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１．Introduction

Fortyyearsago,therewasawidespreadexpectationthat,longbefbre2008，

historianswouldhavebornewitnesstothedeathofselectivesecondaryschools，

ratherthanconsidering,ａｓｗｅｎｏｗａｒｅ,thedisappearanceofthecomprehensive・In

hisspeechtothe2002LabourPartyconfbrenCe,fbrmerPrimeMinisterTonyBlair

suggestedthatthecomprehensive，sdayswereover.‘Ｗｅｎｅｅｄｔｏｍｏｖｅｔｏｔｈｅｐｏｓｔ‐

comprehensiveera',hedeclared,‘whereschoolskeepthecomprehensiveprincipleof

equalityofopportuｎｉｔｙｂｕｔｗｈｅｒｅｗｅｏｐｅｎｕｐｔｈｅｓｙｓｔｅｍｔonewanddiHbrentways

ofeducation,builtroundtheneedsoftheindividualchild'（魁eZXmes;２０ctober

2002,ｐ・１０)．

Intheremainderofthislecture,IchartthehistoryofEnglishcomprehensive

schoolingandconsiderwhytheelasticityoftheterm‘comprehensiveschool'，once

thoughttobeanadvantage,ultimatelyprovedharmfUl､Ishallthenconsidersomeof

thesuccessesandfailuresofEnglishcomprehensiveschooling，aheadofsome

conclusions．

２．Englishcomprehen8ive8chooling,1925-2008

Ｔｈｅcomprehensive（ormultilateraDschoolmovementinＥｎｇｌａｎｄｍａｙｂｅ

ｔｒａｃｅｄｂａｃｋｔｏａｌ９２５ｆblct･fndmgtourofnon-selectivehighschoolsintheUnited

StatesandCanadabyayoungBoardofEducationcivilservant，GrahamSavage・

SavagewastobecomeEducationO鐘cerfbrLondoninl940，wheredemands化r

universalandheesecondaryschoolingbecameconnateｄｗｉｔｈｃａｌｌｓ世omsome

Socialistsfbracommonschool・Buttheclimatefbrradicalismprovedbleak，

particularlywhen，despiteEndingthemultilateralan‘interestingandattractive，

idea,thel938SpensReportendorsedasystemofsegregatedgrammar,modernand

technicalsecondaryschools,undeIpinnedby‘eleven-plus'psychometrictests．
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WhenClementAttlee'sLabourPartywonalandslidevictoryinthel945
generalelection，sUpportersofthecommonschoolwerehopefUlthatcentral

governmentwouldencouragelocalinterestinnon･selectiveschooling・Ｉｎｆａｃｔ，the
oppositewasso・Attlee，sMinisterofEducation,‘Red，EnenWilkinson,embracedthe

eleven･ｐｌｕｓｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｗｏｒｋｉｎｇ･classopportunityandconspicuouslyfailedto
endorsethecomprehensiveschool(KerckhoEfetal,1996,ｐｐ､18.19)．

Thepost-WaryearssawseverallargeLabour･contronedcities,mostnotably
London,unveilradicalblueprintsfbrcomprehensiveschooling､TheWestRidingof
YOrkshire，underConservativeleadership，alsopressedfbrmultilateralschoolsat

thispoint，buttheambitionsofsuchlocalitieｓｗｅｒｅstuntedbyobstructionbFom

withintheMinistryofEducationandlnspectorate・Instead,iudiciouse即eriments，

ｗｉｔｈnon･selectiononlyweresanctioned,withtheWelshislandofAngleseyleadmg
theway・ＩｔｗａｓｈｅｒａｎｏｔｉｎＬｏｎｄｏｎ,Manchesteroranyotherlargecity,thatthe

frst‘true'comprehensiveschoolwasfbrmedinl949,byunitingthegrammarand
secondarymodernschoolsonoppositesidesofaroad．

Onlyslowly,duringtheirlongyearsofpoliticalopposition,betweenl951and

l964,didtheLabourPartywarmtocomprehensiveschools・ManyleadingSocialist
Eguresonthenationalandlocalstageshad,likeWilkinson,beenbeneEciariesofthe

eleven-plusandtheirinstinctsweretoprotｅｃｔｔｈｅ‘scholarshipladder，andlocal

grammarschools・Atthispoint，dissatisfactionwiththeeleven･plusexceeded
enthusiasmfbranationalsystemofcomprehensiveschools・Evidence住omacademic

studieshadquestionedtherationalefbr,andmethodsof;psychometrictesting・Too
manychildrenwithlatentabilities，itwassuggested，werebeingmisanocatedto

secondarymodernschools，whileadisproportionatenumberofthosewinning
grammar･schoolplaceshappenedalsotobe‘middleclass,wealthyorculturallywen・
endowed'(Benn,1992,ｐ､145)．

Simultaneously,ｗｈａｔｔｈｅｌａｔｅＢｒｉａｎＳｉｍｏｎｔｅｒｍｅｄａｎＬＥＡ･led‘breakoutin

secondaryeducation，wasoccurring,‘reflectingincreasedaspirationsandmounting
hmstrationonthepartofparents．．、andthelocalpoliticiansrepresentingthem’
(Simon,1991,ｐ､271).ItwasthissigniEcantandrapidgrass-rootsshiftthatplaced
comprehensiveschoolingfrmlyonthenationalpoliticalagendabythetimeHarold

Wilson，sLabourPartyfbrmedanewgovernment,withamajorityofjustfbur
Parliamentaryseats，inOctoberl964・TheSecretaryofStatefbrEducatioｎａｎｄ

Ｓcience，MichaelStewart,reportedthat68LEAswereimplementｉｎｇｐｌａｎｓｏｒｈａｄ
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developedconcretereorganisationpmposals・AfUrther21authoritiesweresaidtobe

contemplatinggomgcomprehensive,leavingonly59thatwerenot(Hansard,House

ofCommons,Ｖｏｌ、７０２，ＣＯ１．１７８４，２７Novemberl964)．Atthebeginningofthe

fbllowingyearStewartannouncedthatLEAswouldshortlybeaskedtosubmitplans

fbrthereorganizationoftheirsecondaryschoolsoncomprehensivelines．

ItfentoTonyCrosland，Stewart'ssuccessor，ｔｏｉｓｓｕｅｔｈｅｌｏｎｇ･anticipEited

CircularlO/６５(DepartmentofEducationandScience，1965)ｏｎｌ４Ｊｕｌｙｌ９６５・Six

alternativemethodsof‘goingcomprehensive'wereidentifiedinthisnon･statutory

document,ｗｉｔｈｔｈｅｌ１．１８‘aⅡ･through'solution,Croslan.'sownprefbrence,heading

thelistofreorganizationmodels・Threealternativetwo･tierschemeswereidentihed，

eachcontemplatingsecondaryeducationbeginningatelevenbutwithtransferto

anotherschool(orsixth･fbrmcollege）ａｔａｇｅｓｌ３，１４ｏｒ１６.Authoritieswerealso

encouragedtoconsiderwhetherthree･tierschemes，involving8･１２or9-13middle

schools,ｗｏｕｌｄｈｅｌｐｔｏｅ錠ctreorganization・Itwasanextensivemenu,designedto

temptthoseLEAsthathadnotalreadyembarkeduponrefbrm，ｂｕｔｏｎｅｔｈａｔ，in

retrospect,addedtotheidentitycrisisofthecomprehensiveschool．

ThecontroversycausedbytheCircularmanifbsteditselfinheatedlocaland

nationaldebatesandindivisionsbetweenminigtersandcivilservantsatthe

DepartmentofEducationandScience・Ｌａｔｅｏｎｅｎｉｇｈｔｉｎｌ９６５，accordingtohis

widow，Susan,ＴｏｎｙＣｒｏｓｌａｎｄｃａｍｅｈｏｍｅｈＰｏｍｔｈｅＨｏｕsｅｏｆＣｏｍｍｏｎｓｉｎａｈｌthy

moodafteradaybattlingwithhiso伍cialstodeclare‘Ifit'ｓｔｈｅｌａｓｔｔｈｉｎｇｌｄｏ,Iam

gongtodestroyevery＊***inggrammarschoolinEngland・AndWales・AndNorthern

lreland'(Crosland,1982,ｐ､148).Itisimpossibletoestimatetheextenttowhichthis

story,whichisfrequently(mis)representedasevidenceoftheLabourParty'sdisdain

fbrgrammarschools,diddamagetothecomprehensivemovement､Certainly,ithas

harmedthepoliticalmemoryofCrosland,whodiedsuddenlyinl977,Ｆａｒｈｆｏｍｂｅｉng

hostiletoexcellenceineducation,ｈｅｗａｓａｎｉｎｔｅⅡectual,anxioustowinthehearts

andmindsofparentsandteachersduringthel966generalelectioncampaign，

duringwhichhedescribedtheeleven-plusas‘anabsolutecursetochildreninthis

country',‘achancybusiness'ａｎｄ‘unjust'(Marchl96６electionbroadcastfbotage,Z6e

SbhoQZsLo雄奴ProgrammeOne,ＢＢＣＴＷｏ,２７March2006)．

Withanewmajorityof97,HaroldWilson'spositionseemedmuchstronger

afterhissecondgeneralelectionvictCry，buthisParty'spolicytowards

comprehensivesrestedupontheco･operationofLEAs・Somewerealreadyengagedin

comprehensiveplanning，ａｎｄｍａｎｙｏｔｈｅｒｓｍｏｖｅｄａｔｔｈｉｓｐｏｉｎｔｔｏｓｅｔｕｐｗｏrking
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partiesandconsultationmeetings・Ｆｏｒｓｏｍｅ，though，theinadequaciesofexisting

