥complexapproachtoanalysingThirｄ

Ｗａｙｐｏｌｉｔｉｃｓｔｈａｎｉｓｃｕ汀entlyprevalentinsociologicalanalysis､Theapproachladvocated

involvesdoingtwothings,First,itinvolvesviewingNewLabour，sThirdWayfbreducationas

acomplexandunstableamalgamofstrandsthatareintensionwilheachothe眼Ａｎｄsecond,it

entailsdevelopingconceptualisationsoftheThirdWaythataIEbasedongrCunded,empirically

infbrmedanalysesofhowNewLabourpoliciesareinteIp雁tedandenactedinpractice．

Inthispaperlwanttodemonstratelhismorecomplexapproachthroughanexplorationof

theEducationActionZone(EAZ)policy,apolicylhalwaspresemedbyitsarchitectsas

emblematicofNewLabour，sThirdWayfbreducation､Ｉｗｉｌｌbeginbyintroducingthemain

componentsoftheEAZpolicyandexplainingthewaysinwhichthepolicycanbesaidlo

exemplifytheThiIdWay・Thenlwillsaysomethingabouttheempiricalresear℃hstudyupon

whichmyanalysisdraws,ｂｅｆｂｒｅｇｏｉｎｇｏｎｔｏｅｘａｍｉｎｅｓｏｍｅｏｆｔｈewaysinwhichtensions

withintheThirdWayhavebeenmamifestedandplayedoutintheimplememationoftheEAZ

policy．

ＴｈｅＥＡＺｐｏｌｉｃｙａｓｅｍｂｌｅｍａｔｉｃｏｆＮｅｗＬabour，sThirdWay

ＴｈｅＥＡＺｐｏｌｉｃｙｗａｓｏｎｅｏｆａｒａｎｇｅｏｆｉｎitiativesintroducedbyNewLabourinitsfirstyear

ofofIicetotacklｅＩｈｅｔｗｉｎｐｒｏｂｌｅｍｓｏｆ‘underperfbrmingschools，ａｎｄ‘socialexclusion，.Asl

havealrEadynoted,thepolicywasp肥sentedbyitsarchitectsasanemblemoftheThirdWay-

athirdway,aslheTimesEducationalSupplement(TES)putit,belweenthe‘stiHingstatism，ｏｆ
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OldLabourandthe‘ruthlessfree-fbFall，oflhemarket(TES1998).TheSecretaryofStatefbr

Educationatthetimeofthepolicy，slaunch,DavidBlunkett,suggestedthatEAZs唾p雁sented

‘anentirelynewwayofdeliveringtheeducationservice，ｔｈａｔｗａｓ‘aboutparmershipbased

onsuccessratherthanouldateddogmaoneitherｓｉｄｅ(quotedinCarvel，1998a:４).Stephen

Byers,MinisterfbrSchoolStandardsatlhetimeoftheannouncememofthepolicy,rEferred

toitasaIfbrerunnerfbrthefilturedeliveryofpublicservicesinthenextcenturyI,aIguing

that‘thepurposeof[EAZs］isthatthegovemmenlbelievesthereisathirdwayinpublic

services，(Hackett1998).AndMargaretHodge,ChairoftheHouseofCommonsEducation

andEmploymemSelectCommiUee,ａｒｇｕｅｄｉｎｔｈｅＴＥＳｔｈａｔ‘ThedevelopmentoftheThird

Wayisperhapsbestseeninthedevelopmemofeducationactionzones，(Hodge，1998：１５)．

Meanwhile,DfEEofYicialsdescribedtheinitiativeatitslaunchinl998as‘thecentrepieceof

Labour，smodemisationagenda，(Carvel,l998b).Justthreeyearslater,howeve鴎fbllowingthe

publicationoftworcportsindicatingthatEAZshadhadmixedsuccessinmeetingtheirpolicy

objectives(CELSI2000,OfSted2001),theGovemmentannouncedthamofUrtherEAZsofthe

kinddiscussedinthispaperweretobeintmduced､Nevertheless,giventheinilialclaimsmade

aboutthepolicyandthefactthatseveralkeyelementsofthepolicyhavesincebeenintroduced

morewidelyacrosstheEnglishschoolssystem,thepolicyconstitutesaparticularlyintercsting

sitewithinwhichtoexpIoreinaconcにlewaythepracticalimplicationsof-andlensions

inherentin‐thiIdwayapproachestoeducation唾fbrm・Befbrediscussingthesetensionsand

implications,however,IwantbrieHytosetoutlhemainingredientsoftheEAZpolicy：

Thefirst25EducationActionZoneswereannouncedinJunel998;４８‘

secondIound'Zonesweresubsequentlyestablished・

Areaswereselectedonthebasisofacompetitivebiddingprocess、

EachZonehasapproximalely20schools,usuallyincludingaspecialist

school、

Theaimistoraisestandardsandtacklesocialexclusioninareasofsocial

andeconomicdisadvantage・

Zonesarebasedonpublic-privateparmerships・

EachzoneisawardedElmperyearpluspriorityaccesstoolher

DepartmemfbrEducationandEmployment[DfEEgrantsl.(E500kofthis

isguamnleedDfEEfimding;E250kisavailableto‘、alch，privatesector

fimds)．

FundingwasiniIiallyawardedfbrthreeyearswiththepossibilityofan

exlensionofthefimdingfbrafimhertwoyearsprovidingprogresswas

deemedsatisfactorybytheDfEE．

●

TheCa5eofEAZS

●

●
●

●

9７



日英教育研究フォーラムNo.９

●

●

●

●

●

●

ZonesaregovemedbyEducationActionForums[EAFs]一ｍadeupof

reprEsentativesofschoo1s,parents,ａｎｄthe‘localbusinessandsocial

community，－andschoolgovemingbodieswercgiventheoptionofceding

theirpowerstolheEAFs、

ZonesaIcexpectedtosetandmeet‘tough，laIgets(fbrstudentachievement

andbehaviour)．

TheyarefrEelooploutofteachers，nationalawardsandconditionsof

Service・

TheycandeviatefromlheNationalCuITiculum(tofbcuson,fbrexample，

basicskillsandwork-配latedleaming)．

TheyarEmeanttooffer‘joined-upsolutions，todisadvantage(e,9.by

workingwithHealthActionZones)．

ZonesarEencouragedtoapplyfOrotherDfEEgmms(e､9.fbrfamily

leamingandotherschemesdesignedtobuildsocialcapital)．

ItwillbeclearfromthisbriefdescriptionthattheEAZscomainsomeofthekeyhallmarksof

thirdwaylhinkingasidentiiiedinthetablebelow：

唖ｂｌｅｌ:EAZPoIicyasanexemlPlarofNewLabourlsThirdWay

Neo-liberalelemen1s MoralauthoritarianノSofialdemoeratid

neo-consewativeeEemGmshumanisticeIememS

OperaleswiIhinbroader Responsibilisation／

conlextofmarkelisation Resocialisation(e,9．

emphasisonfamilyleaming）

EmphasisondifYErenliation

(throughspeciaIistschools

iniIialive）EmphasisonbasiCSkillS

Freedomlooploulof

teachers，nalionalpayand
conditions

Managerialism

(competitive1endering，

perfbImancemoniloring,IargetseUing）

PrivatesecIoriIWoIvement

Emphasisonwork-relatedleaming

9８
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Commitmenttosocial

iI1clusion/socialcapital

building

‘Joined-up，solutiontodisadvantage

RedistributionofrEsou1℃es

toaIEasOfdiSadvamage



TheCaseofEAZs

ClearlyEAZsareonlyonemanifestalionofthirdwaythinkingand〔herefbIeitisimpossibleto

drawanyonce-and-fb雁allconclusionsaboultheThirdWayonthebasisofananalysisofthis

policyalone・Nevertheless,theresea1℃hthatlamgoingtoprcsenttoyoutodaydoesilluminate

someofthetensionswithintheThirdWaypolicyamalgamthatlbrieflyidentifiedyesterday、

TbrEcap,thesetensionsaIEbelween：

●

●

●

ＮｅｗLabour，sadvocacyofprivaleseclorinvolvementineducation,ｏｎ

ｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ,ａｎｄｉｔｓｃｏｍｍｉｔｍｅｎｌｓｌｏａｍｏ唾egalitariandistributionof

educationalIEsources,socialinclusionandahumanisticcurTiculum,onthe

other；

ＮｅｗLabour，sadvocacyofcompetilion,markelsandmanagerialism，

onlheonehand,andilscommitmentstocoIlaborationand‘joined-up，

solutions,ontheother；

ＮｅｗLabour，scommitmenttoencourageoEwheにnecessary,coer℃epeople

tobemorErEsponsible,ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ,anditscommitmenttofbstersocialincIusion，

ontheothem

Theresearchstudy

Inthefbllowingsectionofthispaperorder,inordertoexplorchowthetensionsidemified

aboveweremanifestedinpractice，Iwilldrawondatacollectedandanaｌｙｓｅｄａｓｐａｒｔｏｆａ

ｓｔｕｄｙｏｆＥＡＺｓｌｃａｍｅdoutincollaborationwithcolleaguesfmmtheInstituteofEducation，

SallyPower,GeoffWhitty,DavidHalpinandMamyDicksonl)．Ｔｈｅstudy,entilled‘Paving

aThirdWay?APolicyTrajectoryAnalysisofEducationActionZones，,wasfimdedbythe

UKEconomicandSocialReseamhCouncilbelweenMayl999andOctober2002､Thestudy

wasconcemedtoexplorEtheoriginsofthepolicyanditsoperationandimpaclinaselection

oflocalarEas､Itdrcwoniivekindsofdata:documentarydata,perfbrmancestatistics,postal

questionnairesurveys,interviewsandobservationaldata､ＩｎｗｈａｔｆＯｌｌｏｗｓｌｗｉｌｌｄｒａｗｏｎａ

ｓｍａｌｌsubsetofthislargerdatasetinordertoilluminatehowthespecifictensionsidentiiied

abovewereplayeｄｏｕｔｗｉｔｈｉｎｔhecontextoftheEAZpolicy､Ｍｏｒｅspecifically,Iwilldraw

onimerviewandobservationaldatagatheredinl2schoolsacrossfburzones（fbrwhichl

amusingthepseudonymsBrickly,Nortown,SeahamandWellfbrd)andinterviewswith46
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parentsnromthreeofthesezones(Brickly,NortownandWellfbrd).(FbrafUlleraccountofthe

research,seePoweretal2003.）

ThirdWaytensionsinpraCtiCe2）

ＩｗａｎｌｔｏｂｅｇｉｎｌｈｉｓｓｅｃＩｉｏｎｂｙｅｘploringsomeoftheIensionsthathaveemanatedfiPom

altemptstohamessprlvatesectorenergiestothesocialdemocraticgoalsofredistribution，

socialinclusionandcurTicularhuｍａｎｉｓｍｌｔｈｅｎｇｏｏｎｔｏｅｘａｍｉｎｅｔｈｅｔｗoothertensions

identifiedabove-competilion/、anagerialism/marketsvs､collaborationandjoinedup

working，;andinclusionvs・responsibilitation．

Prjwz雁seaorj"voんememvs,雁diS〃め“o",socjaﾉj"c〃sio〃α"ｄａｈ"、α"Isrに“〃j“ﾉI”
●●

ＥＡＺｐｏｌｉｃｙｔｅｘｌｓｍａｙｈａｖｅｇｉｖｅｎｔｈｅｉmpressionthatEAZsrepresentedasignificant

developmentinthehisloryofprivaleseclorinvolvementineducation,butinpracticethe

vastmajorityofzonesestablishedwereinitiatedbylocaleducationauthorities(LEAs)ａｎｄ

Govemmentclaimsaboutthenumbersof‘business-led，zoneswereoverstated(ＮＵＩ;2000；

Hallgarten＆Watling,2000;2001)．Allhough‘fbr-profitleducationbusinesses,suchasNord

AngliaandEdison，didexpressanearlyinterestinthemanagementofzones，thisinteresl

quicklyevaporatedwhenitbecameapparentthaltheGovemmentdidnotintendcompanies

tomakeaprofitfromtheirinvolvemenlａｓＥＡＺｐａｒｍｅｒｓ､Inaddition,althoughavarietyof

privatesectoｒｐａｒｍｅｒｓｗｅｒｅｄｒａｗｎｉｎｔｏＥＡＺｓ－ｒａｎgingfrommulti-nationalmanagement

consultancies,supermarketsandprofessionalfbotballclubstosmalllocalbusinesses‐itis

perhapssignificantthattheonlyprivatecompanyinvolvedinleadingafirst-mundzonewas

anot-fb印roiiteducationcompany,andthattwooutofthethrce‘business-led，second-round

zoneswereledbytrustssetupbycompaniesfbreducationalpumoses､Moreover,noneof

thegovemingbodiesofschoolsineitherthe6rstorsecond-roundEAZscededtheirpowers

totheirlocalEAFandnationallyitisclearthat‘theamountofgenuinelynewmoneythatthe

privatesectorhascontributedtoEAZshasundershotexpectations，(Hallgarten＆Watling，

2000,ｐ､２６).ThIEeyearsafIerthelaunchofthepolicy,onlytwelveoutofseventy-threeEAZs

hadmanagedtosecurE1heexpectedjE250,O00peryearfmmtheprivatesectorandmostofthis

sponsorshiphastakenthefbImof‘ｉｎkind，conlributionsratherthancash(Mansell,2001)．

Privatesectorfimdingseemsnottofavourthemosteconomicallydistressedzones,butrather

zoneswiththegoodfbrlunetobelocatedwithinaIcasnearlaIge,sponsorship-mindedlocal

lOO
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employers、Howev“ｔｈｅｐ肥senceoflargenationalormullinalionalEAZ‘parmers，initselfis

noguaranteethatlheircontribulionwillbeequallylarge,andsomehavebeennotablyreluc1ant

topartwithcash、Ｉｎｆａｃｔ,themaJontyofprivalesectorcontribulions〔ｏＥＡＺｓｈａｖｅｂｅｅｎｉｎ

ｋｉｎｄ,ａｎｄｗｅｃａｍｅａｃｒｏssanumberofexamplesofbusinessesover-valuingtheircontributions、

Atypicalcaseinvolvedvaluinglhelimeofbusinessvolumeerswholislentochildrenreadat

filllprivatesectorconsultancyratherthanclassroomassistanlrales、Inaddition，large-scale

businesssponsorshipｂｙｏｎｅｃｏｍｐａnyseemstoactasaspurloolhers;converseIy,afailu肥to

attractbigcontributionsappearstobeselfperpeluaIing．

Animportantconsequenceofalllhislocalvaria〔ionisamassivedispari1ybetweenthe

amountsofprivatesponsorshipwhichdifYerenlzonesaIEabletoraise､Amongstthe25nrst-

roundzones,onezonealmosIlripledtheirtargetsponsorshiplevelofE250000，whilstfbur

zonesfailedtoregisleｒａｎｙprwalesectorcomribulions､Ｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓｃｏｍｐａｎｉｅｓｈａｖｅｅａｍｅｄ

ｍorefiromtheirinvolvementinthezonethantheyhaveactuallycontributed・Ｆｏｒexample，

accordingtoananalysisofEAZaccounlscarriｅｄｏｕｌｂｙｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＵｎｉｏｎｏｆＴもachers

(NUT),inBasildonRMMachinesconlribuledflkcashtothezone,bulthezonepaidRM

fll8,854fbrequipment(NUT2000)．

TheserElativelylowlevelsofbusinesssponsorshipseemlohaveencouragedthedevelopmem

ofsmall，uncoordinatedschemeswhicharefrequentlytargetedalasmallproportionof

students-ofienfmmgroupsdeemedtobethemostableormolivaledWhilstsomeschools

tookpartinnewinitialiveswhichplacedbusinesspersonnelorcommerciallysponsored

curriculummaterialsinschools，thescaleofdirectbusinessinvolvementoncuITiculum

initiatives，altendanceatmeelings，visitstoschools，mentoringorworkplacementswas

relativelysmall､ThefbllowingfburvigneUesprovidｅａｎｉｄｅａｏｆｌｈｅｎａｔｕｒｅａｎｄｓｃａｌｅｏｆＥＡＺ‐

relatedbusinessinvolvementinschoolsinoneofourcase-studyEAZs-Wellfbrd：

ExampleOne:Fast-FoodReadingMentors

Thisinitiative,whichplaces‘FastFoodReadingMentorsWintozoneschools,ispanofawider

nationalschemenmbyalargemultinational・Onlyoneofthethreeprimaryschoolswevisited

inthiszonewasinvolvedinthemitialiveandthescaleissmall,ａ雁ctingonlyeighlchildrenin

yeariive，ＴＷｏｖｏｌｕｍeerrcadingmentorsvisittheschoolonceaweekfbranhourtolistento

fburchildrEnreadfbrthirtyminuteseach、Theheadleacherselecled‘compete､【たaders，ｗｈｏ
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sheｆｅｌｔ‘wouldbenefitfromadditionalencouragement，ｔｏｔａｋｅｐａｒｔｉｎｌｈｅｓｃｈｅｍｅ；shewas

adamantlhaluntrainedvolunleerswouldnotbesuitablefbrworkingwilh‘lessable，children・

Inlhelessonweobserveditwasclearthatlhechildreninvolvedinthisschemeenjoyedthe

specialattentioｎａｎｄｔｉmeawayfromtheirrEgularclass・ＡｔｌｈｃｓａｍｅＩｉｍｅ，itispossibleto

questionwhetherthevolunteershadappropriateskillsfbrthistypeofwork・Ｆｏｒexample，

onementorperiodicallyinterruptedoneoflhegirlssheworkedwithto‘corTect，her(working

class,肥gional)pronunciation:‘ＮＯＴｂｕ，er,ＢＵＴrER…，Theolhermenlorwasnothimselfa

veryconfidemrEaderandhestumbledmepeatedlyinhisefYbrtslorEadaloudtoIhechildrenhe

workedwith．

ExampleTWo:FoolballandReading

TheReadingandFootballinitiativeispartofawidernationalschemeinvolvingprofessionalJも

fbotballclubsaroundthecolmtry・WewereableloobserveahalfLday‘ReadingandFOolball，

sessioninoneWeIlfbrdyear5-6class，Thesessionweobservedbeganwiththreefbotballers

handingout‘FOotballFunbooks，toallthepupils、Theactivitybooks,whicharesponso雁dby

abiscuitmanufacturer,haveanundemandingb妃ezystyle,withlotsofcar1oons-andpictures

ofthesponsors，logooneverypage・Activiliesincludecrosswordsandfbolballquizzesas

wellasshortwritingandmathematicstasks,ｅ､9.‘CanyouworkouthowmanyIbrandname

biscuitslyouwouldneedtobuildapyramidwithabaseoflO?，

ThechildrenbeganbyfillingindetaiIssuchastheirname,、earEstfbotballclubandteamthey

support・ThethreefbotbaIlersthenaskedVolunteerstoreadoutsomeofthequestions,the

answergtowhichthepupilsalliilledinatthesametime・Bothlhequeslionsandillustrations

arehighlygendered；allbutonequestionrelatedtomaleplayersandmaleteams・The

accompanyingimageryshowsgirｌｓｉｎａｖａｒｉｅ〔yofpassiveposes：ｇｉｒｌｓi〔slookingboredon

so血facingTVwhileboyjumpsupanddownshouting;boykicksballwhilegirlholdssign
dirEclinghimtothegoal．．．

ExampleThree:SupeImarketMathsTmil

Ｔｈｅ‘mathstrail，wasaWellfbrd-wideini1iativethatinvolvedadayvisitloalocalsupeImarkel

(partofanationalchain)．AtKiteHillPrimary,iifiypercentoftheirreceptionyearpupils
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participatedinthedaytrip、Tbachersselectedthe‘higherability，pupils(agedfbur)ｗｈｏｍ

they‘thoughtwouldbeneiit，loparticipateinlheouting、Theschoolwasgivensupplycover

fbrtheaccompanyingteachers,transportcostsandsnacksfbrthechildrenatthesupermarkel

caだ．Onceallhesupermarket,chiIdrenwerEgivenaglossyworkshecttocompleteasthey

wanderEdaroundthestoreingroups．

Theworksheetasksquestionsinvolvingweights，numbersandmoney，accompaniedby

picturEsof‘Supermarket，brandproducts、Inthefinalsection,picturcsoffruit,chocoIalebars

etc.，arEaccompaniedby‘pricetags，whichchildrenaI･einstructedloaddlogether、WhiIe

theにisadisclaimerabouttheprlcesdisplayedatthebottomofthepage,allofthepnce1ags

areseveIElyundervalued・Ｔｈｅ‘corTect，answertothefinalqueslionisthattwoapplescost8p．

ExampleFOur:RetailWbrkExperience

ThisistheoｎｌｙｅｘａｍｐｌｅｏｆａｎＥＡＺ－ｒｅｌａｔｅｄｗｏｒｋｅxperienceplacementatMillbank

CommunitySchool・Aspartoftheretailmultinational‘FamilyStores，contributionlo

WellfbrdEAZ,ithasprovidedatendayworkexperienceplacementfbrsixlocaIyearlen

pupils．Thisschoolselectedlwo‘sensibleandtrustworthy，girlswhohadvolumeeredto

participateprimarilyinordertoenhancetheirfUlurcopportunitiesofgainingpart-timework

whentheygoontoplmsuefUrtherstudy、AwarenessthatpupiIsweIE‘r℃prEsemingtheschool，

apparentlyledteacherstodiscardthenolionofchoosingdisafYecledorchallengingpupils．

Theseexamplesarefairlyillustraｔｉｖｅｏｆｔｈｅｋｉｎｄｓｏｆ‘curriculumenrichment，activitiesin

whichthebusinesssponsorsofourcasestudyzoneswereinvolved､Thereareseveralkey

poinlstonoleｈｅｒＥ､First,whatisperhapsmoststrikingisthebanaIityofbusinessinvolvemem・

ThebusinessesinvolｖｅｄｉｎｏｕｒｃａｓｅｓｔｕｄｙＥＡＺｓｄｉｄｃｅｒｔａｉnlynotdemonstratetheenergy，

creativityandknow-howtoradicallytransformtheprovisionofeducationinsocially

disadvantagedareasthatatleastonegovemmemofYicialhasclaimedonlheirbehalf(Barbe風

1998,citedinJonesandBird,2000).Second,whilstthefar-reachingcommerciaIisationof

lheschoolcurriculumfearedbycrilicsoflhepolicyhasnotemerged，wehaveidentified

someisolatedexamplesoftheuseofcumculummaterialsthatareclearlyaimedatpromoting

theproductsoftheircommercialsponsor､Third，i1appearsthatthroughtheireagemessto

attractadditionalresourcestolheschool,leache応mayloseadegreeofcontroloverthetypes

ofcurTiculummaterialsthattheirchildrenareexposedto､ＢｏｔｈｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅＦＯｏｔｂａｌｌ

ａｎｄＲeadinginitiativewhichusedsexislimageryandtheSupermarkctMathstrail，ｗｉｔｈｉ１ｓ
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promotionalorientation,theclassteacherdidnotseetheactivitybefbreitwasusedwithher

students，ＩｔｉｓｄｉｆｆｉｃｕｌｔｌｏｓｅｅｈｏｗｓｕｃｈｉｎｉｔｉativesarelikelytosupportNewLabour，smore

humanisticcurTiculumaims､Finally,ｄｕｅtotherelativelysmallamountsofmoneyallocated

toanygivenEAZinnovation,almostallzoneinitiativeswhetherschool-basedorzone-wide

mvolvesomefbrmoftargelingorselection.ＡｓＩｈｅｅｘａｍｐｌｅｓｗｅｈａｖｅｇｉｖｅｎｓｈｏｗ,wherethese

initiativeshavedirectprivatesectorinvolvement,theytendtotargetnotlowachievingor

disaffectedpupils,butrelatively‘able，,well-motivaledpupils､Thisisaiindingwhichappears

to唾nectboththedesireofbusinessesloassociatethemselveswith‘highachievers，andhead

leachers，consciousnessofhowbesllorepresenttheirschooltolheoutsidecommunity．

Cb”e""o",markE応α"d、α"αgeriaﾉなｍｖｓ・ＣＯﾉ〃ｂｏｍ"o"α"ｄうりi"ed-叩，soﾉ""o"ｓ

Alongsidepublic-privateparmerships,ＥＡＺｓｗｅｒｅａｌｓｏｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｐｉｌｏｔｎｅｗcross-welfare，

multi-agencyparmerships､ThisreflectsawiderNewLabourconcemlopromote‘joined‐

upgovemment，(CabinetOfiice，1999).Thisconcemisbased,inpan,onarccognitionthal

thefiragmentedandbureaucraticnatu配ofexistingwelfareprovisionhascontributedtothe

marginalizationofwelfaIErEcipients‐ａｎｄthaltheinlerconnectednatureofsocialexclusion

hasrenderedsingle-issueresponsesinadequate(Power,２０01).ＴｈｅＥＡＺｐｏｌｉｃｙｗａｓｏｎｅｏｆ

ａｎｕｍｂｅｒｏｆＮewLabourinitialivesdesignedtopromotejoined-upgovemmenttotackle

socialexclusion､AtcentralgovemmemleveltheseincludetheestablishmentoftheSocial

ExclusionUnit,thePerfbrmanceandlmovationUnit,lheRegionalCo-ordinationUnit,the

NeighbourhoodRenewalUnitandtheUrbanPolicyUnit-allofwhichhaveabrieftoimprove

theco-ordinationofpolicyrcsponseslothemultipleinte肝雁latedcausesandconsequencesof
povertyandsocialdisadvantage．

However,althoughimerviewswithzoneparme『sindicaledthatnewmulli-agencyinitialives

aremo唾numerousandsignificantthanourneldworksuggested,weencounteredonlyafew

isolatedandsmall-scalecross-welfareinitiativesinthetwelveschoolswestudiedindepth，