buildingstockandEnancesstymiedeffbrtstointroducechange,whileafbwdeclared

themselvessatishedwithexistingselectivearrangements・Ｕｐｔｏｔｈｉｓｐｏｉｎｔ，

comprehensiveschoolinghadnotbeenthepartypoliticalissuethatitmighthave

been,butthebeliefofCroslandandhissuccessors,PatrickGordonWalkerandTed

Short,thattoomanyConservative･contronedLEAswereignoringtheCircular,was

gwensubstancebythewithdrawalofseveralpreviously･submittedreorganization

plansinｔｈｅｗａｋｅｏｆｓｗｅｅpingConservativelocalelectionvictoriesinl967

(KerckhoBfetal,1996,ｐｐ､32.34).Theperceivedresistanceofaround20,outofl46，

ＬＥＡｓｐｒｏｍｐｔｅｄＳｈｏｒｔｔｏｄｒａｗｕｐａＰａｒｌiamentaryBillinl969・Althoughthis

becameacasualtyofHaroldWilson'sdecisiontocallthegeneralelectionthatsaw

EdwardHeath，sConservativePartyretumtopower,itsignanedthebeginningsofa

neweraofcentralizationineducation(Crook,2002,ｐｐ､252.53)．

Encouragedbythepublicationofthefrsttwoanti-progressive‘BlackPapers，

(CoxandDyson，1969a；CoxandDyson，1969b)，MargaretThatcher，thenew

SecretaryofState，immediatelypublishedareplacementcircular，CircularlO/70,

statingthat‘Authoritieswillnowbe住eertodeterminetheshapeofsecondary

provisionintheirareas'(DepartmentofEducationandScience,1970).Anumberof

localcouncilswithdrewtheirplansmordertoreconsider，thoughmostdecided

subsequentlytoproceed・Ｔｈｕｓｉｔｗａｓｔｈａｔ，inherfbur-yeartenureasEducation

Secretary，althoughThatchermtervenedto‘save，some94grammarschools

identifedfbrclosureorre-designation,shefbunditimpossibletohaltwhatshelater

caneｄｔｈｅ‘universalcomprehensivething，ａｎｄａ‘greatrollercoasterofanidea，

(quotedinChitty,1989,ｐｐ､54.55).Tothechagrinofherfbllowers,shepresidedover

thecreationofmorecomprehensivesthananyprevlousorsubsequentEducation

Secretary．

BythetimeLabour'sHaroldWilsonbecamePrimeMinisteragain,attheend

ofFebruaryl974，ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｍｏｒｅｔｈａｎ２,000comprehensiveschoolsinEngland

andWales,attendedbyaround60percentofsecondary･agechildren・Manylackeda

balancedintakeofpupils，however・Asmannumberhadbeencolonizedbythe

middleclasses,butmanymorecomprehensivesweresecondarymodernsindisguise・

Anewcircular,Circular４/7４（DepartmentofEducationandScience，1974),was

issued,withthepromiseoflegislationtofbnowifthereluctantauthoritiesdidnot

nowdrawupcomprehensiveschoolplans､ButwithaParliamentarymajorityofjust

fburseats,risingtotenafterafUrthergeneralelectionintheautumn,Labourwas

unabletosuccessfUllyadvanceeducationalreforms・Ｔｈｅ‘rollercoster,ｒｉｄｅｈａｄｅｎｄｅｄ
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andtheinstanation，inFebruaryl975，ofMargaretThatcherasleaderofthe

Conservativeoppositionprompteｄａｐａｍｐｈｌｅｔ(StJohnStevasandBrittan，1975）

thatactivelyencouraged‘recalcitrant，authoritiestodefynationalpolicyand

preservetheirgrammarschoo1s．

Legislationdulyfbnowed,butthel976EducationActbecamelawonemonth

afterPrimeMinisterCanaghanhadcastdoubtonthecontentandqualityofBritish

education,and,implicitly,ofcomprehensives,inaspeechatRuskinConege,Oxfbrd・

Talkamongcomprehensiveschoolenthusiastsof‘oｎｅｌａｓｔｐush'couldnotdisguise

thefblctthattheprOjectwasnowincrisis:arecentCourtofAppealrulingagainst

EducationSecretaryFredMuneyhadpermittedConservative-controuedTameside

LEAtowithdrawpreviously･submittedreorganizationproposalsandthenew

SecretaryofState，ShirleyWilliaｍｓ,wasinvitingapluralityofunderstandingsof

comprehensiveeducatioｎｔｏｂｅｈａｍｅｄａｔａｔｗｏ･dayconfbrence・Theconfbrencewas

toconhrmLabour，sunwillingness，orinability，todiHbrentiatebetweengenuinely

comprehensiveandquasi-comprehensivesolutionsadoptedbyLEAs.‘Whateverthe

geographicalareaofthepatternoforganisation，anhavetheirmerits'wrotethe

Under-SecretaryofStateinalameconclusion(Jackson,1978,ｐｐ、13.14;Kerckhoff

etal,1996,ｐｐ､40.41)．

Theexhaustionthatresulted丘omEghtingfbr,orresisting,comprehensive

schoolingduringthel960sandearlyl970sdeterminedthatneithertheelection

campaignpreceding，ｎortheyearsimmediatelyfbnowing，MargaretThatcher，s

generalelectionvictoryofMayl979,weredominatedbycanstobringbackgrammar

schools・Ｂａｃｋｉｎｌ９７８，fbnowinginterviewswithConservativeShadowEducation

ministersRhodesBoysonandNormanStJohn-Stevas，theright-leaning7Imes

columnist,RonaldButt，anticipatedanewkindofsecondaryeducationlandscape，

ｗｉｔｈnowholesalereturntotheeleven･plus，butsmanercomprehensivesanda

mixedeconomyofsecondaryschools，includingoneshavingcurricularspecialisms

(Butt,1978a;Butt,1978b).Ittooksometimetohappen,butthiswastobeavery
accuratepredictionofdevelopmentsfbnowingtheopeningoftheErstcitytechnology
collegeinl987．

Ｔｈｅｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｔｏｒｅｓｔｏｒｅ‘ａｇｒａｍｍａｒｓｃｈｏｏｌｉｎｅｖｅｒｙｔｏｗｎ，，madeby

ConservativePrimeMinisterJohnMajorinl996，provedlessattractivetothe

electoratethantonewspapercolumnists・Underthebannersof‘choice,ａｎｄ‘diversity，，

ConservativeandLabourgovernmentsofthel990sandearlytwenty･Erstcentury

havefbcusedontheevolutionofsecondaryschools，ratherthanpursuinganother
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bloodyrevolution・Ｉｎｌ９９５，DavidBlunkett，ｔｈｅｎLabour，seducationspokesman，

promised‘ｎｏselection，eitherbyexaminationormterview，underaLabour

government'（ＧＵａｍ蛇、,５０ctoberl995,ｐ､8),butitemergedsubsequentlythathe

ｈａｄｍｅａｎｔｔｏｓａｙ‘ｎｏｆｎ麺ｅｒｓelection，.Upongainingo缶Ce，Labour，sl998School

StandardsandFrameworkActmadeprovisionfbrlocalpareｎｔｓｔｏｄｅｃｉｄｅｔｈｅｆＵｔｕｒｅ

ｏｆｔｈｅｒｅｍａｍmggrammarschools,butthehighnumberofsignaturesrequiredto

triggeraballothasmeantｔｈatonlyone-demonstratingsupportfbrthe

continuationofselectioｎｉｎＲｉｐｏｎ－ｈａｓｔａｋｅｎｐｌａｃｅ・Ofthenewtypesofstate

secondaryschooltoemergeinrecentyears，grant･maintainedschools，ｔｈｅｎ

fbundationschoolsandacademies,werepermittedtooperateoutsideLEAcontrol，

whilesoon-to-be･introducedtrustschoolswillresidewithinLEAfimdingstructures

butmayberunbysuchbodiesascharities,universitiesorcommunitygroups､The

mostspectaculardevelopmentofrecentyears,however,hasbeentheprolifbrationof

specialistsecondaryschoolsthatwereonce，genuinelyorbyaspiration，

comprehensives・Ｂｙｔｈｅｅｎｄｏｆ２００６，ｓｏｍｅ2,602Englishsecondaryschools，more

than80percentofthetotal,hadaspecialistdesignation・Thenewtitlesfbrthese

schools（orconeges,asmanyhavestyledthemselves）ｏ此rastrongerandmore

popularmarketbrandthanthatachievedbythe‘bog･standard'comprehensive，to

usetheineleganttermcoinedbyTonyBlair'sfbrmerspokesman（ｍｅ恋mes13

February2001,ｐ､１).Butthediscoursesofchoiceanddiversity,incombinationwith

newcontextsofschoolaccountabilityandperfbrmativity，havecreatedan

increasinglycomplexsecondaryschooltransfbrsysteminwhichparentalprefbrences

arehpequentlynotmet､Consumeristlanguageaboutparentschoosingschoolsmasks

therealitythatover･subscribedstatesecondaryschoolsinEnglandselectsomeoran

oftheirintake，whetheronthegroundsofpupilresidencyinacatchmentarea,of

siblingsalreadyattendingtheschool,ofreligiousconviction,ofpupilability（fbr

entrytosurvlvmggrammarschoo１s)orofaptitude(inthecaseofschoolshavinga

designatedspecialisminlanguages，theperfbrmingarts，thevisualarts，sport，

designandtechnologyandinfbrmationtechnology)．

Intheiranxietytoavoidunderperfｂｒｍｉｎｇｏｒ‘企iling，schools，ｄｅｍａｎｄfbr

placesinpopularstateschools赴equentlyexceedssupplybyamultipｌｅｏｆｔｅｎ・

Parents‘ｉｎｔｈｅｋｎｏｗ'employprivatetutorstopreparetheirchildrenfbrentrance

tests,propertiesarepurchasedorrentedｏｎｔｈｅ‘right'sideofcatchmentboundaries

andsomebecomereligiouslydevoutuntilatestimonialissecuredbPomthelocal

priest,WhenapplicationsandappealsareunsuccessfUl,tearsareshed,justasthey

wereshedoverletterscommunicatingeleven･plusresults・Today'spostcodelottery，

whereparentsandchildreｎｅｍｅｒｇｅａｓｗｉｎｎｅｒｓａｎｄｌｏｓｅｒｓｉｎｔｈｅｑｕｅｓｔｆｂｒａ‘good’
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statesecondaryschool,maybarelyberegardedasanadvanceonthefbrmersystem