Themostsignincantoftheseinitiativesplacedapart-timecounsellorfromamentalhealth

trustinoneofIhefburcasestudySeahamschools、Otherinitiativesthathavebeencredited

as‘EAZ-related，includethejoimHealthactionZone/EAZfUndingofbreakfastclubsin

Wellfbrd,andtheinvolvementofalargevolunlaryagencyinthemanagemenlandprovision

ofachildcaI己prOjectinoneWellfbrdschool(thisprQjectisnotEAZfimdedandpre-datesthe

zone)．Wedidnotcomeacrossanymulti-agencyiniliativesofanytypeinourfburBrickly
casestudyschools．
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Ｓｏｈｏｗｍｉｇｈｔｗｅｅｘｐｌａｍｔｈｅａｐｐａｒｅｍｐａucityofmulli-agencyinitiatives？Asseveral

commentatorshavenoted,inteILagencyboundarieshavehistoricallyprovedtoberemarkably

resilient(Glendinning,Powell,＆Rummery,2002;Riddell＆Ｔｂｔｔ,2001；Ｗｅｂｂ＆Vulliamy，

2001；Wilkinson＆Appelbee，1999)、Buttherearealso,paradoxically,significambarTiers

tomulti-agencyworkingandinter-schoolparmershipsemanatingfromelementsoftｈｅ

ＥＡＺｐｏｌｉｃｙｉｔｓｅｌｆａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｗｉderpolicycontextinwhichEAZsarclocated､Herelwill

fbcusonthewaysinwhichthebiddingcullureandthequasi-marketwithinwhichEAZsare

enmeshedseemtobeinhibitingjoined-upworking．

ZoneschoolsarefrequentlyinreceiptoffUndsfromarangeofsourcesinadditiontothe

resourcestheygetbyvirtueoftheirEAZstatus・ＥＡＺｓｃｈｏｏｌｓａｒｅｇｉｖｅｎ‘priorityaccess，to

fimdingfiromanumberofothercentralgovemmenteducationinitiativesandsomealsorEceive

fimdsfiomtheSingleRegenerationBudget,theNewOpportunitiesFundamdtheEuropean

SocialFund・HavingconstantlytobidfbradditionalrEsoumesplacesasigniiicanttimeburden

onbothEAZdirectorsandheadteachers，anditleadstoinequalitiesinaccesstoresources

withinzones,aslevelsofschool-basedfimdingarＥａtleastparliallydependentonheadteacher

expertise,timeandinclinationtobidfbrzoneresourcesavailablefiromamenuofprQjectson

offe凪ＡＳＯneWellfbrdheadteacherexplained：

Literallywesortofgotwhatwebidfbr,andthatwasperhapsaninequalitybecause

somepeoplehadn，tcomefiFomabiddingcultureandtheydidn，treallyhaveaclue

whattobidfbr,whe１℃asothersofushadalistaslongasyourarm,youknowUaughs]．

Ｉmean,ｓｏｍｅｂｉｄｓｌｄｉｄｎ，tevenhavetore-write,theyｗｅｒｅbidsthatl，dalreadyputout

fbrothermoney…allourinitialprOjectswerEbids．

(Headteacher,Wellfbrd)．

RecognitionoftheimportanceofadditionalfUnd-raisingledatleasttwoofourcase-study

zones(NortownandBrickly)ｔｏｈｉｒＥａｎ‘incomegenerator，tospecialiseinattractingfimding

frompublic,volumaryandprivatesectorsoumes、Similarly,asecondaryschoolinSeaham

appointedapartiallyEAZ-fimdeddeputyheadteachertogenerateadditionalincomeand

manageextemallyfimdedprqjects．

Ourearlyevidencesuggeststhat，ｉｎpractice，thebiddingculturewithinwhichzonesare

enmeshedmayactuallyincreasethefragmentationofprovision，becausetheco-existence

ofmanysmall-scale,tightlyboundedprqjectsisdifficulttoco-ordinateandhasinsome

instancesledtoaconfUsionofrEsponsibilitiesbetweenEAZ,LEAandschoolpersonneLThe
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involvementofseveralpublic,volunlaryandprivatesectororganisationsworkingondifYEI℃nl

pmjectswilhverysimilarobjectivesmayfimherexacerbatethissituation,aswefbundlimited

evidenceofmeaningMcollaborationbetweenserviceproviders．

Therearcadditionaltensionswilhinthenationalpolicyagendathatarelikelytohamperboth

co-operalionbetweenschoolsandthedevelopmemofljoined-upworking1moregenerally、

AsClarence＆Painter（1998,ｐ､１５）argue:‘ThecollaborativediscourseofNewLabouris

counteredbyanother,connictingandcontradictorydiscourseofcentralisationanddemandsfbr

perfbmance'、NewLabourhave,fbrexample,extendedsomeoflhemanagerialisttechniques

associatedwilhpreviousConservativeadministrations・InEnglishschools,childrenaged

seven,elevenandfburteenare唾quirEdtositnalionaItestsknownatStandardisedAttainment

Tasks（SArs）inMathematics,EnglishandScience・Ateachleveltherearenational

perfbrmancethresholdsthalchildrenareexpectedtomeet,andbothLEAsandindividual

schoolsarerequir℃dtosettaIgelsagainstwhichtheirprogresscanbemeasured、ＥＡＺｓ,ｉｎ

ｌｕｍ,areobligedtoselevenmoresmngentlargets．

Sincejudgementsaboutthesuccessorfailureofindividualschools,LEAsandEAZsare

based,inlargepart,onthetheirabilitytomeettraditionaIschooI-basedperfmmancetargets，

thismayhelptoexpIainwhyconcretemulti-sectorinitiativeshave，ｉｎpractice，ｂｅｅｎso

peripherallocoreEAZbusiness・AnyefYbrttobuildlocalparmershipsislikelytobetime-

consuming-a､dasmanyheadteachershavepointedout,theEAZtimescaleisrElativelyshort

‐whilethe‘prcssu肥loperfOIm，ｉｓhigh：

Ilhinkthe妃aretwophilosophiesreally,Ithinkthatthe肥'sthephilosophyof-thisis

myschooｌａｎｄ１，ｍｇoingtogetwhatlcanfbrmyschool,andrmgoingtothinkof

myschool，AndthereareotherpeoplewhoagreewiththephilosophythatwesharE

amongstotherpeople、Ａｎｄitisaverydifiicultonefbrheads,is､，tit？Becausealthe

endofthedayyoua肥睡sponsiblefbryourschool、Iamnotresponsiblefbrtheschool

overtheroad・Ｉ，mjustresponsiblefbrmyschool・Ｓｏｉｔ，skindoflikegettingaway

fromlhatinsularwayandit，slookingoutisn，titIEally？

(HeadteachenNortown）

Isupposeallheadleachers,whenitcomesdowntothemoneywillsａｙ－ｏｈ,ｗｅwant，

youｋｎｏｗ,Iwantwhat，sbestfbrmyschool．．、ｂｕｔａｓｆａｒａｓｔｈｅＥＡＺｉｓｃｏｎｃｅｍｅｄ，

theyappeartobelessinle雁stedindiscussinglheplansfbrlhegoodofthewholeofthe

EAZthanfbrwhattheycangetoutofitfbrtheirparticular[schoolcluster]．
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(Headteacher,Nortown）

Withinaquasi-marketcontexl，ｉｔｓｅｅｍｓｌｈａｌｔｈｅｂｅｎｅｆｉｔｓｏｆｃｏllaboralionareunclea砿In

contrasttherisksofcollaborationmaybepemeivedasconsiderable・Accordingly,although

anumberofzoneheadteachershavespokenpositivelyofthe‘co-operativeclimate'fbstered

withintheirEAZ，ｔｈｉｓａppearstohavehadverylittleimpactonclassroompractices・In

addition,themajorityofEAZleamingsupporthasbeenusedtoboostlheabilityofschools

tomeettheirownindividualperfbrmancetargels・Themostresource-efYectivewaytoｄｏ

ｔｈｉｓｏｆｃｏｕｒｓｅｉｓｎｏｔｔｏｔａｒｇｅｔｔｈｅmostdisadvantagedpupi1s，ｂｕｔｌｏｆｂｃｕｓｏｎｔｈｏｓｅｗｈｏａｒｅ

ｄｅｅｍｅｄtobecapableofmeetinganassessmentbenchmark（Gewirtz,Ｂａｌｌ,＆Ｂｏｗｅ，1995；

Gillbom＆Ybudell,2000)．InWellfbrd,fbrexample,oneoftheprimaryschoolswesludiｅｄ

ｈｅｌｄａｎ‘invitationonly，Easterschoolfbr‘borderlinepupils，immediatelypriortothe

compulsorynationaltests(SAIぢ)．SimilarlyinBrickly,oneoftheprimaryschoolsselected

fbrmemormgsupportpupilswhowere‘justbelow，meetingthelevelfburSAIもperfbrmance

threshold,whilethesecondaryschoolallocatedresourcestoallowseniormembeｒｓｏｆｓｔａｆＴ

ｔｏｗｏｒｋｗｉｔｈ‘ablebutunderachievingpupils，ｗｈｏｗｅｒｅ‘justbelow，gainingthethreshold

numberoffiveA-CgradesintheGeneralCertificateofSecondaryEducation（ＧＣＳＥ)3）．

TherEiSevidencelhattargetingofresourcesonsludenlsdeemedtobeonIheborderlineof

assessmentbenchmarksisawidespreadpmctice(Gillbom＆Ybudell,2000)．However,the唾

isaparticularlystrongincentivefbrEAZschools,keentosecurcfimdingbeyondtheinitial

three-yearperiod,tofbcusonthosestudentswhoseassessmemrcsultsaremostlikelytoafYect

theirabilitytoreachschool-basedperfbmlancelargets,whilesuchstrategiesmayrepresent

a、‘efficient，useofEAZresourcesfbrschoolsincompetitionfbrlocalpupils,itdoesraise

signiiicantequityconcems．

伽cﾉ“io〃”・花平o"sめ"ｉｓα"o〃

TheEAZpolicywasdesignedtocombalsocialexclusionbydrawinginparentswhoare

traditionallymaIginalisedbytheschoolsystemandbuildingtheirsocialcapital､However,the

socialcapitalbuildingslrategiesthatwercdevelopedinthenameofinclusion，fbrexample，

familyliteracyandintergenerationalleamingschemes，canalsobeseenasstrategiesof

responsibilisation(Rosel996).Inolherwordslhesewerestrategiesdesignedtoencourage

parentstotakeresponsibilityfbrtheeducationalsuccessoftheirchildrenbyaUempting

toinculcateacultureofselfdisciplineamongstparents､Whilslsuchslrategieshavesome

potentialtofacilitateperceptionsofinclusivity,theyalsohavethepotentialtomakepeopleたel

theyarEbeingconstructedasaproblem,therebyexacerbatingtheirperceplionsofmarginality．
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Aspartofourresearchweinterviewed46parentsacrosslhreezonesfromgroupsidentified

byzonepersonnelassociallyexcluded,aswellasobservingsomeoftheiniliativesdesigned

topromoteinclusion､Inthecourseofourresearchwecameacrossseveralexamplesofsuch

initiativesbeingexperiencedpositivelybyparents・ThesefindingsecholhoseofVincem

(2000)whoconcludedfmmherstudyofmothers，involvementinparentgmupsandcourses

thattheseactivitiescouldbeenormouslybeneficialfbrtheindividualsinvolved,fbrinstance，

byrenewingtheirself-confidence，providingａｓenseofagency，developmgskillsand

providingwomenwilhawelcomedopportunitytoescapetheprivatedomainofthehome4)．

Bulmoregenerallythedatapointtolhefailureofourcase-studyzonestoengageparents

eitherintheEAFsorinspecificinitiativestoanysignificantdegree・Attendanceatfamily

leamingprograms，fbrexample，ｈａｓｂｅｅｎｌｏｗａｎｄｔｈｏｓｅｐａｒｅｍｓｗｈｏｈａｖealtendedhave

tendedtobeoneswhＣａ雁eitheralreadyinvolvedintheschoolorareparticularlymotivaled

toparticipateinfUrtherfbImalleaming､Ｔｈｉｓｐｒｏｍｐｔｓｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎｏｆｈｏｗｔｏｕnderstandthe

levelofdiscoImectionbetweensocialcapitalbuildinginitiativesandtheparemswhosesocial

capitaltheyareseekingtobuild．

OurdatasuggestpossiblereasonsfbrthefailuIcofthesocialcapitalbuildingschemeswe

studiedtoengagethosedefinedasmostsociallyexcluded、Inparticular,theyindicatea

tendencyfbrtheseschemeseffectivelytoneglectthevoicesandperspectivesofthosewho

theyarEdesignedtohelp､Ｌｙingbehindtheschemes,asGamamikowandGreen（1999)point

out,isamodelofworkingclassfamiliesasbeIefIofsocialorganisationsandnetworks,not

valuingeducationandlackingtheinclinationtoaclivelyengagewiththeeducationsystem・

Theseassumptionsare,however,atoddswithouriindings､Inparticular,thereisevidencein

thedata,aslwillgoontoillustrate,notonlyofpa１℃nlsvaluingeducation,butofconcerted

fbrmsofengagementontheirpartwiththeeducationsystemandalsoofstrongpre-existing

socialbondswithinthecommunitiesservedbythezones．

Theparentsweinterviewed,likelhoseVincent(1996)andCmzier(2000)havewrittenabout，

allvaluededucalion､MrsElsworthy，ssentiments,fbrexample,werEtypicalofthoseexp肥ssed

tousbylheworking-classpa1℃ntSweinterviewed：

I，mnotbackwardincomingfbrwardwhenitcomestoeducalion,ｙｏｕｋｎｏｗ,because

ldidn，thaveanyeducationlthinkmydaughtershould,Ｓｏｔｈａｔｓｈｅ，sgotthebest

possiblechancewhensheleaves．

(MrsElsworthy,Wellfbrd）
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Askedwhatshewouldchangeabouttheschoolifshecould,MrsElsworthyreplied：