ofselectionbyeleven･plus．

３.Themultiplemeaning8oftheEn副iBhcomprehenBive8chool

Fromitsbeginnings，ｉｎｔｈｅｌ９２０ｓ，ｔｈｅｔｅｒｍ‘comprehensive，hasbeen

stretchedinallmannerofdirections､Earlyunderstandingsemphasisedsocialand

politicalaimsdirectedtowardscreatingamoreegalitariansociety,amorecohesive

neighbourhoodandacommonculture・Writinginl958,TrevorLovett,headteacher

ofthefrstgenuineBritishcomprehensive，inAnglesey，Wales，consideredthata

trueexample‘shouldbetheonlyschoolwhereeducationusuanyassociatedwiththe

secondaryphaseisprovided'，withpupilscomprising‘afairrepresentationofthe

normalsocietyinwhichtheymustonedayplaytheirpart，(Lovett,1958,ｐ,４８)．

Yetthelocalvariablesofurbaneducation，includingproximitytoselective

independentschoolsand，untilthemid-1970s，direct-grantgrammarschools，

compromisedtheneighbourhoodprinciple住omthebeginning､A1968fbaturein乃e

ZimesfbcusedonWithemseaHighSchoolintheEastRidingofYorkshire：asthe

solesecondaryschoolservmgａｎａｒｅａｏｆｌＯＯｓｑｕａｒｅｍｉｌｅｓ，ｔｈｉｓwas，bydefault，a

neighbourhoodcomprehensive（妬eZXmeS5Augustl968,ｐ､２).Bycontrast,the

fUturisticPimlicoComprehensiveSchool，builtnearLondon'sVictoriaStation

recruitedpupilｓｗｅｒｅｄｒａｗｎｈｒｏｍａｎｐａｒｔｓｏｆｔｈｅcapital．’Innosensearewea

neighbourhoodschool，,itsheadteachercommentedinl970（meZImes200ctober

l970,ｐ､4)．

Ｆｏｒｓｅｖｅｒａｌｄｅｃａｄｅｓｉｔｗａｓａｃｏｍｍｏｎｕnderstandingthatcomprehensive

schoolsneededtobelarge，ｈａｖｉｎｇａｔｌｅａｓｔｌ,500pupils，inordertomaintain

curricularbreadthandtosustainaviable‘sixthfbrm'beyonditsprovisionfbrll・ｔｏ

ｌ６･year･oldｓ(seeMinistryofEducation,1947).Beingsignifcantlylargerthanthe

typicalpopulationofgrammarorsecondarymodernschools，thiswasaninstant

deterrentinsomeareas,sometimesbecausesplit-ormulti･sitecomprehensiveswere

ananatheｍａ,sometimesbecausestructuresfbrleadershipcouldnotbeenvisaged，

butalsobecauseoffearsaboutchildrenbecoming‘lost，insuchavastorganisation・

Declaredopponentsofcomprehensivesmischievouslyplayeduponthesefears:some

criticsmaintainedthatacomprehensiveschoolrequired5,000ontherollinorderto

beviable,fbrexample(e､9.R6e,1956,ｐ､１９)．

Withinmanycomprehensive･mindedLEAs，11-18‘all･through，schoolswere

seenasessential，Thel947LondbnSbjh“ノＥｌａｎ，whichproposedacity･ｗｉｄｅ
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reorganisationalongtheselines,becamealmostaBiblicaltextfbrtwogenerationsof

unrealistically･optimisticSocialistpoliticiansandEducationO伍cersfacingmassive

organisationalanddemographicimpedimentstochange・InLondonandelsewhere,a

moreflexibleapproachtostructurａｌｐlanning,re-designatinggrammarsasupper・

tierschoolsorsixth･fbrmcolleges,mightsimultaneouslyhaveaccelerａｔｅｄｔｈｅｐａｃｅｏｆ

ｃｈａｎｇｅａｎｄｗｏｎｏｖｅｒｔhemiddleclasses,whosenighttotheindependentsectorand

tosuburbanareashavinggrammarschoolsorcomprehensivesthatresembled

grammars,hasleftaresidueofstruggmngurbanschoolswhichonefbrmerEducation

Secretaryhassaidshe‘would､'ttouchwithabargepole'（GzJazz趣、,２５June,2002,

p､1)．

Itwasthebogyofcomprehensiveschoolsize,aswellasdissatisfactionwiththe

eleven･plus，thatpromptedLeicestershiretoimplementaningeniousworkaround

afterl957・Ｔｈｅ‘LeicesterslnrePlan'involvedanprimaryschoolchildrenmovingtoa

commonluniorhigh，atagelLThreeyearslater,ｏｎｔhebasisofparentalwishes

andteacherrecommendations,someproceededtoagrammarschool,ｔｈｅ‘seniorhigh’

inthisthree･tiersystem,whiletheremaindercompletedafnalyearinthejunior

highbefbreleavingschooLAlthoughthisschemehndsaplaceinmosthistoriesof

comprehensiveschooling,theLeicestershiremodelprimarilyrenecteddissatisfaction

withselectionatll,postponingthisuntilagel4,Itpermittedgrammarschoolsto

keeptheirnamesandstoppedshortoffUnyembracingthecomprehensiveschool

ideology・InotherpartsofEngland，particularlyinConservativeshirecounties

includingBedfordshire，NorthamptonshireandNorthumberland，three･tier

reorganisations,fbaturingmiddleschools,fblcilitatedapositiveresponsetoCircular

lO/６５andhastenedrelativelyuncontroversialsecondaryreorganizations．

Thepolicyshiftsandinconsistenciesofbothmainpoliticalpartiesaddedtothe

comprehensiveschool，sidentitycrisis､AlthoughhPequentlypresentedasaSocialist

prQject,comprehensiveschoolsattractedmanylocalConservativepoliticiansand

someprominentnationalEgures,too､Ｉｎｈｉｓｃabinetsof1990.97,ＪohnMajorwas

servedintheEducationDepartmentbyaSecretaryofState,GillianShephard,anda

juniorminister，RobinSquire，whohadbothcampaignedfbrcomprehensive

reorganization20yearsearlier(EbhJGatjbn,１０Novemberl995,ｐ､３;O6sGrvEz;９May

l999，ｐ､5)．InopposingLabour，sl976Bill，NormanStJohnStevas，Margaret

Thatcher，shPontbenchEducationspokesman,madeclearthattheobjectionwasto

compulsion，nottocomprehensiveschools・HeacknowledgedthatConservative

councilshadhelpedtopioneercomprehensivesandmaintainedthat‘Ｔｈｅ

ＣｏｎservativePartyisthetruehFiendofthecomprehensiveschoolbecauseｗｅ
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approachthisproblempracticallyandnotdogmatically，（Hansard，Houseof
Commons,Vol､919,ＣＯ1.230,9Novemberl976)．

ButtheLabourParty'srelationshipwithcomprehensiveeducationhasbeen

stinmorevexmg，causmgpublicandprivatelivestoregularlyandspectacularly

co皿de・EvenasCircularlO/６５wasbeingdrafted,themaverickC・Ｐ・Ｓｎｏｗ,speaking

仕omthegovernmenthontbenchoftheHouseofLords,statedthat‘comprehensive’

ｗａｓ‘aratherabsurdtitle'ａｎｄｔｈｅｎｃｏｎｃｅｄｅｄｔｈａｔｈｅｈａｄｓｅｎｔｈｉｓｏｗｎｓｏｎｔｏＥｔｏｎ

Ｃｏｎｅｇｅ（Hansard,HouseofLords,Vol､２６３，ＣＯ１．１６１，１０Februaryl965)．Some

lessonswerelearnedfromthisepisode,ｗｉｔｈLondon'sHonandParkComprehensive

SchoolestablishingareputationfbreducatingthechildrenofLabourcabinet

ministers，includingTonyCrosland，sstep･daughters，ｂｕｔｔｈｅｃａｓｅｏｆＭａｓｔｅｒＳｎｏｗ

ｗａｓｎｅｉｔｈertheErstnorthelastexampleofprivatedecisionsorunfbrtunatejibes

underminingtheParty'spublicprinciples．

LabourwerelonghauntedbytheviewattributedtoHaroldWilson,whoseown

childrenwereeducatedinprivateschools，thatcomprehensivescouldbe‘grammar

schoolsfbran，ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｇｒａｍｍａｒｓｗｏｕｌｄｂｅａｂｏｌｉshed‘overmydeadbody'・In

fbLct,HughGaitsken,Wilson，spredecessor,hadearlierconErmedthatthePartywas

seeking‘agrammareducationfbran'ａｎｄ‘wewanttoseegrammarschoolstandards

-inthesenseofhigherqualityeducation-extendedfarmoregenerany'(Z6eZXmesb

７Ｊｕｌｙ1958,ｐ､５).ＦｏｒgenerationsofLabouractivists,andfbrthewiderelectorate，

winningagrammar･schoolplacehadprovidedaroutebFomthepitorfactorytoa

betterlifも．IfthepublicwasconfUsedaboutLabour'sequivocalwords，ｓｏtoo,was

HaroldWilson・AccordingtotheeducationjournalistBruceKemble,ｗｈｏｋｎｅｗｈｉｍ，

Wilsonhadassumedthattherewouldbestreammgwithincomprehensives,ｂｕｔｗａｓ

‘betrayed，bytheteachingprofbssion‘whocouldn'ｔｗａｉｔｔｏｇｅｔｔｈｅｇｒammarschool

streamingout'(Interview,恥at鰯ＢＢＣRadio４，２３０ctoberl993)．

Insomeinstances，rigidstreamingeffbctivelymeantthatgrammarand

secondarymodernschoolse錠ctivelycontinuedundertheuｍｂｒｅｎａｏｆａ

'comprehensive‘・Othersfavouredsettingfbrsomesubjectsandmixed･ability

teachingfbrothers,whilesomecomprehensivesappliedmixed･abilityteachinｇｔｏａⅡ

groups・Thehistoricfailuretoresolvewhatkindofteachingandlearning

comprehensiveschoolsstoodfbrstillresonates・Manycurrentparentshromthe

middleclassesareattractedtousing‘good'localcomprehensiveschools,butfbarthat

mixed･abilityteachingwillholdbacktheirchildrenbFomgainingcoveteduniversity

places．
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Theonlyconsistentindicatorfbrtｈｅ‘success，ofcomprGhensiveschoolingasa