I，dlikethemtohavemo唾booksbecausemydaughtercanreadquilewellandsome

ofthebooksthalshe，sgettingthisyearshereadlastyearanyway,whichrmreally

annoyedabout,buttheyhaven，ｔｇｏｌｌｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｂｏｏｋｓ、Lastyearsheendedupa

coupleofweekswithoutabookbecausethercwerｃ､，tanyonesthatshehadn，tread．

InthisextractMrsElsworthyisreve応ingIhedeficitdiscou応ｅｉｍｐｌｉｃｉｔｉｎｔｈｅＥＡＺｐｏｌｉｃｙａｎｄ

ｍｕchsocialcapitaltheorymorEgenemllybyidentifyingasaproblemnolalackofbooksin

thehomesofworking-classfamiliesbutoneofalackofbooksintheschool、MrsElsworthy

alsocommentedthatshｅｗａｓｋｅｅnfbrherdaughlertogotocollegewhenshehadfinished

school：

IfshemanagestodothatIwouldiindawayoffimdingherlhroughuniversily,you

knowbWiththecurTemjobmarket,you'vejustgoltoaimhigh,have､'1you?Ybudon，t

necessarilygetit,ifyoudon，taimhightostartofrwith．

MrsElsworthyhadlefischoolherselfwithoutanyqualiiicalions,isunableloworkbecauseshe

isarecoveringalcoholicandsuffershomdepressionwhichsheconnectstoherexperiencesof

domesticviolence､ＬｉｋｅmanyparEntswhohaddifiicultli腿expenences,shewantssomething

betterfbrherchildren．

Wealsofbundastronglevelofdeterminationonlheparlofmanyparems，molhersin

particularbtoasserttherightsoftheirchildren1oa‘decent，education、Wecameacrossa

numberofexamples,fbrinstance,ofparentsofexcludedchildrmorofchildrenwhowe唾Ihe

victimsofbullyingorunhappyfbrotherreasonstakingupissueswithleachers､Insomecases，

theseissueswerefairlyeasilyresolved,asinthefbllowingexample：

Lastyearin…herreceptionIyear]shewasfine,shelovedilandgotupinlhemoming

andwantedlogotoschool,andherYearllastyear,wedidgetworriedbecauseshe

wentontheiirstdayandsomethingmusthavehappenedatschoolwherelherewasa

brEakdownincommunicationandｓｈｅｄｉｄｓｏｎｏｆｇｏｉｍｏａｓｈｅｌｌａｎｄｓｈｅｕｓｅｄｔｏｗａｋｅ

ｕｐｍｏｍｉｎｇａｆｉｅｒｍｏｍｉｎｇａｎｄｓａｙｓｈｅｄｉｄｎ，twanttogotoschool…SoIgotworTied

then,andlthoughteithershewasbeingbulliedorshe，snotenjoyingsomething

aboutthewholeclass,ｏｒshe，shavingproblemscommunicatingwithherfriendsand
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teachers・Ｓｏｗｅｗｅｎｔａｎｄｈａｄａｗｏｒｄｗｉｔｈｔｈｅｈｅａｄteacherandsaid,ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｃａｓｅ、

ＴｈｅｙｋｅｐｔａｎｅｙｅｏｎｈｅｒａｎｄｓｈｅｗａｓＯＫａnditsortedofpeleredout､Amdwhenher

firsttelmwasfinishedshewasOKafterthat．

(MrMalik,Brickly）

Butinothers,parcntswercengagedinprotractedandwearyingbattleswiththeschoolsand

insomecasesthewiderschoolingsystemtoensuIEthatwhattheybelievedtobetheneedsof

theirchildImwercproperlycateredfbr,asinthefOllowingexample：

lthoughttheschoolfbcusedonMartin，sbadbehaviourtoomuch､Ithoughttheydidn，

tmakeallowances,becauseoncetheyfbundthatMartinisadifncultchild-Iamnot

sayingheisnot-theyalIeadyknewthisfmmthepastschool,ithadalIEadystartedin

thelastyearorsointhepaslschool,ｗｅｂｍｕｇｈｔｉｎａｃhildpsychologist,becauselhad

pickeditupstraightawaythattherewassomethingwmng,soIwentlookingfbrhelp，

becauselknewwhatwasgoingtohappen,Icouldseeitsoclearly､Andinthefirst

yearatConwaywebroughtinanotherchildpsychologistwhosaidMartindidnothave

emotionalproblemsandldisagreed,thenthecasewasbasicallyclosedanditcarried

on…Hewentthroughfivestages,fiveexclusionsalmostuntilitbecomespermamem

…Isaidlet，sbringinachildpsychologisthere,let，siindoutwhat，shappeningherc、

TheschoolbroughtanotherchildpsychologistinWewercsupposedtomｅｅｔｈｉｍｏｎ

ａｗｅｅｋｌｙｂａｓｉｓｂｕｔｉｔｏｎｌｙｓeemedtohappenonceortwice､Iseemedtohavemore

insightthananyofthosechildpsychologists・Hewaseventuallysenttoasystemthat

theyhadintheschool…leamingdifYicultycemrE,Ｉthink,aseparatepartoftheschool，

fmllofcomputers,andifMartingottoodifficultinaclasshewouldbesentouttothe

roomanditwasOK,itwasn，ttoobad､Ｔｈｅｎｈｅｅｎｄｅｄｕｐｉｎｔｈｅｒｅｍｏｒｅｔｈａｎｈｅwasin

class,hewouIdbetakenoutinthere,takenandputinthere､Theneventuallywehad

thisthingdrａｗｎｕｐｔｈａｔｈｅｗｏｕｌｄｓｐｅｎｄｍｏｒｅｔｉｍｅｉntherethaninclass,ｂｕｔａｔｔｈｅ

ｓａｍｅｔｉｍｅｗｈｉｌｅｈｅｗａｓintherehewasmissingouthiseducation,becausehewasn，t

getting.…whatheneededintheIc､Itwasmoreabouthisbehaviourthanhiseducation

becausehisbehaviourwasobviouslydifiicult…HeeventuallygotexcludedfUlltime

sohenolongerwenttoschool…theywantedtogivehimtuitionfbraｎｈｏｕｒａday

andlsaidnolwanteditlookedinｔｏｍｏｒｅ…Iwanttoknowwhyhebehaveslike〔hat，

Iwantmo唾peoplebroughtin,Ｉｎｅｅｄｓｏｍｅｈｅｌｐｈｅｒｃ…ＩｗｅｎｔｔｏｓｅｅｏｕｒｌｏｃａｌＭＲ

Ｉｗｅｎｔｔｏｓｅｅhimtwiceanditwentstraightoverhｉｓｈｅａｄ…Iwastryingtoholdout

becauseitwas､，tenough…Ihadbeentomeetingafiermeeting・Ａｔｏｎｅpointlthought
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Iwasbeingheard,thenilfbllaparlagain…

(MrsMiles,Wellfbrd）

TheCaseofEAZs

ThisisjustoneexampleofanumberofdeprEssingtalesweweretoldbymothersofchildIEn

withchallengingbehaviourslrugglingtobeheardｂｙｗｈａｔｆｅｌｌｔｏｔｈｅｍｔｏｂｅａｍａｉｎｌｙ

ｕｎｒesponsivesystem5)．AccordingtoMrsMiles,itwastheteache応(ratherthanpar℃nts)who

needededucatingabouthowbetterlorElatetoolhers：

IthinktheteacherscoulddowilhabitmoreawaIEnessofhowtointegratewithother

paIEnts,Isupposetheyonlylivewhaltheyliveandonlyknowwhattheyknow,and

arcbroughlupwithwhattheyarebroughlupwith，somaybesomethingfbrthem，

somethinglikeacoursefbrthemtodealwith,Ｉｄｏｎ，tknow…

ParallelsentimentswereexpressedbyMuslimparentsinBrickly，someofwhomwere

concemedaboutthelackofresponsivenessoftheirchildren，sschools-inthiscasetotheir

cultUralidentities：

Ｉｗａｓｂｏｍｉｎｔｈｉｓｃｏｕｎｌｒｙ,Iwenttoschoolhereandinthethirtyyearsfiromwhenl

leftschool，whenIwasatschoolandmydaughter，ｓｓｃｈｏｏｌｎｏｗ,there，ｓｎｏｃｈａｎｇｅ

ａｔａｌｌ…whenlwasaschoolwewasaminority,ｉｎａｌｌｏｆｍｙｓｃｈｏｏｌ，inthenursery，

juniors,infants,therewasaboutl5to20Muslimchildrcnatthattime､Thirtyyears

ago､Nowil，stheoppositeeffbct､Ｔｈｅｎｗｅｗａｓｔｏｌｄｔｈａｔｗｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｏabideby

whatlheysaybecausewehavetogowiththemajority,ｓｏwhat，stherulingnow?1t，s

theopposite・Ｗｅ，雁stillpreachingaboutChristianityandmydaughtersknowasmuch

aboutChristianityasldo,whichiswrong,becausethemajority,Ithinkit，s98percent

Muslimchildren．

(MrMohammed,Brickly）

Ithinktheyarenotverykindofethnicminoritysensitivereally､Ｙｂｕｋｎｏｗ,theissueof

thefastingmonth…theyaren，tverysympathetictowhattheneedsareofthechildren

whowanttofast，fbrexample,ｏｒｔｈｏｓｅｗｈｏｗａｎｔｔｏｇｏｔｏｔｈｅａｎｎｕａｌｐilgrimageto

Mecca,notverysympathetictothosewhowaｎｔｔｏｇｏ[herＥ…theydon，tlistentoowell

really､Forexample,IIknowofonelchildwhofaststhroughRamadanandhewastold

-well,ｉｆｈｅｉｓｆａｓｔｉｎｇｈｅｈａｓｎｏｐｌａｃｅａｔｓｃｈoolduringlunchtime､Ｈｅｇｏｅｓｈｏｍｅ,ｙｏｕ

ｋｎｏｗ？Iwouldhavelhoughtbecause98％ofthechildrcnarefmmanethnicminority，

youwouldexpecttheschoolIobeabitmorefriendly．
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(MrKhan,Brickly）

AlloftheMuslimparentsweinterviewedinBricklysenttheirchildrentoMosqueschool

everydayafiertheregularschooldayfrom4.30-7.30pmwherEtheyleamtaboutthelslamic

faith,ArabicandUrdu､Yet,incredibly,oneparenttoldusthatnoneofhischild妃､，sschool

teachershadeveraskedwhatthechildrenleamtatmosqueschool．

Feelingsthatschoolswerenotalwayssufficientlyresponsivetoparenls，lifecircumstances

werealsoevideｎｔｉｎｔｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇｃｏｍｍｅｎｔｓｔｈａｔｅｍergedinagroupinterviewwithsix

SomalianrefUgeeparentsinNortown,whenaskedwhatthingstheywouldchangeaboutthe

schooltoallowparentｓｔｏｂｅｍｏｒeinvolved：

ASomalileacheronthestaff

LetterstohometmnslatedintoSomali

Someracismattheschoolwhichshouldbestopped

Allowingthechildrentohaveprayertimesandaroomfbrpraye風

TheconcemsexpressedtousbytheseparEntswe雁similarlothosereportedinVincentand

WarTcn，s（1998)studyoftherelationshipbetweenrEfUgeepa妃nlsandtheirchildIEn，sschools．

Ouriindingsalsosuggestthat,althoughsomepeoplelivingindisadvantagedareasfeelsocially

isolated(aphenomenonvividlyportrayedinCharlesworth，ｓ(2000）studyofRotherham)，

othersareimplicatedmarangeofsoｃｉａｌｂｏｎｄｓａｎｄｎｅｔｗｏｒｋｓａｎｄｆｂｒｍｓｏｆeducationand

activecitizenship・FOrexample,MrsMileswhomwequotedabove,didvoluntaryworkin

adomesticviolenceandabuseorganisationandinacentrefbrpeoplewithdrugaddiction

problems・ManyoftheparEntsweinlervieweddescribedsociablelifestylesandmothers，ｉｎ

particular,butsomefatherstoo,talkedaboutnetworksoffl｢iends,ｆａｍｉｌｙand/orneighbours

who肥lieduponeachotherfbrchildcar巴,Itwascommon,fbrexample,fbrparentstodescribe

invividterｍｓｔｈｅｗａｙｓｉｎｗｈｉｃｈｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙａｎｄｒｃlativeslookedafiereach

olher，schildIEnandprovidedotherfbrmsofsocialandemotionalsupport・Thedenselocal

nelworksoffamilyandfriendsindicatedbyourdatatypifythefbrmsofsocialcapitalthat

othershavenotedarEprevalentinworking-classcommunities,particularlyamongstmotheｒｓ

(e､9.Jordanetall991,Horvatetal2003)．

Althoughthesocialcapitalbuildingschemeswestudiedwerenolauthoritarianinthesense

thattheywerＥｆｂｒ℃edonanyone,andalthoughinmanycasestheywerefiramedin妃latively
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progressivetemls,theschemesnonethelesstendedtobeunderpinnedbytheassumptionlhat

theywouldIEmedyadeficitintheirtargetaudience-thatdeiicitbeingeithersocialisolalion

oraninabilitytosupporttheeducationofone，schildren・Inthisrespecttheschemesarein

themain‘doneto，ratherthan‘donewith，theparemstheyaredesignedtohelp・Thesedeiicit

assumptionsarEaccompaniedbyafailur℃torecognisethevalueofthekindsofsocialcapital

andassociatedculturalvaluesthattheschemesareattemptingto‘buildover，、Ｔｈｉｓstance

contrastssharplywiththesocialcapitalbuildingapproachadvocaledinthecommunity

developmentliteraturcwhichemphasiseslheimportanceofstarling‘fromanassessmenloflhe

networkedresourcesofacommunily,ratherlhanadoptingthelraditionaldeficilmodel，and

Iusing]aparticipatoryapproachloprOjectdesignandimplementation，(Kilpatricketal2003：