nationalpolicyinthel960sandl970swasschoolnumbers・This,ｉｎturn,introduced

apressurefbrspeedypolicychange,minimalconsultation,blueprintsunmatchedby

resources，ａｎｄ‘instant，，patentlynon･comprehensive，comprehensives．‘Interim，

reorganizations,whichweresometimesneverrevisited,permittedselectiveandnon‐

selectiveschoolstoco･existwithinthesamelocality，sounderminingthe

comprehensiveprinciple・Grammar･schoolpreservationists，meanwhile，condemned

doctrinaireplannersfbrintroducing‘botchedup'schemes,involvingunsatisfactory

mergersofgeographicany･distantschools，fbrpromising,butneverdelivering,new

buildingsites，andoffbrcingteacherstrainedfbranentirelydiEfbrenttypeof

classroomexperlenceintoprematureretirement・Thepluralistsystemofeducational

policy･makinginEnglandandWalesanowedLEAsconsiderablescopetodeviseand

Enessetheirownreorganizationschemes・Fromtheoutset，itwasfbundthat

comprehensivesfbrmedaroundthenucleusofagrammarschoolwereoutperfbrming

thosebasedonsecondarymodernamalgamations,whilelaterresearchusingdata

世omthel960sandl970sidentifedfeｗ‘pure，comprehensives（KerckhoGfetal，

1996).Today,schoolsmaintainingthedescriptor‘comprehensive，staketheirclaimto

comprehensivenessindiverseways・TheLondonOratory,theundoubtedlyexcenent

RomanCatholicschooltowhichTonyBlairsenthischildren,hasbeendescribedasa

comprehensive‘inthesamesensethattheQueenisaｎｏld-agepensionerlivingin

Westminster'(Walden,1998)．

４．Whatwerethe8ucce88e8andfailurB8ofBritighcomprBhensive8chooling？

Likethesecondarymodernschoolsbefbrethem，theearliestcomprehensive

schoolsrequiredaleapof麺th,havingbeenplannedbypoliticiansando笛cialswho

werefar住omcertaintousethempersonally・Fromatwenty･frstcentury

perspective,itseemsextraordinarythatthedebatesofthel960sandl970swereso

dominatedbytalkofsecondaryeducationstructures,withsuchtermsasstandards，

curriculumandpedagogybarelyfもaturing・Moreover,ｔｈｅcentralresourcesgranted

toaccomplishsecondaryreorganizationweremeanandeffbrtstoresearchthe

advantagesandeHbctivenessofthepolicywereminimal．

lnl974theEducationSecretary,ReginaldPrentice，associateda28percent

riseinAdvancedLevelpassesandanllpercentincreaseinOrdinaryLevelpasses

duｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｌ９６５ｔｏｌ９７２ｗｉｔｈａｒｉｓｅｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆＥｎｇｌｉｓｈａｎｄＷｅｌｓｈ

comprehensiveschoolsoverthesameperiodhFom221，ｓｅｒｖｌｎｇｓｉｘｐｅｒｃentofthe

secondaryagecohort,ｔｏ1,602,serving47percent(Z6eZXmeS4Julyl974,ｐ､８).1ｔ
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ｉｓsurprising,perhaps,thatmorechampionsofcomprehensiveschoolshavenotcome

fbrwardwithsimilarstatistics・Sincetheearlyl960s,fbrexample,thepercentageof

school･leaverse】qperiencinghighereducationhasrlsensigniEcantly（National

CommitteeoflnquiryintoHigherEducation,1997,ｐ､２１),withincreaslngnumbers

coming台omstateschools,themajorityofwhichwere,andfbrsomeo笛cialpurposes，

stillare，classihedascomprehensives・Yet，whilebroadcastersrarelyexperlence

di缶cultiesinhndingpoliticiansandcelebritiestotalkabouttheire沖erlencesof

schoolselection,pro、inentcomprehensiveschoolalumnihavebeenstrangelysilent，

WilliamHague，thefbrmerConservativePartyleader，hassignallyfailedto

commendtheRotherhamcomprehensivethatpreparedhimfbrOxfbrdUniversity

andacareerin6fontlinepolitics・Ｉｎ２００１，ｈｅｐｒｅｄｉｃｔｅｄｔｈａｔｉｔｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅＴｏｎｙ

Ｂlair,ｂｕｔhimself‘thecomprehensiveschool-educatedleaderoftheConservative

Partywhowillendthemonolithiccomprehensiveschoolsystem，(Hague,2001)．

Thebeliefonceapparentatanintemationallevelthatcomprehensive

schoolscouldestablishcommonculturestocombatsocialinequalities，proved

fancifUlinBritain，thoughsomewritershaveattributedadvancesineducational

equalitytocomprehensiveschools、Bycontrast，othercommentatorswouldclaim

EricJames，prophesy，ｍａｄｅ６０ｙｅａｒｓａｇｏ，thatcomprehensiveschoolswould

precipitate‘gravesocial,educationalandculturalevilswhichmaywenbeanational

disaster，(quotedinRubinsteinandSimon,1969,ｐ､３７),asamoderntruthSpeaking

inl993，SirRhodesBoyson，thefbrmercomprehensiveschoolheadteacher，Black

PapereditorandConservativeEducationMinister,associatedcomprehensiveswith

a‘slowdeclineingeneralculture，ｓｉｎｃｅｔｈｅＳｅｃｏｎｄＷｏｒｌｄＷａｒａｎｄｔｈｅｃｒeationofa

'lumpenproletariat'(BBCRadio４，恥at鰯２３０ctoberl993)．

Inadequatelyrobustdatahaslongpreventedreliablecomparlsonsofselective

andnon･selectiveeducationinEnglandandWales,sojudgmentsastothesuccesses

andfailuresofcomprehensiveschoolsrestuponsubjectiveopinions・Inaclimateof

continuinganxietiesaboutthequalityofinner･cityeducation,theseabound・Ｉｎｌ９９６，

SimonJenkins，afbrmerZImeseditor，whosewarmvlewsaboutcomprehensive

schoolscontrastwithmostothernewspapercolumnists,wrote：

Therearebadsecondaryschools,butnothingasbadasbefbrel965,ｏｒａｓ

ｂａｄａｓｔｈｅ“sinks'，ｔｈａｔwouldresulthomthepresentopt･outpolicy・

HeavenknowshowtheBritishworkfbrcewouldlookhadwestayedwith

ll･plusselectionoverthepast30years,ｏｒｉｆｗｅｗｅｒｅｔｏｇｏｂａｃｋｔｏｉｔｎｏｗ．

(Jenkins,1996)．
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SuchargumentscutnoicewithMelaniePhillips,whohasrecentlyarguedthatto
denythatcomprehensiveschoolsareresponsiblefbrschoolfblilureis‘abitlike

sayingthatarestaurantwｉｔｈａ且lthykitchenhasnothingtodowiththefbod

poisoningitgivesitspatrons，(Phmips,2006)．

ThereputationofEnglishcomprehensiveschoolshasundoubtedlybeen

tarnishedbyseveralwen･documentedepisodes・TheclosureofRisinghill

Comprehensive,justfiveyearsaftertheLondonCountyCouncilhadestablishedit，

precipitatedconcernsaboutthefbrmationoflargecomprehensiveschoolsin

unsuitablebuildings,aswenascastingdoubtupontheprogressiveleadershipstyle

ofitsheadteacher､Tenyearsafteritsfbundation,theflagshipKidbrookeSchoolalso

fbunditselfattheheartofacontroversy，Commentsbyamusicteacherabouta

‘difficultelement'amongKidbrookegirlsprovidedammunitionfbrthefiercelyanti・

comprehensiveeditorofthe7Xmes配唖加"aﾉ釦pPjbmenttoassertalinkbetween

unsegregatedschoolingandpoordisciplinarystandards(Kerckhoffetal,1996,ｐｐ,27,

67)．Inthefbnowingdecade，severaltelevisionreportsanddocumentaries，

supposedlydepicting‘typical'classroomsituationsanddisciplinaryproblems，but

invariablyinvolvingfbotage仕omLondonsecondaryschoolslackingacross･sectionof

pupilabilities,innictedfUrtherharmuponthecomprehensivemovement（Chitty，
1989,ｐ､６６)．

ArecentEducationSecretary，RuthKeny，hassimilarlyconcededthattoo

littlethoughtwasdevotedinthel960sandl970stothemissionofcomprehensive

schools,ａｎｄ‘whatitmeanttoprovideahigh･qualityeducationoncechildrenwere

insidetheschoolgate'・Interestingly,ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,Kellyendorsedtheconceptof

‘genuinecomprehensiveedu“地口’ａｎｄｃｏｎｆｒｍｅｄｔｈａｔｔｈｅ‘comprehensive血jbaノ

remamspowerfUl(GUazYiian,３０March2005,ｐ､４).DiHbrentiationbetweensupport
fbrsecondarycomprehensiveschoolsandfbrcomprehensiveeducation，which

仕equentlyembracestheprimaryandpost･compulsoryagephases,ｈａｓｂｅｃｏｍｅｍｏｒｅ

ｅｖｉｄｅｎｔｉｎｔｈｅｐａｓｔｔwodecades・Thesuccessesofcomprehensiveeducation，itis

claimed，includethenationalcurriculum，ａｃｏｍｍｏｎ企ameworkofassessment，

improvedprogressionratestopost･compulsoryandhighereducation，andthe

promotionofsuchvaluesasinclusion,toleranceanddemocracy(BennandChitty，
1996,pp461-502;Whitty’2004)．
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５．ConChnRi⑪ｎ

ｌｎａｒｅｃｅｎｔｂｏｏｋｃｈａｐｔｅｒｉｎｗｈｉｃｈｌｅxpandontheargumentsetouthere,I

applysomemedicalanalogiestothecaseofEnglishcomprehensiveschooling､This

patientbegantobreatheunaidedaftertheSecondWorldWar，havingspenttwo

decadesinanincubator､Duringthel960s,thecomprehensiveschoolbeneEted住om

intensivecare，butitsLabourdoctorsadministereｄｔｏｏ･littleoxygenandstopped

shortofprescribingtheexpensivetreatmentthatmighthaveenabledittoflourish，

Healthyinparts,thepatientbecamestronger,butdidnotenjoythelifbthatwas

oncepredicted・Ｔｈｅｌ９７０ｓwitnessedadivisionofopinionaboutitstreatmentand,in

thefbnowingdecade,itfbunditselfonthebooksofaconsultant,MargaretThatcher，

whohadpreviouslybeenanunsympatheticjuniordoctor､Yetthecomprehensive

schoolwasneithersurreptitiouslysuffbcatednorsubjectedtoalethalinjection・

Instead,itwasignored，havingbecomelessinterestingtothoseuponwhomithad

previouslydepended・Suffbringhommemorylossandschizophrenia，the

comprehensiveschoolwasomittedfPomthewardrounds,becameanoumatientand

wentmissin9．Froml997，anewLabourmedicalteamsuppliedotherpatients-

fbundationschoo1s,faithschools,specialistschoolsandacademies-withthekindof

attentionandmedicationthatcomprehensiveschoolsoncecraved．

Ｔｈｅone･ｔｉｍｅviewthatanEnglishsecondary･agechildreninthestatesector

shouldattendtheirlocalschoolhasnowbecomeanhistoricalcuriosityandweare

lefttocontemplatewhethercomprehensiveedu“tjbz]canprosperinthetwenty･frst

centurywithoutthepresenceofcomprehensives巴hooZa
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●シンポジウム●

提案１

イギリスのコンプリヘンシブスクールに何が起きたか？

DavidCrook

(InstituteofEducation,London）

事務局訳

＊〈＞は本文中イタリックを指す

１．はじめに

40年も前のことになるが､2008年からはるか前にはなるが、コンブリヘンシブというものの消滅一現

代の我々が考えていることではあるが－を考えるというよりはむしろ選抜制中等教育学校の死滅を歴

史家たちは目撃しているのだという広く流布した期待というものがあった｡2002年の労働党年次大会

において、前首相であるトニー・ブレアはスピーチの中で、コンブリヘンシブの時代は終わったと示

唆した。「我々はボストコンプリヘンシブの時代へと移行する必要がある」と宣言した。「その時代

とは、学校は機会の平等というコンブリヘンシブの原理を継承するものの、個々の子供のニーズに沿

って作り上げられる､教育の新しく、今までとはちがうシステムが我々に開かれるような時代である」

(乃ｅ７:jmPS20ctober2002，ｐ・１０)。

このレクチャーではイギリスのコンプリヘンシプスクール教育をまず図式化し、なぜ「コンプリヘ

ンシブスクール｣というこの伸縮自在のことばが､一度は前向きにとらえられていたにもかかわらず、

究極的には害のあるものと明言されるようになったかについて、考えていくつもりである。そして、

イギリスのコンプリヘンシブスクール教育について、何点かの結論を述べる前に、その成功と失敗に

ついて考えていくことにしたい。

２．イギリスのコンプリヘンシプスクール教育1925年-2008年

イングランドにおけるコンブリヘンシブ（またはマルチラテラル）スクール運動としては、1925年に

アメリカとカナダにおける非選抜高校の実情調査が、教育院の若き事務官であったグレアム・サベー

ジによって行われた時点まで遡ることが可能であろう｡サベージは1940年にロンドン市の教育局局長

になった。当時のロンドンでは、普遍的かつ無償の中等教育学校制度への需要が、共通学校（コモン

スクール）を主張した何人かの社会主義者からの要求と一緒になっていた。しかし、マルチラテラル

スクールは「興味深く、また魅力的な」アイデアであると認められたにも拘らず、1938年のスペンズ

報告が、「イレブンプラス」心理学的テストによって支えられたグラマー､モダンそしてテクニカル・

セカンダリースクールという分離した制度を支持したときに、とくにラデイカリズムの先行きは暗い

ものとなった。
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クレメント・アトリー率いる労働党が1945年の総選挙で圧倒的勝利をおさめたとき、コモンスクール

の支持者は、中央政府が非選抜学校制度に対する地方の関心を奨励するのではないかという希望を持

った。事実は全く反対のことがおこったのだもアトリー政権の教育大臣である「赤」のエレン・ウィ

ルキンンソンは、「イレブンプラス」を労働者階級の機会という名において採用し、コンプリヘンシ

ブスクールを是認することに大幅に失敗した（Kerckhoffet.a1.,1996,pp､18-19)。

戦後、労働党支配のいくつかの都市では、最も代表的なのはロンドンだったが、コンプリヘンシブ

スクール教育のための急進的な計画が公表された。ヨークシャーのウエスト・ライディングも、保守

派主導のもとであったが、この時点でマルチラテラルスクールを押していた。しかしこういった地方

の野心や大望も教育省と視学官の妨害により、打ち負かされた。代わりにウェールズのアングルシー

島が率先して取り組んだ非選抜の「賢明な実験」についてのみ法的に認められた。ロンドンやマンチ

ェスターや他の大都市ではなく、ここでこそ1949年に初の｢真の」コンプリヘンシブスクールが創設

されたのである。これは道の両側にあったグラマースクールと、セカンダリーモダンスクールを統合

することによって、実現したのであった。

1951年から1964年という長期にわたる保守党政権の時代に、労働党はコンプリヘンシブスクール

を本当にゆっくりと受け入れていった。ウイルキンソンのように、中央や地方レベルでリーダー格と

なった多くの社会主義者は、イレブンプラスの受益者であった。そして彼らは本能的に、地域のグラ

マースクールと「奨学金によるはしご」を守る傾向にあった。この時点で、イレプンプラスに不満を

持つ人々 がコンプリヘンシブスクールを全国的制度にしようと熱心に働きかけた。学術的研究から得

られた証拠は、心理学的テストについての合理性や方法論に対しての疑義を提示した。あまりに多く

の遅咲きの子供たちが､セカンダリーモダンスクールヘと間違って進学させられていると示唆された。

その一方でグラマースクールへの進学は、「ミドルクラスで、金持ちか文化的に才能があるもの」が

圧倒的に多かった(Ben､,1992,p､145)。

同時に、後にブライアン・サイモンが呼ぶところのLEA主導の「中等教育の爆発」というものが起

こった。「父母の一部および彼らを代表する地方政治家に見られる増大する願望とふくれあがる不満

を反映して」（Simon,1991,p､271)。この顕著で急速な草の根シフトこそが、ハロルド・ウィルソン労

働党が、1964年10月にわずか４議席の差で新政権を作り上げたそのときまでに全国的な政治的アジ

ェンダにおいてコンプリヘンシブスクールに確固たる位置づけを与えたものであった。教育科学省大

臣マイケル・スチュアートによれば､６８のLEAで計画が履行されるか、あるいはまた具体的な再編成

の提案を展開していた｡さらに21以上のlEAがコンブリヘンシブ化を目指しているといわれた一方で、

わずか５９LEAがそうしないという状況であった（Ahﾉ7s宜rlq〈HoCs，Vol､702,ＣＯ1.1784,27NOveInber

l964)。翌年のはじめに、スチュアートは､すぐにでもLEAはコンブリヘンシブのラインにそって当該

地域の中等教育学校再編成プランを提出するよう要請されるだろうということを明言した。

スチュワートの後任であるトニー・クロスランドが、1965年７月１４日付けで長い間待たれた

CircularlO/6５（回状10/65）（DepartInentofEducationandSciencel965）を発行する責任を果た

すことになった。「コンブリヘンシブ化をすすめるべく」、とくにクロスランド個人が好んだ11歳か

ら18歳までの｢一貫」した解決策を含む６つの再編モデルが、この法的拘束力を持たない書類におい

て特定化された。三つの代案的二層方式も挙げられており、それは、１１歳から中等教育を開始するも
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のの、他の学校（あるいはシックスズフオームカレッジに）１３歳、１４歳あるいは'6歳の段階で移る