419)．

ConcIusion

Inconclusionlwanttoarguethattheexamplesreportedhe肥provideanillustraIionofhow

empiricalanalysiscanhelpustoexploresomeofthecontradiclionswithintheThirdWaylhal

arEnotaddressedbytheabstracttheorisinglspokeaboutyesterday､Inpanicular,theyindicate

someoftheconcretewaysinwhichbusinessinvolvementcaninhibilthepolicygoalsof

rEsoumeredistribution,socialinclusionandcuITicularhumanism,someofthewaysinwhich

markctsandmanagerialismcangetinthewayofcollaborationandjoinedupworkingand

someofthewaysinwhichpoliciesdesignedlomakepa唾ntsmoIeresponsiblecanalsohave

theeffectofmakingthemfeelmoreexcluded,Inthissense,theempiricalanalysisappearsto

highlighttheconcにtemanifbslationsofincompatibilitybetweentheThirdWay，sneo-liberal，

neo-conservativeandsocialdemocraticagendas．

Despitetheseincompatibilities，however,NewLabourappearstobepersistingwilhalIof

theseagendasinitsnewfive-yearplanfbreducalionaImouncedthismonth,Inpanicular,the

Govemmentisadvocating:ａｎintensiiicationofthemarketfbrm,ｗｉｔｈｍｏ雁choicefbrparEms

andmoreindependencefbrschools；ｅｖｅｎｇにaterinvolvememoftheprivateseclorinthe

nmningofschools;moIEtraditionalapproachestoeducation,rcnected,fbrexample,intheidea

thatallschoolsshouldhaveunifbImsandapublic-schoolstylehousesystem;responsibilising

policiesdesignedtotackleconcemsaboutchildhoodobesity;humanisticcurricularapproaches

includingthepromotionofmusic,abroaderposl-l4curTiculumandpersonalisedleaming;and

aredistributiveagendaexemplifiedbytheintroductionofcashincenlivestoencouragepoo唾r

studentstostayonatschoolbeyondthepenodofcompulsoryeducaIion．
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ItthusseemsthatthetensionsIhaveexploredinthispaperarelikelytobeperpetuatedover

lhefbrseeablefUtureandallthat唾mainstobeseeniswhichofthebroadagendaswillprevail

inthenationalandlocalpoliticsandpracticesofeducationastheeraofNewLabourdrawsto

aclose-whichitinevitablywill1

Foomotes

l）IamgratefilltoSallyｩGeoff,DavidandMamyfbrtheirsignificantcontributionsbothtothe

collectionofthedateusedinthispaperandtotheanalysispresentedbelow

2)ThispartofthepaperdrawsonmaterialpIcviouslypresentedinDicksonetal2003and

Gewirtzetal2003.

3)TheGeneralCertMicateofSecondaryEducatio、(GCSE)istheprincipalmeansofassessing

pupilattainmentattheendofcompulsoIysecondaIyeducationinEngland、

4)AlthoughVincentisalsoveryclearaboutthelimitationsofsuchactivities,fbrwhile

havingapositiveeffectonindividualstheydonotofienenablesystemicchangeandtherEfbrc

a”unabletocomributetotheameliorationofthestructuralinjusticesembeddedinlocal

educationsystems,regimesandprocedurEsand1℃lationshipsbetweeneducationalinstitutions

andparents(Vincent2000:113)．

5)WearcawarethatourinterviewswswilhthesepaIEntshavegivenusonlyonesideofthe

storyandthattheteachersandotherpmfessionalsinvolvedinthesecasesmaywellhavegiven

differentorconHictingversionsofthesameevents，However,thisdoesnotdetractfmmthe

poimwearemakingherethatsuchparEntsperceivedadifYicultyingettingtheirvoicesheard

bytheprofessionalstheywerEdealingwith．
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EAZの事例に見る緊張関係

翻訳

序

ニュー･レイバーの第三の道の緊張関係は、

実践においてどのように表れたか

－EducationActionZoneの事例から－

シャロン・ゲバーッ

米典子

く＞は文中イタリック

昨日のペーパーでは、第三の道の政策について、一般に社会学的分析において流布し

ているよりも複雑なアプローチを求めて論じた。筆者が採用したアプローチには二つ

のことが含まれる。第一に、ニュー・レイバー第三の道の教育政策を、相互に緊張関

係にある諸要素の複雑で不安定な混合であるとする視点を含む。そして第二に、ニュ

ー・レイバーの政策が実践においてどのように解釈され、おこなわれているかについ

ての根拠ある、実証的に情報を集めた分析にもとづく第三の道の理論化を開発するこ

とを含む。

今回のペーパーでは、教育アクションゾーン(theEducationActionZone(EAZ)政策の

研究を通してこのより複雑なアプローチを説明したい。これは教育に向かうニュー・

レイバー第三の道の象徴として関係者によって掲げられた政策である。EAZ政策の主

要構成要素をまず紹介し、この政策が第三の道の良い例証であるといわれる点を説明

する。次にＥＡＺ政策の実施において明らかになった第三の道内部にある緊張とそれ

が果たした役割について検討する前に、筆者が分析を引き出した実証的な調査研究に

ついていくらか述べることにする。

ニュー・レイバー第三の道の象徴としてのEAZ政策
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・ゾーンは公一私のパートナーシップにもとづく。

・各ゾーンは、教育雇用省の他の部局に優先して年１００万ポンド支給されるIDfEE

債Ｉ。（このうちの５０万ポンドはDfEE債で保証され、２５万ポンドは私的セクター債

でまかなうことが可能である)。

・資金調達はまず、ＤｆＥＥを満足させるだけの進歩が認められる場合にさらに２年

間延長する可能性をもって、３年間与えられる。

・ゾーンは－学校、親、そして「地域の経済的社会的コミュニティ」の代表で構

成される－ＥＡフォーラム(EducationActionForumsIEAFsl)が管理し、学校評議

会はフォーラムに対して権限を委譲することができる。

・ゾーンは（生徒の達成や行いについて）「厳しい」目標を設定し達成することが

期待される。

・ゾーンが教師の全国的な賃金体系や労働条件から離脱するのは自由である。

・ゾーンはナショナル・カリキュラムから離れることができる（例えば、基本的な

スキルや就労関連の学習に集中するなど)。

・ゾーンは社会的な不利益(例えば、健康アクションゾーン(HealthActionZones）

と連携して）に対して「連帯的解決」を提供することになっている。

・ゾーンは、他のDfEEの補助金(例えば、社会資本を構築するためのファミリー・

ラーニングやその他の計画）も申請可能である。

EAZが下記の表に示すような第三の道という思考のいくつかの重要な特徴を備えてい

ることは、この簡潔な記述から明らかである。

表1:ニュー・レイバー第三の道の模範としてのEAZ政策

新自由主義的要素道徳的権威主義的／新保守主義的要素社会民主主義的

／人文主義的要素

より広範な 市 場 化 の 責 任 化 ／ 再社会化フオーラムー地元住

文脈で機能する（例ファミリー・ラーニングの強調）民を政策の開発や実

施に従事させる

差異化の強調基本的スキルの強調社会包摂／社会資本の構

(スペシャリスト。築 へのコミットメント

スクールを通じて）
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教師の国定の給料や条件から

オプトアウトしても良い

マネジャリズム（競争的入札、

業績の監督、目標設定）

民間セクターの介入

職業関連の学習の強調

EAZの事例に見る緊張関係

不利に対して

「連帯して」解決する

不利な地域への資源の再分配

明らかにＥＡＺは第三の道思考の一表明に過ぎず、したがってこの政策のみの一分析

から第三の道に関するいかなる万能の結論も引き出すことはできない。にもかかわら

ず、今日説明したい研究は、昨日筆者が簡潔に特定化した第三の道の政策混合内の緊

張のいくつかを示している。繰り返すと、それらの緊張は次のようなものである。

・ニュー・レイバーが一方で教育における私的セクターの介入を主張し、他方で、

より平等主義的な教育資源の配分、社会的包摂や人文主義的なカリキュラムへの支持

を主張すること

・ニュー・レイバーが一方で競争、市場、マネジャリズムを支持し、他方で、協力

や「連帯的」解決を支持すること

・ニュー・レイバーが一方で国民にもっと責任感を持つよう奨励し、必要とあらば

強制さえするために介入し、他方で、社会的包摂を育成すべく介入すること

調査研究

この発表の以下の説では、上にあげた緊張が実践ではどのようにあらわれたのかを

探求するために、ロンドン大学教育学大学院の同僚であるサリー・パワー、ジェフ・

ウィッティ、デヴィッド・ハルビンやマーニー・ディクソンと協力して行ったＥＡＺ

研究の一部として収集し分析したデータを用いる’。「第三の道を敷く？EAZ政策

の軌道分析（‘PavingaThirdWay?APoliCyTrajectoryAnalysisofEducationAction

Zones，）」と題する研究は、１９９９年５月から２００２年１０月にかけて英国経済社会

研究協議会(theUKEconomicandSocialResearchCouncil)から研究資金を得て行な

われた。同研究は政策の起源、機能、地域選定における影響を調査しようというもの

であり、５種類のデータを使用した。すなわち、文献データ、作業統計、郵送の質問

紙による調査、インタヴューと参与観察データである。以下、ＥＡＺ政策の文脈におい
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て上に特定して挙げた緊張がどのように表れたかを説明するためにこの大きなデータ

のセットのなかでも小さいデータを用いる。さらに特定するならば、４つのゾーンに

わたって１２校で蒐集したインタヴューと参与観察データ(Brickly,Nortown,Seaham，

Wellfbrdの仮名を使用）と、そのうち三つのゾーン(Brickly,Nortown,Wellfbrd)の

４６名の親に対するインタヴューを用いる（研究の全貌についてはPoweretal2003

参照)。

実践における第三の道の緊張２

この節を始めるにあたり、民間セクターのエネルギーを再分配、社会的包摂やカリキ

ュラムの人文主義と結び付けようとする試みから生じる緊張のいくつかを論じる。そ

れから上に挙げた他の二つの緊張一競争／マネジャリズム／市場対協力と連帯の作

業;そして包摂対責任化一の吟味に進みたい。

民間セクターの参加対再分配、社会的包摂と人文主義的カリキュラム

EAZ政策文書は、教育への私的セクターの参加の歴史における重要な発展をＥＡＺが

あらわしているという印象を与えているかもしれないが、実際にはゾーンの大半は地

方教育当局(LEA)主導で決められ、「ビジネス主導」のゾーンの数に関する政府の主

張は誇張である(NUT,2000;Hallgarten＆Watling,2000;2001)。ノード・アングリ

アNordAngliaやエディソンEdisonのような「利益追求の」教育ビジネスはゾーン

の運営に早くから関心を示し、企業がEAZのパートナーとして介入することから利

益を引き出すのを政府が欲しないことが明らかになると、この関心はたちまち消散し

た。さらに－多国籍経営コンサルタント業、スーパーマーケットやプロのフットボ

ールクラブから小さな地元のビジネスに至る－多様な民間セクターのパートナーが

EAZに引き込まれたが、第１期のゾーンを導く上でかかわった唯一の民間企業が非

営利の教育関係の会社であったことや、三つの「ビジネス主導の」第２期ゾーンの

内の二つが教育を目的とする会社によって設立されたトラストによって導かれたこと

は重要である。さらに、第１期でも第２期でも学校評議会は地元のＥＡフォーラムに

対して権限を一つも譲渡しなかったのであり、全国的に「民間セクターがEAZに寄

与した純粋に新しい金額は予想を下回った」（Hallgarten＆Watling,2000,ｐ､26)こと
は明らかである。政策開始３年後、７３ゾーン中わずか１２がかろうじて民間セクタ
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－から予想額の年２５万ポンドを確保したに過ぎず、この出資の多くは現金よりもむ