ことを可能とするものであった。LEAはまた、８歳-12歳と９歳-13歳のミドルスクールを含むヨ言計

画が再編の効果を援助するかどうか検討するよう奨励された。それは改革をしようとしないLEAを誘

導するようデザインされたひとつのメニューであったが、今から思えば、コンプリヘンシブスクール

のアイデンティティ危機をもたらすものであった。

この回状によってもたらされた論争は、それ自体、地方と中央のホットな論争や、教育科学省の役

人と大臣との間の分断というものに現れていた。1965年、ある晩遅く、トニーの未亡人であるスーザ

ンによれば、トニー・クロスランドは庶周院から樵惇しきったムードで戻ってきた。彼は自分の部下

たちと一日中論争を繰り広げていたの危それは「もしこれが私が出来る最後のことであるなら、私

はイングランドにある全ての××なグラマースクールを破壊してやろう。そしてウェールズのも、そ

して北アイルランドのも｣と宣言したいということを巡っての戦いであった(Crosland,1982,ｐ､148)。

この話を発展掴則することは不可能であり、それは頻繁に労働党のグラマースクール嫌いの証として

しばしば象徴的に取り上げられる（あるいは誤って取り上げられる）ものであるが、この物語がコン

ブリヘンシプラ函動にダメージをどの程度与えたかを計るのは不可能である。明らかに、1977年に突然

亡くなったクロスランドに対する政治上の記憶を害するものであった。教育における卓遡生に対する

敵意を持つどころか、クロスランドは、1966年の総選挙キャンペーン中、親と獅而の心を掴むことを

切望し、またその間、イレブンプラスについては「この国の子供たちにとっては絶対的な災い」「危

険なビジネス｣、｢不正義｣のように表明したように､インテリであった(Marchl966electionbroadcast

footage，乃ｅ鋤oojsLotZEr弧Pro画aImneOne，BBC1Wo，２７March2006)。

新規に97議席という過半数をとったので､二期目の総選挙の勝利の後､ハロルド・ウィルソンの地

位はますます強固となった。しかしコンブリヘンシブヘむかう党の政策方針は、LEAの協力を当てに

していた。すでにいくつかのLEAはコンブリヘンシブの計画に従事し、残りの多くはこの時点では検

討グループを立ち上げ、協議の会合を開いたりしていた。しかしながらいくつかのIEAにとって、既

存の建物や財源の不十分さが変革の導入を妨害しているものの、その一方で、少数ではあるが既存の

選抜制に満足していると宣言するものもあった。このときまでにコンプリヘンシブスクール教育はそ

うであったは計揃菖もしれないが労働党の政治的問題ではなかった。しかし、クロスランドとその後任

者たち、パトリック・ゴードン・ウォーカーとテッド・ショートの信じるところでは、あまりに多く

の保守党支配のIEAsは例の回状を無視していると思われ、1967年の保守党による地方選の勝利によ

って一掃される前夜、いくつかのすでに提出されていた再編計画が撤回されることによってその懸念

はあたっていたことが明らかになったのである（Kerckhoff，ｅｔ.a1.,1996,pp､32-34)。146LEAのう

ち、約20のlEAが、ショートが1969年に国会に提案すべく法案を準備していたことに対して抵抗し

ている。これが結果的にエドワード・ヒース保守党政権の誕生を招来することになる総選挙を行うこ

とを決定したハロルド・ウィルソンにとって痛手となったのではあるが、教育における中央集権とい

う新しい時代の始まりを知らせるものであった（Crook，2002,pP252-53)。

反進歩主義的教育を奨励した『ブラックペーパー』の最初の２つの号の出版に勢いづけられ(Coxand

Dyson,l969a;CoxandDyson,l969b)、新しい教育担当大臣であるマーガレット・サッチャーは即座に

回状１０/70を以前の回状を撤回して発行した。この回状には「IEAは、当該地域の中等教育の形態を
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今や自由に決定できる」と書かれてあった(DepartmentofEducationandScience，1970)。いくつか

の地方参事会が、再検討するために計画を撤回した。多くのものが結果的にはそのまま続行を決定し

たのだが。それゆえ、これがサッチャーが教育大臣として働いた４年間であった。サッチャーは、９４

ものグラマースクールを、閉鎖あるいは改組から救うために介入したが、彼女は、後になってそう呼

んだ「普遍的コンブリヘンシブなもの」と「アイデアの偉大なるジェットコースター」（チッテイか

らの引用）なるものを停止させることは不可能であることに気づいたのだった。サッチャーに追従す

る人々にとって無念なことは、サッチャー以前あるいは以後のどの教育担当大臣の時代よりもサッチ

ャーがより多くのコンプリヘンシブスクールの創設に責任を負ったことである。

再び労働党のハロルド・ウィルソンが政権を奪回したとき、すなわち'974年２月末までには2,000

以上のコンプリヘンシブスクールがイングランドとウェールズに存在し、在籍生徒数は全中等教育学

校対象年齢生徒のほぼ60％にあたった。しかしながら多くの学校は生徒の受け入れバランスを欠いて

いた。少数の学校はミドルクラスによって植民地化されていたが、多くのコンブリヘンシブは実際に

はセカンダリーモダンであった。新しい回状Circular4/7４（DepartmentofEducationandScience，

1974）が発行された。もし反抗的なLEAがコンプリヘンシブスクールプランをその時点で練らないと

したら、次には法律を準備するということを約束するものであった。しかし国会ではほんの４議席の

差であった労働党は､その差は後に秋になって行われた総選挙では１０議席まで広がったものの､教育

改革を成功裏に進めることはできなかった。「ジェットコースター」乗りは終駕をむかえた。そして

'975年２月に野党保守党の党首へのマーガレット・サッチャーの就任は､ひとつのパンフレットの発

行をもたらした（St・JohnStevasandBrittan,1975)。それは、「反抗的な」LEAに対して、この国

家的政策を無視し、グラマースクールを温存することを積極的に奨励するものであった。

立法措置はすぐには行われなかったが、1976年教育法は、オクスフオードのラスキンカレッジでの

キヤラハン首相演説の１ヶ月後に成立した。キヤラハンの演説は暗示的にコンプリヘンシブスクール

の、そして英国教育の質と内容について疑問を投げかけるものだった。コンプリヘンシブスクールの

「最後の一押し」に熱心な人々の間では、このプロジェクトが今や危機に瀕しているという事実を隠

しようがないという話となっていた。フレッド・マーリー教育大臣に反対する判決を下した控訴審

(CourtofAppeal）は保守党支配のテイムサイドLEAに、先に提出していた再編計画を撤回すること

を許可した。そして新教育大臣、シヤーリー・ウイリアムズは、２日間の会議に、コンブリヘンシブ

教育の理解の多元化を枠付けするために招待されていた。この会議は、LEAによって採用された純粋

コンブリヘンシブ解決と準コンブリヘンシブ解決の間の違いに対する労働党の不満、あるいは無能さ

を明確にするものであった。「組織のパタンの地理的条件が何であれ、すべてメリットがある」と当

時の副大臣は中途半端な結論を書いている（Jackson,1978,ｐｐ､13-14；Kerckhoff，ｅｔ.a1.,

1996,pp4ト41)。

1960年代および'970年代初頭を通じて、コンプリヘンシプスクール教育を巡る戦いと抵抗から生

じた消耗は、1979年５月のサッチャーの総選挙での勝利をもたらした総選挙中のキャンペーンでも、

（保守党政権成立）直後の数年間でもなかったが、グラマースクールを復活させよという声によって

支配されるということを決定づけた。遡ること1978年に行われた、保守党陰の教育科学大臣ローデ

ス・ボイソンと、ノーマン・セント・ジョン・スティーバス、右派擁護のタイムズ紙コラムニスト、
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ロナルド・バットの以下のインタビューは、彼らはある新しい種類の中等教育を希望していたことを

明らかにしている。それは全面的なイレブンプラスへの回帰でもなく、より小さなコンプリヘンシプ

スクールと中等教育学校の混合経済体制といったもので、それぞれ専門のカリキュラムを有している

ことを含むとしていた（Butt,1978a；Butt,1978b)。実際にそうなるには時間がかかったが、これは

1987年の最初のシティテクノロジーカレッジの開校へと続く展開のまさに確実な予言となった。

「すべての町にグラマースクール」を復活させる関与が、1996年のジョン・メージャー保守党首相

によってなされた。それは有権者よりは新聞のコラムニストの関心を引くものであった。「選択」と

「多様性」というスローガンのもとで、1990年代から２１世紀初頭までの保守党と労働党政府は、む

しろ他の流血革命よりも、中等教育学校の発展について焦点をあててきた。1995年、デイヴイッド・

ブランケット、その当時の労働党教育分野スポークスマンは、「労働党政権のもとでは、試験とかあ

るいはインタビューによる選抜はない」と約束した(ajarYガaﾉZ50ctoberl995,p,8)。しかし続いて

明らかになったのは、彼の意味したことは、「〈いま以上の〉選抜はない」ということであった。政

権を得たことによって､労働党の1998年学校水準と枠組み法では､地域の親が既存のグラマースクー

ルの将来を決定できるための規定がつくられた。しかし投票するためにはまず大多数の署名が必要と

なるという条件は(かなり厳しく－翻訳者)、選抜制度の継続への支持を誇示するリボン(Ripon）のた

った一つの事例だけが生じたに過ぎなかった。近年の中等教育における新しいタイプの学校が現れた。

それらは国庫維持学校（grant可naintainedschools、現在のfoundationschools)、そしてアカデミ

ーであり、LEAの管轄外で運営されることが認可されていた。その一方で、次に出現するのがトラス

トスクールで、それはIEA資金構造内に存在することになっている。しかし公益法人、大学、あるい

はコミュニティグループといった団体によって運営されるだろう。近年のもっとも大きな発展は、し

かしながら、スペシャリスト中等教育学校の急増であり、これはかつて真に、あるいは切望されたコ

ンプリヘンシブスクールである。2006年の終わりまでには約2,602あるイギリス中等教育学校のう

ち、８０％以上の学校がスペシャリストの名称をもった。トニー・ブレアの元のスポークスマンの粗野

な造語であるが、「泥沼のスタンダード」（bog-standard）コンプリヘンシブスクールによって達成

された市場銘柄より、新しい名称をもつこのような学校（あるいはカレッジ、それらの多くは自分た

ち自身を称するものをもっている）が強力になり、より強力で人気のある市場銘柄を提供するように

なる(筋ｅ７:加巳sbl3February2001，ｐｌ)。しかし選択と多様性のこの言説は、学校のアカウンタビ

リテイと成績という新しい文脈と組み合わされて、親の選好としばしば合致しないますます複雑にな

っていく中等教育学校移行システムをうみだした。親の学校選択についての消費者問題の専門家の言

葉は現実を覆い隠すものである。すなわち、通学区域に生徒が住んでいるかどうか、兄弟姉妹が既に

その学校に通っているからどうか、宗教的信念、（生き残っているグラマースクールへの進学のため

の）生徒の学力、適性（この場合は語学、パフォーミングアート、ビジュアルアーツ、スポーツ、デ

ザイン、テクノロジー、インフォメーションテクノロジーの専門と称する学校である）という理由か

ら、希望者が定員をオーバーしているイングランドの公立中等教育学校は進学者を選別しているとい

う現実である。

成績が悪い､あるいは｢沈下｣学校を避け､人気のある公立学校に進学したいという親の切望は、

人気のある学校の定員を、しばしば１０倍も超えてしまう。「内情に通じた｣親たちは入学試験のため
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に、家庭教師を雇い、住居を通学区の境界の「正しい」側に購入するか、借りる。中には地域の聖職