しろ「物納の」寄与であった(Mansell,2001)。

民間セクターの資金はもっとも経済的に困窮しているゾーンには好意的でないが、大

規模でスポンサーになる心構えのある地元雇用者に近い地域に位置する幸運に恵まれ

たゾーンに対しては好意的であるように思われる。しかしながら、大規模な国内ない

し多国籍のEAZ「パートナー」が存在することそれ自体が、彼らの貢献も等しく大規

模であることを保証するわけではないし、現金を手放すことに著しく消極的なものも

ある。実際、ＥＡＺに対する民間セクターの貢献の大半は物品供与であり、自らの貢献

を過大評価しているいくつかの企業の例に出会った。ある典型的な事例は、全く民間

のセクターのコンサルタント事務所で子どもの音読を聞くというビジネス・ヴオラン

ティアを教室のアシスタントの（報酬の）相場よりも評価することを含んでいた。加

えて、一つの会社による大規模で実業的なスポンサーシップは他に対する拍車となっ

ているように見える。逆に、大きな寄与の誘致に失敗することは無際限に見える。

このような地域的変数の重要な結果は、さまざまなゾーンが獲得できる民間スポンサ

ーシツプの金額間の相当な不均衡である。第１期の２５ゾーンのうち、４ゾーンがい

かなる民間セクターの寄付も登録できなかったのに対し、あるゾーンは２５万ポンド

レベルの目標のスポンサーシップをほとんど３倍にした。いくつかの事例では、ゾ

ーンへの参加から実際に寄与した以上に稼いでいた。例えば、全国教員組(NUI)が

おこなったＥＡＺの会計の分析によれば、バジルドンBasildonでは、RMMachinesは

ゾーンに対して1,000ポンド供与したが、ゾーンはＲＭに対して118‘854ポンドを

設備費として払っている(NUT2000)。

この金銭的なスポンサーシップの比較的低いレベルは－しばしば、もっとも有能か

または動機付けのあるグループの－比率の少ない学生が目標とされるような、小さ

く、調和の取れていない計画の発展を助けてきたように見える。いくつかの学校が、

ビジネスの人事や商業的に支援された教材を設定する新しいイニシアティヴに参加す

る一方で、カリキュラムに関するイニシアティヴや、会合に出席したり、学校を訪問

したり、メンタリングないし就職指導をしたりといった直接的なビジネスの参加の規

模は相対的に縮小した。以下の４つの囲みは、筆者たちが調査したＥＡＺの事例の一

つウェルフオードWellfbrdにおける、ＥＡＺ関連の学校へのビジネス参加の性質や規
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EAZ政策は、「成績の悪い学校」や「社会的排除」という二つの問題に取り組むため

にニュー・レイバーによって初年に導入された一連のイニシアテイヴの一つである。

すでに述べた通り、この政策は、旧労働党の「いきづまるような国家主義」と市場

の「無情な、全ての者に自由」との間の３本目の道とタイムズ紙教育版theTimes

EducationalSupplement(TES)が書いたように、第三の道の象徴として登場した(TES

l998)。政策に着手した当時の教育省大臣デヴイッド・ブランケットは、ＥＡＺが「教

育サーヴィスを届ける全く新しい方法」を表わしていると語っており、そのサーヴィ

スは「偏った時代遅れのドグマよりもむしろ、成功にもとづいたパートナーシップ」

である(quotedinCarvel,l998a)。政策が発表された当時の学校水準大臣スティーヴ

ン・バイヤーズは、「来世紀において未来の公的サーヴィスを供給するさきがけ」と

呼び､｢【EAZ】の目的は､政府が公的サーヴィスに第三の道があると信じることである」

と論じた(Hackettl998)。そして教育雇用に関する下院特別委員会委員長のマーガ

レット・ホッジは、TES紙上で「第三の道の発展はおそらくＥＡＺの発展にもっとも

よく見られるであろう」と論じた(Hodge,1998:１５)。とかくするうちに、ＤｆＥＥの

官僚たちは１９９８年に着手した際、「労働党を現代化するアジェンダの核心」として

このイニシアテイヴを語った(Carvel,1998)。しかしちょうど３年後EAZが政策目

的に合致する複合的な成功を達成したことを示す二つの報告書(CELSI2000,OfSted

2001)の刊行に続き、政府は、本稿で取り上げているような種類のEAZはこれ以上

導入しないと発表した。にもかかわらず、この政策に対してなされた主要な主張と、

それ以来、この政策の重要な要素がイングランドの学校システムにより広範に導入さ

れてきた事実を前提とすれば､この政策は､とくに興味深い側面を有している｡それは、

その中で－緊張が内在し－教育改革への第三の道のアプローチの実践的含意をく

具体的に〉探求することである。しかし、これらの緊張や含意を論じる前にEAZ政

策の主要な要件を簡潔に設定したい。

・最初の２５のＥＡＺは１９９８年６月に発表された；「第２期」の４８のゾーンが続

いて設定された。

・競争的な入札手続を経て区域が制定された。

・各ゾーンは、通常スペシャリスト・スクールを含む約２０校を管轄する。

・目的は、社会的経済的に不利な地域において水準を引き上げ社会的排除に取り組

むことである。
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模がどのようなものであったのかを示している。

事例ｌお手軽なリーディング・メンター(FastFoodReadingMentors，）

このイニシアテイヴは、ゾーンの学校に「お手軽なリーディング・メンター」を導入

するが、ある大きな多国籍的に運営された広範な全国的計画の一部である。このゾー

ンで訪問した三つの小学校のうち一校のみがこのイニシアティヴに参加しており、規

模は小さく、第５学年のわずか８名の生徒が参加していていた。２人のヴオランテ

イアのリーディング・メンターが週１回１時間４名の子どもたちが３０分ずつ読む

のを聴きに学校を訪ねる。この計画に参加するために、校長が「もう少し励ましてや

れば良くなりそう」と感じる「力のあるリーダーたち」を選ぶ。校長は訓練を受けて

いないヴォランティアでは「あまりできない」子どもたちと一緒に作業をするにはふ

さわしくないと確信している。このレッスンでは、この計画に参加する子どもたちが

平常のクラスから逃れ、特別な注意を払われることを喜んでいることが明らかに見て

取れた。同時にヴオランティアたちがこういう種類の仕事に適したスキルを持ってい

るかどうかを疑問に付すこともありうる。例えば、あるメンターは、ある少女の（労

働者階級の、地元の）発音を「矯正」しようとして定期的に遮っていた。「ブアでは

なくてバター・・・」というように。他のメンターは本人が余り自信がある読み手

というわけではなく、一緒に学習する子どもたちに大声で読み聞かせをしようと努力

して繰り返しつつかえていた。

事例２フットボールとリーディング

読み方とフットボールイニシアティヴ(rheReadingandFootballinitiative)は、国中

のプロ・フットボールクラブが参加するより広い全国的な計画の一部である。ウェル

フオードWellfbrdの第５学年、第６学年クラスにおける「読み方とフットボール」

の半日セッションを見学することができた。見学したセッションは、３人のフットボ

ール選手が全生徒に「フットボール面白本(FootballFunbooks)」を分け与えること

から始まった。その活動用の本は、ビスケット業者の協賛によるもので、押し付けが

ましくない、くだけた感じで、漫画が多く－スポンサーのロゴの絵が各頁に描かれ

ていた。活動には短い作文や算数の問題一例えば、「Iスポンサーのビスケットｌを

何枚使うと、底に１０枚あるピラミッドを作ることができるでしょう？」－と同じ
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ようにクロスワードやフットボールのクイズが含まれる。

子どもたちは自分の名前や近所のフットボールクラブや応援するチームを詳しく書き

こみ始めた。３人のフットボール選手たちがヴオランティアに質問のいくつかを読み

上げるよう頼み、子どもたちはその答えを同時に書き込んだ。その質問とイラストレ

ーションはどちらも恐ろしくジェンダー的であった。質問は一つを除いて、男性の選

手と男子チームに関するものであった。添えられている挿絵はさまざまに受動的なポ

ーズの少女が描かれていた。つまり、少年たちが叫びながら飛び跳ねている間ＴＶの

正面のソファに座って退屈そうに見ている。少年がボールを蹴る一方で少女が少年に

ゴールを指差している・・・。

事例３スーパーマーケットの数学めぐり

｢数学めぐり(mathstrail)」は、（全国チェーンの一部でもある）地元のスーパーマー

ケットを一日訪問するというもので、ウェルフオードWellfbrd中でおこなわれたイ

ニシアティヴであった。カイトヒルKiteHill小学校では新入生の５５％が日帰り旅行

に参加した。教師は、遠足に参加することが「ためになると思われる」「能力の高い」

(4歳の）生徒を選別したのである。引率の先生、交通費、スーパーマーケットのカフ

ェでの子どもたちのおやつ代をまかなう費用が学校に支給された。ひとたびスーパー

マーケットに着くと、子どもたちは班に別れて店内を歩き回りながら仕上げるための

分厚いワークシートを与えられた。

そのワークシートには「そのスーパーマーケット」ブランドの製品の絵が添えられて

いて、重量、数やお金に関する質問があった。最後の節では、果物、チョコレート・

バーその他の絵に値札がついており､子どもたちは足し算をするよう指示されていた。

頁の下に示された価格についての責任は否認されてはいるものの、値札は全て、ひど

く実際より低い価格となっていた。最後の質問の「正解」は、りんご２個で８ペニ

ーである。

事例４小売業体験
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これはミルバンク・コミュニティ・スクールMillbankCommunitySchoolでのＥＡＺ

関連の就労体験を配置する唯一の事例である。ウェルフォードWellfbrdのEAZに寄

与する多国籍の小売業である「ファミリー・ストア(FamilyStores)」の一部として、

地元の第１０学年の生徒６人に十日間の就業体験をさせた。この学校は､基本的には、

継続して学習する際にパートタイムの仕事を得る機会を確実にする目的で参加を希望

していた「分別があり信頼できる」２人の女子を選定した。生徒たちが「学校を代表

している」という意識は明らかに、教師たちをして不満を持っている、あるいは挑発

的な生徒たちを除外させた。

これらの事例は、筆者たちが調査したゾーンのビジネス・スポンサーたちが参加する

｢カリキュラムを豊かにする」活動のたぐいをきわめてよく示している。ここには特

筆すべき点がいくつもある。第一に、もっとも衝撃的なのは、ビジネスとのかかわり

の陳腐さである。筆者たちのＥＡＺの事例研究にかかわるビジネスは明らかに、少な

くともひとりの政府高官が彼らのためにするのだと主張した(Barber,1998,citedin

JonesandBird,2000)社会的に不利な地域における教育の供給を急進的に改革する

ためのエネルギー、創造性やノウハウを示してはいなかった。第二に、政策を批判し

た者たちが危倶した学校カリキュラムの遠大な商業化はあらわれていなかったが、明

らかに商業的スポンサーの製品を推進しようとするカリキュラム教材の個別な使用事

例をいくつか特定した。第三に、学校に追加的資源を引き寄せようとするあまり、子

どもたちがさらされることになる多種のカリキュラム教材に対する教師の統制が行き

届かなくなっている。性差別主義的な形象を用いた「フットボールと読み方」イニシ

アティヴの事例や販促の意図をもっていた「スーパーマーケット数学めぐり」の事例

のどちらもが、生徒たちによって使用される前に教師がその活動を見たわけではなか

った。そのようなイニシアティヴが、ニュー・レイバーのより人文主義的なカリキュ

ラム目的を指示しうると見ることは困難である。最後に、いずれのEAZ改革におい

ても充てられた金額が比較的小さいため、学校ベースであれゾーン全体であれ、ほと

んど全てのゾーン・イニシアティヴで何らかのかたちの目標化ないし選別がおこなわ

れていた。挙げてきた事例が示すように、イニシアティヴに直接私的セクターが参加

したところでは、成績の悪い生徒や不満のある生徒ではなく、比較的「できる｣、意

欲のある生徒を選ぶ傾向がある。これは、「成績上位者」と渡りをつけたい企業の願

いと外部のコミュニティに対してわが校をもっともよく見せたいという校長の意識の
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両方が結びついているように見えるという知見である。

競争、市場とマネジャリズム対協力と「連帯的」解決

公一私のパートナーシップと共に、ＥＡＺは新しい福祉横断的な、多元的なパートナ

ーシップを先導することも期待されていた。これは「連帯の政府」を推進しようと

するニュー・レイバーのより広い関心を反映している(CabinetOffice,1999)。あ

る意味ではこの関心は、既存の福祉供給のまとまりがなく官僚的な性質が福祉受給

者の周辺化を招いたという認識に－そして社会的排除の入り組んだ性質が個々の

事例の結果を不適切なものにしているという認識に基づいている。EAZ政策はニュ

ー・レイバーの社会的排除に取り組む連帯の政府を推進するために企図された数あ

るイニシアティヴの一つである。中央政府レベルでは、これらは社会的排除ユニッ

ト(theSocialExclusionUnit)、業績と刷新ユニット(thePerfbrmanceandlnnovation

Unit)、地域協同ユニット(theRegionalCo-ordinationUnit)、近隣再生ユニット(the

NeighbourhoodRenewalUnit)と都市政策ユニット(theUrbanPolicyUni0の設立を

含み、それら全てが、貧困と社会的不利益の複数の内部関連的原因に対する政策の対

応の組み合わせを改善するという信念を持っている。

しかしながら、ゾーンのパートナーにおこなったインタヴューでは新しい多元的なイ

ニシアティヴは、我々のフィールドワークが示唆したよりも多数で重要であることを

示しているにもかかわらず、我々が遭遇したのは、深く研究した１２校のいくつかの

孤立した規模の小さく福祉横断的なイニシアティヴにであったにすぎない。これらの

イニシアティヴの中でもっとも重要なものは、シーアムSeahamの学校での４つの

事例研究の一つにおいて、あるメンタル・ヘルス・トラストからパートタイムのカウ

ンセラーを派遣させるというイニシアティヴであった。「EAZ関連」の認証を受けて

いる他のイニシアティヴは、ウェルフオードWellfbrdでは、健康アクションゾーン

とＥＡＺの協同として朝食クラブへの出資があり、ウェルフォードWellfbrdのある学

校では、その経営とチャイルドケア・プロジェクトの供給においてある大きなヴオラ

ンティア団体を含んでいた（このプロジェクトは､ＥＡＺ資金にもとづくものではなく、

ゾーン以前からのものだ)。ブリックリーBricklyの４つの学校の事例研究では、多

元的なエージェンシーによるイニシアティヴのいかなる型にも出会わなかった。
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それでは、多元的なエージェンシー・イニシアティヴの明らかな不足はどう説明が