者からの推薦状が確実になるまで熱心な信者になっている。応募と異議申し立てがうまく行かなけれ

ば、涙を流すしかない。ちょうどそれはイレブンプラスの結果の通知を見て涙を流すのと同じような

ことである。今日の郵便番号によるくじ引き、そこでは親と子供は、「よい」公立中等教育学校をも

とめるという使命における勝者と敗者として登場してくるが、以前のイレプンプラスによる選抜シス

テムをさらに進めたものとしてしか看倣されないであろう。

３．イギリスのコンプリヘンシプスクールが持つ複数の意味

1920年代のそもそものはじめから、「コンブリヘンシブ」という用語は、いろいろな方向のすべての

方法において伸縮自在であった。初期の見解は、より平等主義的社会、より結合力ある近隣、共通文

化を創造する方向に向けての社会的政治的手段である点が強調された｡1958年の著作で､ウェールズ

アングルシー（Anglesey）にある最初の純粋英国コンプリヘンシブスクールの校長であるトレバー・

ラベットは、「そこでの教育が、中等教育段階に常に関連付けられて提供される場合で｣、「生徒たちが

いつか自分の役割を果たすべき通常の社会の公正な代表｣を構成するような生徒から成る場合のみが

「唯一のコンプリヘンシブスクールの真の例となるべきである」（Lovett,1958,ｐ､48)と考えていた。

しかし、選抜制の独立学校(私立学校）と、1970年代中葉までの直轄補助金グラマースクールが近

接しているということを含めて、都市部の教育の地域的差異は、最初から近隣原理と妥協するもので

あった。タイムズ紙に現れた1968年の特別記事は、ヨークシャー､イーストライデイングのウイザン

シー高校に焦点を当てたものであった。それは１００マイル四方を通学区域とする唯一の中等教育学校

として、そのままで近隣コンプリヘンシブスクールであった（肪emlasb5Augustl968,p､2）。対

照的に、ロンドンのビクトリア駅の付近に建てられたいままで見たこともないようなピムリココンプ

リヘンシブスクールは、首都全体から生徒を募集した。峨々は決して近隣学校ではない」と１９７０

年に校長がコメントしている（筋ｅ、ﾜeS200ctoberl970，ｐ､4）。

数十年の間に、カリキュラムの広がりを維持するために、また11歳-16歳の年齢枠を超えた教育制

度であるシックスズフォームを維持するために、コンプリヘンシブスクールは大規模であるべきで、

少なくとも1,500人の生徒がいるということが共通の見解となっていた(MinistryofEducation,１９４７

参照)。典型的なグラマースクールやセカンダリーモダンスクール人口よりも、かなり大規模であるこ

と、これはある地域においては即座に抑止力ともなった。時には校舎が分断されているとか複数ある

コンプリヘンシブスクールが嫌われたという理由から、時にはリーダーシップの構造がみえないとい

う理由から。そしてまたそのような巨大な組織の中では、こどもが「迷子」になるかもしれないとい

う不安からでもあった。コンプリヘンシプスクーノレ反対派の告発が、有害なほどに不安を強調した。

ある拙評家はひとつのコンプリヘンシブスクールはそれを維持するために名簿上5,000人の在学者を

必要としていると主張したことなどが、例として挙げられ(e､g・Ree,1956,p､１９)。

コンプリヘンシプスクールに肩入れしている多くのLEAにとっては、１１歳から18歳までの一貫学

校とすることは本質的な問題であった。1947年の『ロンドンスクールプランＬａ１ｏｂ〃鋤ｏｏＩＲ/aﾉＪ

は前述の路線で全市を再編成する計画であったが、変革に対する巨大な組織的人口動態的妨害に直面

したことによって、非現実的楽観主義的社会主義政治家たちと教育局の役人たちにとっては、２世代
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にわたってほとんど聖書的テキストとなったにすぎない。ロンドンと他の地域では、より多くの構造

計画、上級の学校として、またはシックスズフオームカレッジの役割を再指定されたグラマースクー

ルといったより柔軟なアプローチが、同時に、変革のペースをあげ、ミドルクラスを勝ち取ることに

なったのかもしれない。私立学校、グラマースクール、あるいはグラマースクールに似たコンプリヘ

ンシブスクールが存在する郊外地域へのミドルクラスの流出は、ある教育副大臣経験者が「見たくも

ない｣と言ったような奮闘する都市部の学校を後に残したのであった(α｣圏２１㎡iaﾉZ25June,2002,p､l)。

イレブンプラスへの不満と同様に、実に悩むべくコンプリヘンシブスクールのサイズの問題であっ

た。この問題こそが、1957年以降レスターシヤーを促して巧妙な次善策を実行させた。それは『レス

ターシャープラン』で、すべての小学校児童を共通の「中学校juniorhiJ1」へ11歳で移動させるも

のであった。３年後、親の基本的な希望と、教師の推薦で何人かがグラマースクールへ進んだらそれ

はこの三層システムにおいては「高校seniorhigh」にあたる。一方、残りの生徒たちは、学校を離

学する前に「中学校」の最終学年を終える。この計画はコンプリヘンシブスクール教育のほとんどの

歴史に見ることができるが、レスターシヤーモデルは、主要には、１４歳まで選抜を遅らせることによ

る11歳での選抜に対する不満への対応であった。これは､グラマースクールにとってはその名称の存

続を約束し、コンプリヘンシブスクールのイデオロギーを十全に取り入れるということについては不

完全であったという状態を止めた。イギリスのほかの地域では、とくにベッドフオードシヤー、ノー

サンプトンシャー、ノーサンバランドを含む保守党支配のカウンテイでは、ミドルスクールを中心と

する三層再編が、回状１０/65への肯定的な回答を促進していた。さらには相対的に論争もなく中等教
育の再編を早めた。

二大両政党の政策のシフトと矛盾がコンプリヘンシブスクールのアイデンティティ危機に加えられ

た。頻繁に社会主義者プロジェクトとして提出されるのだが、コンプリヘンシブスクールは多くの地

方の保守党政治家や､何人かの全国レベルの著名人もまた惹き付けた｡1990年から1997年のジョン・

メージャー内閣で､大臣として教育省でその任についたのはギリアン･シェパードと副大臣のロビン・

スクワイアであるが､両者･とも､20年前にはコンブリヘンシブ再編のために活動していた（βひし℃a〃oﾉz

lONoveInberl995,p､３；G6s巳r…９Ｍａｙ1999,p､5)。労働党提案の1976年法案に反対したノーマン・

セント・ジョン・ステイーバスはマーガレット・サッチャーの教育のフロントベンチの代表であった

が、彼は強制には反対したが、コンプリヘンシブスクールには反対でないことは明確にしていた。ノ

ーマンは保守党支配の参事会がコンプリヘンシブスクールの草分けを担っていたことも認識していた。

さらにノーマンは「保守党はコンプリヘンシブスクールの真の友人である。というのも我々 がこの問

題を、教条的にではなく、実践的に取り組んできたからである」と主張をした（ﾉ治ﾉﾌsz2m〈Houseof

ComImns，Vol、９１９，ＣＯ１．２３０，９NOvenloerl976)。

しかしコンプリヘンシプ教育と労働党との関係は、公的にも私的にも定期的に、大きく衝突を招き

ながら、依然としてより当惑させるものであった。回状１０/65の草案が書かれたときでさえ、一匹狼

のC､P,スノウは貴脚完で政府側ベンチから以下のように発言している。「コンブリヘンシブ教育」は

「どちらかというと馬鹿げた名称」である、と。それから自分の息子をイートンカレッジへ入れたこ

とを認めた（ﾙｾｮﾉﾌszmQIHouseofLords，Vol､263,ＣＯ1.161,lOFebruaryl965)。このエピソードか

らいくつかの教訓が引き出された。ロンドンのホランドパークコンプリヘンシブスクールは、労働党
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閣僚の子どもたちを教えているという評判を確立した。それにはトニー・クロスランドの義理の娘た

ちが含まれていた。しかしマスター・スノウの場合は最初でもなく、最後の私的結論でもなく、また

は党の公的原則を傷つける不幸な潮笑でもなかった。

労働党はハロルド・ウィルソンに起因する見解によって、長い間つきまとわれた。ウィルソン自身

の子供たちが私立学校で教育されていた。その見解とは、コンプリヘンシブスクールは「すべてのた

めの子どもたちのためのグラマースクール」となり得る、そしてグラマースクールは｢私の屍の上に」

廃止されうるというものであった。事実、ヒュー・ゲイツケルというウィルソンの大先輩は、労働党

は「グラマースクール教育をすべての人へ」ということを追求していること、「我々はグラマースク

ール教育水準が、高水準の教育という意味で、さらに一般的に拡張されることを見たいのだ」（肋ｅ

乃勿巴sb7Julyl958,p､5）ということを明言している。労働党アクテイビスト世代にとって、そして

より広範囲の有権者にとって、グラマースクールでの座席を獲得することは、炭坑の採掘場や工場か

らよりよい人生へのルートを提供してきたのだｂもし公衆が労働党の二枚舌に混乱したのならば、ハ

ロルド・ウィルソンもまたそうであった。彼をよく知るブルース・ケンブル、教育ジャーナリストに

よると､ウィルソンはコンプリヘンシブスクール内部に能力別クラスができると想定していたそうだも

「しかしグラマースクールの流れを追い出すのを待てない教師によって、裏切られたのであった」

(Interview，鵬ａｔ〃？ＢＢＣRadio４，２３０ctoberl993)。

いくつかの事例で、確固とした能力別編は効果的に次のことを意味していた。グラマースクールと

セカンダリーモダンスクールは、「コンプリヘンシブスクール」という傘のもとで、効果的に継続し

たのだ。いくつかの教科での能力別編成をあるものは好み、他のものは一緒の教授を好んだｂその一

方で、いくつかのコンプリヘンシブスクールは、すべての生徒に対する混合能力編成の教授法を適用

した。コンプリヘンシブスクールが、どのような種類の教授学習を行うか解明することに歴史的に失

敗してきたということは、依然として、今でも影響を及ぼしている。現時点の多くのミドルクラスの

親たちは地域の｢よい｣コンプリヘンシブスクールに進学させることに惹き付けられている。しかし、

心配は、混合能力制教授は、切望する大学合格を勝ち取ることを妨げてしまうのではないかというこ

とだ。

1960年と1970年代における国家政策としてのコンプリヘンシブスクール制の「成功」と呼べる首

尾一貫した唯一の指針は、学校数であった。このことが、逆に、急な政策変革のため、最少の協議、

資源と合致しない青写真、「即席」の、明らかな非コンプリヘンシブスクールのコンプリヘンシブス

クール化に向けたプレッシャーをもたらしたのだ。「暫定的」再編成、それは時には決して立ち戻ら

ず、同一地域内で、選抜的学校と非選抜的学校が同時存在することが許された。だから、コンブリヘ

ンシブの原理はほり崩されたのだ6グラマースクール維持派は､その間､教条的な計画者を非難した。

というのも「下手な継ぎ当て」計画を導入し、地理的に離れた学校を統合することへ不満や、確約に

もかかわらず、決して与えられることのなかった新校舎用地、さらに沸而にとっては完全に異なるタ

イプのクラスの経験を訓練することを強制するあまり、早期退職させてしまったことなどが非難の理

由であった。イギリスとウェールズの教育政策立案の多元化システムは､lEAsに､彼ら自身の再編成

計画を立案、策略することにかなりの余地を与えてしまった。はじめからグラマースクールを中心と

してその周りに形成されたコンプリヘンシブスクールは、ベースとなるセカンダリーモダンスクール
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との融合を超えて機能していた。一方、1960年から70年のデータを使った後の調査では、「純粋な」

コンブリヘンシブはほとんどなかった（Kerckhoffet.a1.,1996)。今日、「コンブリヘンシブ」とい

う名称を維持している学校は、多様な方法で、そのコンブリヘンシプ性を主張している。ロンドン．

オラトリー、トニー・ブレアが自分の子を通わせていた、疑いもなく卓越したローマ・カトリック教

会立学校は､｢女王はウェストミンスターに住む､年老いた､年金受給者であると同じ意味で｣(Walden，

1998）のコンブリヘンシブネスとして記述されてきたのである。

４．英国のコンプリヘンシプスクール教育の成功と失敗とは何であった力も

以前のセカンダリーモダンスクールのように、最も初期のコンプリヘンシブスクールは多大なる信頼

を獲得することを要求した。個人的にはその学校を利用することなどないような役人、政治家によっ

て、計画が立てられたのであるが。２１世紀の観点からすれば、1960年代、７０年代の討論が、水準、

カリキュラム、教授学という用語がほとんど登場せずに、中等教育の構造についての話題に支配され

ていたことは、尋常ではないように思われる。それ以上に、中等教育再編を完成させるための中央か

らの財政支援は貧しく、この政策の有利さや効果について調査する努力は最小限であった。

1974年､教育副大臣、レジナルド・プレンテイスは1965年から1972年までにＡレベルの合格者が

28％増加したことと、０レベルの合格者が11％増加したことと同時に、イギリスとウェールズのコン

プリヘンシブスクールが同じ間に、221校、中等教育対象年齢生徒の6%から、1,602校、４７％にまで

増加したことを関連づけた（肪ｅｍｌ巴s;４Julyl974,p､8)。おそらく、コンプリヘンシブスクールの

さらなる勝利者は同様の統計では表立ってはいないということは驚くべきことだろう。1960年代以来、

たとえば高等教育経験のある離学者の割合はかなり上昇している（NationalConnnitteeoflnquiry

intoHigherEducation，1997,p､21)。公立学校出身の大学進学者数の増加に伴っている。そのうちの

大多数は､幾分公式の目的のためでもあるが､今でも、コンプリヘンシブスクールと分類されている。

しかし、報道キャスターが、学校選択の経験について話してくれる政治家やセレブリテイを見つける

ことにはほとんど困難を感じない一方で、有名なコンプリヘンシブスクール卒業生は奇妙なくらい沈

黙を守る。ウイリアム･ハーグ､前保守党党首は、ローザーハムコンプリヘンシブスクールについて、

すなわち彼をオックスフォード大学へ進学させ、政治家のキャリアの一線へと導いた学校を、著しく

ほめ損ねたことがあった。2001年に、ハーグは、「画一的なコンプリヘンシブスクール制度を終わら

せるのは」、トニー・プレアではなく、「コンプリヘンシブスクール教育をうけた保守党リーダーで

ある」（Hague，2001）自分であると予言していた。

かつて国際レベルでも明白になったコンプリヘンシブスクールは社会の不平等と戦うための共通文

化を作ることができるという信念は、英国では空想であったということが明らかにされた。しかしな

がら書き手の中には教育的平等の進化はコンプリヘンシブスクールに帰するとするものもいる。対照

的に､他のコメンテーターは60年前のエリック・ジェイムスの予言を主張するかもしれない｡つまり

コンプリヘンシブスクールは、現代の真実として、「国家的災害にもなるであろう重大な社会的、教

育的、文化的悪を促進するだろう」（quotedinRubinsteinandSinpn,1969,p,37)というものだ。１９９３

年、ローデス・ボイソン卿、コンプリヘンシブスクールの校長経験者で、ブラックペーパーの編者で

あり、保守党政権の教育副大臣でもあったが､彼はコンプリヘンシブスクールを第二次大戦以来の｢一
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般文化におけるゆるやかな衰退」と「ルンペンプロレタリアート」の創出と関連付けている(BBCRadio

坐脆tIr2230ctoberl993)。

不十分で粗いデータが、長い間、イングランドとウェールズにおける信頼性のある選抜、非選抜教

育の比較を不可能にしてきた。そのため、コンプリヘンシプスクールの成功か､失敗かという判断は

主観的意見に依拠することとなった。都市部とその周辺部の教育の質についての鼎総は続いていた。

タイムズの前編集者である、サイモン・ジェンキンズのコンプリヘンシブスクールヘのあたたかい見

解は､他の新聞コラムニストのほとんどとは対照的であるが､彼は1996年に以下のように書いている。

悪い中等学校がある。しかし'965年以前と比べればそれほど悪くない｡または現在のオプトアウト政

策の結果の｢沈下｣学校ほどにはひどくはない。もし私たちが30年以上前のイレブンプラスによる選

抜を続けていたら、あるいはもし私たちがその方式に今から戻るとしたら、英国の労働力がどのよう

になってみえるかを神はご存知である（Jenkins，1996)。

そのような議論はメラニー・フィリップスには大して効果がなかった。彼女は最近、コンプリヘン

シブスクールが学校の失敗に責任があるということを否定することは「不潔な台所を持っているレス

トランが食中毒になんら責任を持っていない、責任は所有者にある、といっているのにちょっと似て

いる」と論じた（Phillips，2006）。

イギリスのコンプリヘンシブスクールの評判は、いくつか良く知られたエピソードによって傷付け

られている。ライジングヒルコンプリヘンシブスクールの閉鎖は、ロンドン参事会がわずか５年前に

設立したものであったが、不適切な建物に大規模なコンプリヘンシブスクールを設立することについ

ての関心を巻き起こし、また同時に、その校長の進歩主義的リーダーシップのスタイルへの懐疑とい

うものももたらした。設立10年後､旗印だったキッドブルックスクールもまた､論争の的となってい

た。キッドブルックスクールの女子たちに見られた「困難な要素」についてのひとりの音楽教師のコ

メントは、タイムズ教育版の激しい反コンプリヘンシブスクール派の編集者にとって、分離されてい

ない学校教育と貧困な験の水準との関連を主張するための攻撃手段を提供した（Kerckhoffeta1.,

1996.ｐｐ,27,67)。次の10年間に､おそらく「典型的」と看倣された学級の状況剰美の問題について、

しかし生徒の能力が交差する場面を欠くロンドンの中等教育学校からの映像を常に流しながら、いく

つかのテレビでの報告や報道番組がなされたが、これらは、コンブリヘンシプ運動に対してさらなる

害を与えた（Chitty，1989,p､66）。

この前まで教育副大臣であったルース・ケリーも同様に、1960年代および'970年代に捧げられた

コンプリヘンシブスクールのミッションと、「ひとたび生徒が学校の門をくぐってからの質の高い教

育を提供するとはどういうことであったか」ということについての思索は、あまりにも少なかったと

公式に認めた。興味深いことに、それと同時に、ケリーは、「純粋なコンブリヘンシブ〈教育〉」と

いう概念を是認し、「コンブリヘンシブのく理想>」は強力に残っていると認めた(ajar1djaﾉｺﾄ３０March

2005,p､4）。コンプリヘンシブスクールを支持することと、コンブリヘンシブ教育を支持することと

の違いは、これはちょくちょく初等教育や義務教育後教育の対象年齢の局面では取り入れられるもの

であるが、ここ20年間でさらに明白になってきた。コンブリヘンシブ教育の成功は､ナショナルカリ
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キュラム、評価に関する共通の枠組み、義務教育後教育と高等教育に進むものの比率の改善された上

昇､そして包摂､寛容､民主主義と言った価値の促進というものを含んでいると主張されている(Benn

andChitty，1996,pp,461-502；Whitty，2004）。

５．結論

ここで想定した議論をさらに広げた最近の本のある一章で、私はイギリスのコンプリヘンシブスクー

ル教育の事例について、いくつかの医学的アナロジーを使っている。この患者は、第二次大戦後、援

助もなく産声を上げた｡２０年間は保育器に入れられた状態であった。1960年代を通じて、コンプリヘ

ンシプスクールは、集中治療から利益を得た。しかしその労働党の医者たちは、あまりに少ない酸素

を与え､それが栄えることを可能としたであろう短期間の高額治療を処方することを止めてしまった。

部分的には健康体であったから、この患者は強くなった。しかし、かつて予想されたような人生を楽

しむことはなかった。1970年代は、その治療について意見が分かれた。そして次の１０年では、コン

サルタント、マーガレット・サッチャーの予約リストに加えられていることがわかった。彼女は以前

は同情心のない若手医師だった。しかし依然としてコンプリヘンシブスクールというものは、人目を

忍んで窒息死させたり、死のための注射を打つ対象となるものでもなかった。そのかわり、無視され

たのだ。以前はそれに依拠した人々から関心を持たれなくなった。記憶の喪失と精神分裂病に苦しん

で、コンプリヘンシブスクールは､病棟周辺から追い出され､院外患者となり、見失われたのだ｡１９９７

年から、新しい労働党の治療チームが他の患者のために与えられた。すなわちファウンデーションス

クール、信仰学校、スペシャリストスクール、そしてアカデミーのために。それはかつてコンプリヘ

ンシブスクールが必要としていた関心と薬を携えていた。

公立部門におけるイギリスの中等教育対象年齢の子どもたち全てが地元の学校に行くべきだという

かつての見方は、今や歴史的好奇心となり、私たちは、コンブリヘンシブ〈教育〉が、コンブリヘン

シブ〈スクール〉なしに２１世紀に反映するかどうか熟視するのみである。
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