つくのであろうか？多くの研究者が記しているように、エージェンシー間の境界は

歴史的にきわめて活発であることを証明してきた(Glendinning,Powell,＆Rummery，

2002;Riddell＆Tett,2001;Ｗｅｂｂ＆Vulliamy,2001;Wilkinson＆Appelbee,1999)。

しかし逆説的であるが、ＥＡＺが配されたより広い政治的文脈同様、ＥＡＺ政策そのも

のの要素から、多元的エージェンシーが活動したり、学校間のパートナーシップを組

んだりすることに対する重要な障害も生じている。ここでは、ＥＡＺが困難に陥ってい

るところの競争で競り落とす文化と準市場が連帯の活動を妨げているように見えるあ

り方に焦点を当てる。

ゾーンの学校はしばしば、ＥＡＺの地位のおかげから得る資源に加えて一連の資源か

ら資金を受け取る。ＥＡＺの学校は中央政府のいくつかの教育イニシアティヴから

｢優先的に」資金を得るし、また、何校かは単独再生予算(theSingleRegeneration

Budget)、新機会資金(theNewOpportunitiesFund)、ヨーロッパ社会基金(the

EuropeanSocialFund)からも資金を受け取る。追加的資金を得るために常に競争す

ることは、ＥＡＺダイレクターや校長にとってかなりの時間を割く重荷となっている。

そしてそれはまた、ゾーン内部での資源へのアクセスにおける不平等をもたらす。な

ぜならば、学校に基礎をおく予算配分は、少なくとも部分的には、校長の専門性、時

間、提供されるプロジェクトのメニューから利用可能なゾーン資源を競争して獲得す

る意志に依拠しているからである。ウェルフオードWellfbrdのある校長は以下のよ

うに説明している。

文字通り、われわれは競り合ったものを得がちです。人によっては競り合い文化に

慣れていないから、何を競り合えばよいのかが本当にわからず、一方でわれわの

ようなものは腕の長さくらいもあるリストをもっているのですよね（笑)。つ

まり、書き直す必要もないようないくつかの競合、それらは、既に他のお金を獲

得してしまった競り合いでした・・・われわれの主な仕事は全て競争でした。

(校長,Wellfbrd）

追加的資金を得ることの重要性を認識したために、われわれの事例研究帆ortown

andBrickly)の少なくとも二つのゾーンでは、公的、任意、及び私的セクターの資源

から資金を引き寄せることを専門とする「収入を生む人」‘incomegenerator'を雇っ
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た。同様に、シーアムSeahamのある中学校では、追加的収入を生み、外部資金によ

るプロジェクトを運営するために部分的にＥＡＺの資金にもとづく副校長を任命した。

実際、われわれの初期の証拠は、実際上、ゾーンが編みこまれている競合文化は供給

の断片化を増進するかもしれないことを示唆している。なぜなら、多くの小規模で

緊密に拘束されたプロジェクトの共存は、調整が困難であり、いくつかの事例では

EAZ、ＬＥＡと学校の人事間における責任の混乱を導いた。サーヴィス提供者間の有意

義な協力を証明する例が限られているように、きわめて近似した目標を持ちながら異

なるプロジェクトで働く多くの公的、ヴォランタリ、及び民間セクターの組織が参加

することは、この状況をさらに悪化させるかもしれない。

学校間の協力とより広く「連帯で働くこと」の発展の両方を妨げそうな全国的政策ア

ジェンダ内の更なる緊張がある。クラレンスとペインター(Clarence＆Painterl998，

P､15)が論じるように、「ニュー・レイバーの協力的なディスコースに対抗して、別

の利害対立的で矛盾する中央集権的なディスコースやパフオーマンスに対する要求が

出されている｣。例えばニュー・レイバーは前の保守党政府と結びついていたマネジ

ャリスト的なテクニックのいくつかを拡張した。イングランドの学校では、子どもた

ちは７歳、１１歳、１４歳で数学、英語、理科の平準化された達成課題(Standardised

AttainmentTasks:SATも)として知られる全国試験を受けることが要求される。各段階

で子どもたちが達していることが期待される全国的な達成水準があり、ＬＥＡも個々の

学校も進歩を測定できるような目標を設定することが求められる。そのかわり、ＥＡＺ

はより説得力のある目標が強制される。

個々の学校、LEA、ＥＡＺの成功や失敗についての判断は、大部分は、伝統的な学校ベ

ースの学習目標にもとづいており、このことは、何故具体的な複数セクターのイニシ

アティヴが実際には核となるＥＡＺビジネスに対しては周辺的であるかを説明しやす

くするかもしれない。地元のパートナーシップを築くいかなる努力も時間を消費しや

すく－多くの校長が指摘するように－「実行させる圧力」が大きい一方で、ＥＡＺ

の期間は比較的短い。

実際には二つの哲学があるのではないかと思う。どういう哲学かというと－これ

は自分の学校で自分は学校のためになるものを手に入れようとしている、それから
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自分の学校のことを考えようとしている。そしてわれわれ（学校）が他の人々 と分

かちあうという哲学に同意する人々がいる。これは校長にはとても難しいのでは？

最終的にはあなたは学校に対して責任がある。道の向うの学校に対して責任がある

のではない。自分の学校に対し責任がある。だから実際、島国的な考え方から出て

外を見るようなものではないか？違いますかね。

(校長、Nortown）

自分が考えるに全ての校長は金のことになれば言うだろう－ええ、欲しいです、

わが校にとって最善のものが欲しいです・・・でもＥＡＺに関する限り、自分たち

の特定の（学校集団）から何を引き出せるかということほど、EAZ全体のためのプ

ランを議論することにあまり関心がなさそうに見える。

(校長、Nortown）

準市場の文脈では協力の恩恵は明確ではない。対照的に協力のリスクは、かなりわか

りやすい。したがって、ゾーンの多くの校長たちがEAZの中で育んだ「協力的な空

気」について積極的に語っているが、教室実践にはほとんどインパクトがないよう

である。加えて、ＥＡＺの学習支援の大多数は学校が独自の学習目標を達成するよう

能力を高めるために用いられてきた。もちろん、このために最も資源を有効に使う方

法は最も不利な生徒を対象に据えるのではなく、査定基準に達することができると考

えられた生徒たちに焦点を当てることである(Gewirtz,Ball,＆Bowe,1995;Gillbom＆

Youdel1.2000)。ウェルフオードWellfbrdでは、たとえば、われわれが調査した小学

校の一つは「合格すれすれの生徒たち」のために「招待のみ」のイースター・スク

ールを強制的な全国試験(SATS)の直前に開いた。同様にブリックリーBricklyでは、

ある小学校はレベル４のSATSの合格ライン(perfbrmancethreshold)より「ちょう

ど下」の生徒たちを面談指導に選び、一方、中学校は中等教育一般証書(theGeneral

CertificateofSecondaIyEducation:GCSE）で５つのＡ－Ｃグレードを取得する「ちょっ

と下」であった「能力はあるが成績の良くない生徒たち」を年配の教員が指導できる

よう資源を割り当てた3．査定基準に達するにはぎりぎりと判断された生徒たちを対

象にするという証拠もある(Gillbom＆Youdell,2000)。しかし、ＥＡＺ校には、最初

の３年という期間を超えても資金を確保することに熱心なため、査定の結果が学校

の定めた学習目標に到達する能力にかなり影響しそうな生徒に焦点を当てようとする

とくに強い動機がある。そのような戦略は学校が地元の生徒たちを競争で求めるため
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にＥＡＺ資源の「有効な」使い道を表わしているかもしれないが、公正への重要な関

心を高めている。

包摂対責任化

EAZ政策は、学校システムによって周辺化されてきた親たちを引き込み、彼らの社

会資本を構築することによって社会的排除と闘うべく企図された。しかしながら、例

えば親子の読み書きとか、世代間学習計画とかのように、包摂という名で開発されて

きた社会資本構築の戦略は、責任化という戦略としてもまた見ることができる(Rose

l996)。いいかえれば、親たちに自律の文化を教化することによって、親が自分の子

どもたちの教育での成功の責任をとることを奨励する戦略でもあった。そのような戦

略が包摂の概念を容易にする潜在的可能性を持つ一方で、彼らが一つの問題として構

築されつつあると国民に感じさせ、したがって自分たちが周辺であるとますます考え

させる可能性をも持っている。

研究の一部として、包摂を推進するために企図されたイニシアティヴのいくつかを観

察しながらゾーンの管理者によって社会的に排除されていると見なされているグルー

プから三つのゾーンにかけて４６人の親にインタヴューをした。調査を進めるうちに、

筆者たちは､親たちによって積極的に経験されたイニシアティヴの例に多く出会った。

この知見は、親グループやコースへの母親たちのかかわりについての研究から、この

ような活動が、たとえば自信を新たにし、活動しているという感覚を与え、スキルを

磨き、家庭のプライヴェートな領域を逃れるうってつけの機会を女性たちに与える

ことによって、かかわった一人一人には途方もなく有益でありうると結論づけたヴィ

ンセント(2000)の知見に共鳴するものである４。しかしより一般的には、親たちを

EAFか特定のイニシアティヴに対して、かなりの程度で従事させるという点について

は、筆者たちが事例研究をしたゾーンは失敗しているということをデータは示してい

る。例えば、家庭学習プログラムへの出席率は低く、参加した親たちは既に学校に参

加しているか、さらに正式な学習に参加する意欲が特にあるかのどちらかでありがち

である。このことは、社会資本を構築するイニシアティヴと、自分たちの社会資本を

構築しようと模索する親たちとの間の断絶をどう理解すればよいかという問題を提起

する。
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最も社会的に排除されているものとして定義された人々を従事させて社会資本を構築

するという我々が検討した計画の失敗に対して、我々のデータは、可能な理由を示唆

する。とくに、それらのデータは、こういった計画が助けようとしている人々の声や

展望を実際上否定してしまう傾向を示している。計画の背後にあるのは、ガマルニコ

フとグリーン(1999)が指摘するように、社会的な組織やネットワークを失い、教育

の価値を認めず、教育システムに積極的にかかわろうとしない労働者階級の家庭のモ

デルである。しかしながら、この仮定は筆者たちの研究結果に反する。続いて示そう

と思うが、とくに、親たちが教育を評価するだけではなく、自分なりの立場で教育シ

ステムに協調して従事し､そしてまたゾーンが奉仕するコミュニティの内部には強い、

以前から存在する社会的紐帯があるという証拠がデータの中にあった。

ヴインセント（1996)やクロージア(2000)が書いているように、筆者たちがインタ

ヴューした親たちはみな教育を評価していた。たとえばエルスワーシー夫人の気持ち

は、筆者たちがインタヴューした労働者階級の親たちが吐露したうちでも典型的なも

のであった。

ことが教育になるとね､前向きになることを嫌がっているわけじゃないんですよね、

だって、私には教育がないから娘にはどうしても教育を受けさせたいのよ◎そうす

れば、社会に出たときにあの子だって最高のチャンスをつかめるでしよ。

(エルスワーシー夫人、Wellfbrd）

もしできるとしたら、学校のどういうところを変えたいかと質問されて、エルスワー

シー夫人が答えるには、

もっと本があればいいと思うわ、だって娘はかなりよく読めるし、あの子が今年

借りた本の何冊かはとにかく去年読んだわ、それにはうんざりしたのよ、でもこの

学校にはたくさん本がないんですもの。去年は１冊も本無しで数週間過ごしたこ

ともあったわ、だってあの子がまだ読んでいない本はもうなかったんだもの。

この抜書きにおいてエルスワーシー夫人は、労働者階級の家庭には本がないのではな

く学校に本がないことを問題とすることによって、ＥＡＺ政策や多くの社会資本理論に

潜在的に欠けているディスコースを覆している。エルスワーシー夫人は、娘が学校を
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卒業したら是非カレッジに行かせたいとも語っている。

あの子が何とかできるなら私だって大学までやれるような資金繰りを見つけるわ。

いまどきの求人マーケットときたら、高いところを狙わなくちゃ、そうでしよ？初

めから高いとこを狙わなければ、そんなことしなくてもいいけどね。

エルスワーシー夫人自身は学校を卒業する際に何の資格も取得しておらず、アルコー

ル中毒から立ち直ろうとしているところで、家庭内暴力の経験を思い出すと診になる

ため職につくことができずにいる。困難な人生経験を持つ多くの親たちのように、彼

女は自分の子どもたちにはより良い人生を望んでいる。

我々は、多くの親たちの側に、とくに母親たちに、自分の子どもには「まともな」教

育を受ける権利があると主張する相当強い決意をも見た。たとえば、退学にされた子

どもたち、ないし苛めの被害にあった子どもたち、あるいは他の理由によって教師と

やり合って不幸な子供たちの親たちの例に数多く出会った。そのうちのいくつかの例

では、次の例のように、これらの問題が全く簡単に解決された。

去年・・・受け入れクラスのときにはあの子は大丈夫でした。学校が好きで朝起き

て学校に行きたがりました。去年１年生になると私たちは心配になりました。だ

って、初日に行って、きっと学校で何かコミュニケーションが上手くいかないこと

があったんですわ。それであの子は、殻に閉じこもってしまって、毎朝学校には行

きたくないと言い出したんです・・・それで私は心配になって、あの子がいじめら

れたか、クラス全体のことで何か楽しくないことがあるのか、それともあの子がお

友達や先生とコミュニケーションが上手くいかないのか、と考えました。それで私

たちは校長先生に話しに行って、これは問題だと言ったんです。先生方はあの子に

注意して見て下さって、それであの子はよくなって、問題はすっかり落ち着いたわ。

結局１学期が終わる頃には大丈夫だったわ。

(マリク夫人、Brickly）

しかし他の場合、親たちは、自分の子供たちのニーズだと信じることが適切に満たさ

れることを確実にするために、学校や、時にはより広い学校システムと長引く消耗戦

をしており、それは以下の例のようである。
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学校はマーテインのお行儀が悪いことに焦点を当てすぎていたと思うわ。手加減し

てくれなかったと思います。だってマーティンが扱いにくい子だったことがわか

った以上は－あの子がそうじゃないとは私も言わないわ－彼らは前の学校から

もう（聞いて）知っていたけど、前の学校では去年辺りから始まっていたから、私

たちは児童心理学者のところにも行ったわ、私は何かおかしいと思って直ぐ対処し

たから、私は助けを求めに行ったの、何が起こりつつあるのかがわかって、とても

はっきりわかっていたのよ。それでConwayの１年のときは別の心理学者のとこ

ろへ行って、その人はマーテインには情緒的な問題はないって言ったけど私には納

得できなかったから、それでその件は基本的に終わって、続いてしまったの。・・・

あの子は５ケ所も回って、５回退学させられて、とうとう行く学校がなくなってし

まったわ。私は児童心理学者をここにつれてこようといったの。ここで何が起こっ

ているのか見てみようと言ったのよ・学校は別の児童心理学者を連れてきたわ。私

たちはその心理学者に週１回のペースで面接することになっていたけれど、ほん

の１，２回だったみたいね。私は（これまでにあった）どの児童心理学者よりもよ

っぽどわかるみたい。あの子は結局学校の中にある､あるシステムに送られたわ…

学習困難センターと思うけど、学校とはちょっと別になっていてコンピューターが

たくさんあって、それでもしマーティンがクラスにいるのが難しい時はその部屋に

送られて、それでめでたし、まあまあってとこ･それからあの子は結局クラスにい

るよりもそこにいるようになって、連れて行かれて、そこに入れられるのね。それ

でとうとう、クラスよりもそこにいる時間の方が長いということ、でも同時にその

部屋にいるあいだは教育を受けることができない、なぜなら必要とするものがそこ

では得られないから、私たちは中断したんです。それは、彼の教育というよりも振

る舞いに関してでした、なぜなら彼の振る舞いは明らかに難しかったから。結局、

完全に排除されてしまって、学校へは行かなくなりました・・・学校側は１日1

時間あの子を指導しようとしたがったのですが、私は断りました、私はもっと考え

てみたかったんです、何故あの子はあんな振る舞いをしたのかを知りたかったし、

もっと多くの人を（解決のために）巻き込みたかったし、ここで何らかの助けが欲

しいんです・・・地元の議員にも会いに行きました、２回行って問題は彼の頭を素

通りしてしまったわ・・・まだまだ十分ではなかったから、屈したくはなかった・・・

あらゆるミーティングに行ったわ。ある点は聴いてもらえていると思うんだけど、

また離れていると感じるのよ・・・。
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(マイルズ夫人、Wellfbrd）

これは、大概は応答してくれないシステムだと彼らが感じるところの相手に聴いても

らおうと苦闘している、反抗的なふるまいをする子どもを持つ母親たちから聞かされ

た数多い憂鯵な話の一例に過ぎない5．マイルズ夫人によれば他者との関係の結び方

について教育を受ける必要があるのは（親たちではなくてむしろ）教師たちである。

先生たちは他の親たちともどう付き合っていくかをもうちょっと意識してやってい

ってもいいんじゃないかしらね。あの人たちは自分の人生だけ生きていて、自分の

知っていることしか知らなくて、育てられたように育っていて。だから、あの人た

ちにとって意味のあることだけが、扱うべき問題なのかも。よくわからないけど。

同じような感情がブリックリーBricklyに住むムスリムの親からも表現され、そのう

ちの何人かは、子どもたちの通っている学校の無責任さ一この場合は文化アイデン

ティティに対して－を心配していた。

私はこの国で生まれて、ここの学校に通って、卒業してから３０年も経ちますが、

私が学校にいた時と娘たちが今いるのとまったく何の変化もありません・・・私が

いた頃は、私たちは学校でも幼稚園でも、小学校でも幼児でも全てマイノリティで

でしたし、当時は１５から２０人ぐらいムスリムの子どもがいました。３０年前のこ

とです。今は全く逆効果です。マジョリティに合わせていかなければならないから

といって私たちは彼らの言うことに従うよう言われましたが、それで今は何が支配

していますか？逆なんです。ここではまだキリスト教を説教していて娘たちは私と

同じぐらいキリスト教についてよく知っていますが、それはおかしいです、なぜな

らマジョリティというのは、私が思うに、その９８％はムスリムの子どもたちなの

ですよ。

(ムハマド氏、Brickly）

彼らはエスニック・マイノリティの気持ちなんて本当はわかっていないね。ほら、

断食月の問題さ・・・断食したい子どもや、たとえば、毎年メッカに巡礼に行き

たい子どもたちのニーズが何であるかなんていうことには全く思いやりがないの

さ、そんなところへ生きたい人間の気持ちなんてわからないのさ・・・本当に全く
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耳も貸さないね。例えば、ラマダンの間中断食した子（を私は知っているんだ）

が、その子はこう言われたよ、いいかい、もし断食をするなら給食の間学校に君の

席はないぞってね。その子は家に帰るだろう？子どもたちは９８％がエスニック・

マイノリティなんだから、学校ももうちょっと友好的でもいいんじゃないかね

(カーン氏、Brickly)。

ブリックリーBricklyで筆者たちがインタビューしたムスリムの親たちは、子どもを

毎日、正規の学校から帰ると平日の４時半から７時半まで、イスラム教の信仰やア

ラビア語やウルドゥー語を習いにモスクの学校へ通わせている。それでも、ある親が

語るところでは、子どもたちの学校の先生は誰一人として、子どもたちがモスクの学

校で何を習っているのかを訊きもしないとのことである。

学校は必ずしも親たちの生活環境に対して十分に応答しているわけではないという感

情は、ノータウンNortownにあるソマリア難民の６人の親たちへの、もっと親たち

がかかわることができるようにするためには学校に関して何を変えたいかというグル

ープ・インタヴューにおいて出てきた以下のコメントにも明らかである。

ソマリア人の教師をスタッフに加える

家庭向けの（学校の）通信をソマリア語にする

学校における人種差別を廃止すべきである

子どもたちに礼拝の時間と礼拝の部屋を与える。

これらの親たちが筆者たちに示した関心は、ヴィンセントとウォレン(1998)の、難

民の親たちと子どもたちの学校との関係についての研究で報告されているものに類似

している。

筆者たちの知見はまた、不利な地域に住む人々のある者は社会的に孤独であると感じ

ているものの（チャールズワース(2000)のロザラムRotherham研究に活き活きと描

かれている現象である)、他の者は一連の社会的な紐帯やネットワークやさまざまな

かたちの教育や活発なシティズンシップに包み込まれているということを示唆してい

る。たとえば、先に引用したマイルズ夫人は家庭内暴力と虐待の組織や、薬物常習問
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題を抱える人々のためのセンターでヴォランティアをしていた。筆者たちがインタヴ

ューした親たちの多くは社会性のある生活様式を語り、とくに母親たち、また父親た

ちも何人かは友人たちのネットワーク、家族そして／或いはチャイルドケアに関して

互いに信頼できる隣人たちについて語ってくれた。たとえば、コミュニティのメンバ

ーや親類たちがどんな風に互いの子どもたちの面倒を見、社会的情緒的な支援をいろ

いろな形でしてくれるかを親たちが活き活きとした言葉で語ってくれたのは共通であ

った｡筆者達のデータによって示された家族や友人の濃密なネットワークは､他の人々

(e,9.Jordanetall991,Horvatetal2003）も記してきたが、労働者階級のコミュニ

ティにおいて、とくに母親達の間で広く見られる社会資本の典型である。

筆者たちが研究した社会資本構築計画は、誰にたいしても強制されるという意味での

権威主義的ではないし、また、多くの場合比較的進歩主義的な用語によって枠づけら

れるのだが、にもかかわらずこの計画は、それらが目標とする聴衆における不足を償

うだろうという推定一その不足が社会的な孤立であれ、我が子の教育を支援する能

力に欠けることであれ－によって支持される傾向にある。この点では、主として、

計画が助けるように企図するところの親たち「と、共になされた」というよりはむし

ろ「に対してなされた」のである。こういった欠損の推定には､これらの計画が「｢積

み上げてい」こうとしている社会資本のような価値や、それに伴う文化的な価値を

認めそこなうことがついて回る。この立場は、「プロジェクトのデザインや実施に対

する参加型アプローチをとりつつ、伝統的な欠損モデルを採用するというよりはむし

ろコミュニティのネットワークをなしている資源の査定(Kilpatricketal2003:419)」

から出発することの重要性を強調するコミュニティ開発研究において提唱された社会

資本構築のアプローチと、鮮やかな対象をなしている。

結論

結論として、昨日お話したような抽象的な理論化だけでは説明できない第三の道内部

の諸矛盾のいくつかを、実証的な分析がいかに露にすることを助けるかということを

明示する絵図を、ここで報告してきた事例が提供しているということを論じたいと思

う。特に、ビジネスの参加が資源の再分配、社会的包摂や人文主義的カリキュラムと

いった政策目標の妨げとなりうる具体的なやり方を示している。そのうちのいくつか

は、市場やマネジャリズムが協力や連帯の仕事に割り込む方法であったり、親たちに
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もっと責任感を持たせるよう企図された政策が排除感をも強める効果もまた持つもの

でもあったりした。この意味では、実証的な分析は第三の道の新自由主義、新保守主

義、そして社会民主主義的なアジェンダ間の不親和性を具体的に表明していることを

際立たせているように思われる。

しかしながらこの不親和性にもかかわらず、ニュー・レイバーは今月発表された教育

のための新五カ年計画においてこれらのアジェンダ全てに固執しているように思われ

る。とくに、政府は次のように提唱している。まず親に、より選択をあたえ、学校に

より独立性を持たせることで市場形態を強化すること。学校の経営に私的セクターを

より一層参加させること。例えば、全ての学校で制服着用やパブリック・スクール式

のハウスシステムを持たせるという案に反映されているように教育に対してより伝統

的なアプローチをすること。児童期の肥満の問題に取り組むように政策に責任を持た

せること。音楽教育、１４歳以後のより幅の広いカリキュラムや個人化した学習の促

進を含めて人文主義的なカリキュラムによるアプローチ。そして、より貧しい生徒が

義務教育の期間を超えても学校で勉強する(=進学する）ことを奨励するような奨学

金の導入によって典型的に示されているような再分配アジェンダなどである。

それゆえ、本論文で私が明らかにした緊張は、予測可能な将来にかけて続く可能性が

あり、依然として見るべきもの全ては、ニュー・レイバーの時代の幕引き－それは

避けられないことであろう１－－が近づくに連れて全国と地方の教育の政治や実践に

浸透するであろう大きなアジェンダである。

註ｌここで使っているデータの収集と以下の分析について、サリー、ジェフ、デヴ

ィッド、マーニーに対して、お礼を申し上げる。

註２この部分については、Dicksonetal2003;Gewirtzetal2003参照

註３TheGeneralCertificateofSecondaIyEducation(GCSE)はイングランドで義務

教育の終わりに生徒の達成を図る主要な方法である。

註４しかしヴィンセントはそのような活動の限界についてもきわめてよく理解して

いる、というのは個々人には積極的な効果を与えながらも、体系的に変えることはで

きず、したがって地元の教育システムや制度、手続きや教育機関と親たちとの関係に

埋め込まれた構造的な不正義の改善に寄与することができない(Vincent2000:133)。

註５これらの親たちとのインタヴューでは話の一面しかわからず、この件にかかわ
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った教師やプロフェッショナルが同じ出来事について異なる或いは対立的な見解を示

しうることは、筆者たちも気づいている。しかしながら、だからといって、このよう

な親たちが、自分たちの声が相手の専門職たちになかなか聴き入れられないもどかし

さを認めているということを筆者たちがここで問題にしている意味がなくなるわけで

はない。
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