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大田直子先生略歴と著作

【略歴】

1956年東京都生まれ

1980年東京女子大学文理学部社会学科卒

1989年東京大学大学院博士課程（教育行政学）

修了

＊１９８５年秋～１９８８年春リーズ（Leeds）大学

修学

1989年日本学術振興会特別研究員

1991年帝京大学文学部国際文化学科専任講師

１９９１年教育学博士（東京大学）

1994年東京都立大学人文学部助教授

2005年首都大学東京大学院人文科学研究科

助教授

2006年首都大学東京大学院人文科学研究科

教授

２０１０年３月２８日逝去

【著作】

『イギリス教育行政制度成立史一パートナーシップ原理の誕生一』東京大学出版会1992.12

＊日本教育行政学会奨励賞受賞

『現代イギリス「品質保証国家」の教育改革』世織書房2010.4

【共編著】

『多元化社会の公教育新しいタイプの公立学校の創設と教育の公共性』マイケル・アップル、ジェフ

リー・ウオルフオード、黒崎勲、大田I通子総務日日教育文庫2003.6

『学校をよりよく理解するための教育学①教育の原理』黒崎勲と共編著、学事出版、２００５

『学校をよりよく理解するための教育学②教育内容と方法1』黒崎勲、大田直子編著、学事出版、２００６
『学校をよりよく理解するための教育学③教育内容と方法2』黒崎勲、大田直子編著、学事出版、２００６

『学校をよりよく理解するための教育学④教育行政と学校経営』黒崎勲、大田直子編蕃学事出版、２００７

『学校をよりよく理解するための教育学⑤学校の心理学』越野由香Il4、大田直子綿祥、学事出版、２００７

｢黒崎勲教育行政＝制度論の意義」『教育のために－理論的応答』田原宏人、大田直子編著、世織書房、
２００７．５

『学校をよりよく理解するための教育学⑥教育学の基礎教養』黒崎勲、大田直子編著、学事出版、２００８

【分担執筆】

｢イギリスにおける強制就学制度の成立とその意義」牧柾名編『公教育制度の史的形成』梓出版社、
１９９０
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｢サッチャー政権下の教育改革」『教育学研究の現在：教育学年報』（通号１）世織書房、１９９２

｢サッチヤリズムの教育改革」『世界の教育改革：岩波講座現代の教育第１２巻』岩波書店、１９９８

｢イギリス新労働党の教育政策一装置としての『品質保証国家』」『教育学年報』（通号９）世織書房、

2002.9

｢市民社会における教育の品質保証メカニズムの歴史（序論)一一ベンサムの国家公務員採用試験制度

案」『教育学年報』（通号１０）世織書房、2004.3

｢自立した学習者の創出と基礎学力一一近代教育のパラドックスの深化」佐藤学、深野由紀子、北村友

人編著『未来への学力と日本の教育１０揺れる世界の学力マップ』明石書店、2009.4

｢公教育の危機と学校選択・バウチャー制度」マイケル。Ｗ・アップル、ジェフ・ウィッティ、長尾彰

夫編著『批判的教育学と公教育の再生一格差を広げる新自由主義を問い直す』明石書店、2009.5

【翻訳】

スティーブン・ボール「教育・メージャー主義、そして『死者のカリキュラム』」『教育学年報』（通号

３）ｌ９９４

ヘンリー・ジル一「抵抗する差異一カルチュラル・スタディーズと批判教育学のディスコース（特

集教育の脱構築)－（植民地と教育)」『現代思想』２４（７）1996.06

アンデイ・グリーン「教育，グローバライゼーシヨンと国民国家」『教育学年報』（通号６）1997.10

ジョブ・ウィッティ<講演記録＞「現代英国教育政策における連続と断絶(上）ニューライトからニューレ

イバーへ」『教育』４９（４）（通号638）1999.04

ジョブ・ウィッティ<講演記録＞「現代英国教育政策における連続と断絶(下）ニューライトからニューレ

イバーへ」『教育』４９(6)（通号640）1999.06

アンディ・グリーン『教育・グローバリゼーション・国民国家』東京都立大学出版会、2000.3

マイケル｡F､Ｄ､ヤング「後期中等教育カリキュラムの教育社会学一未来のカリキュラムに向けて（特

別論考)」『教育学年報』（通号８）2001.10

マイケル・ＦＤ・ヤング『過去のカリキュラム・未来のカリキュラム』東京都立大学出版会、2002.2

メグ・マグワイア「教育か訓練か？－教師になる準備とそれに関連する大学の役割について」『教育

学年報』（通号９）2002.9

マイケル・アップル『右派の／正しい教育一市場、水準、神、そして不平等』世織書房、2008.6

【論稿】

｢1902年教育法、１９０４年教育法の一考察一一LEA成立史」『東京大学教育学部紀要』（通号２３）

１９８３

｢1902年教育法成立をめぐる一考察一学務委員会(SB)から地方教育当局(LEA)への移行をめぐって」

『教育学研究』５１（４）1984.12

｢イギリス義務教育無償をめぐる問題-1891年教育法について」『東京女子大学社会学会紀要』（通

号１３）１９８５

｢イギリス1870年基礎教育法再考（<特集>教育人権と義務教育制度)」『東京大学教育学部教育行政学

研究室紀要』7,1988.03

｢現代イギリス教育行政制度をめぐる諸問題一危機にたつパートナーシップ」『東京大学教育学部紀

要』（通号２８）１９８８

｢１８６２年改正教育令の再検討一市場原理によるイギリス公教育制度の組織化」『教育学研究』５５（２）

1988.06

｢イギリス１８７０年基礎教育法の意義をめぐる論争について：ＥＧ・ウエストの理論を手掛りに」『東京

大学教育学部教育行政学研究室紀要』9,1989.06

｢義務教育費国庫負担法における『教育の機会均等』と『教育の地方自治』｣『東京大学教育学部紀要』(通
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号３０）１９９０

｢労働者階級と３Rs：イギリス公教育制度成立期の労働者階級の状態（一)」『東京大学教育学部教育行
政学研究室紀要』10,1990.7

｢イギリス社会と教育一プライス委員会報告書の今日的意義」『帝京大学国際文化学会紀要』第４号
１９９２

｢『秘密の花園』の終馬－１－一イギリスにおける教師の教育の自由について」『人文学報』（通号
259）1995.03

「イギリス１９４４年教育法再考一一戦後教育史研究の枠組みを越えて」『人文学報』（通号270）
1996.03

｢研究ノートもう一つの教育行政制度原理一英国中産階級のための教育行政制度構想｣『人文学報』(通
号289）1998.03

｢『学校選択』と不平等一実施１０年を経たイギリスの経験(特集｢学校選択の自由」と学校事務)」『学
校事務』５１（８）2000.08

｢グローバリゼーションと国民国家一公教育制度の論議をめぐって（特集教育改革の座標軸を求め
て－２１世紀の公教育を考える委員会)」『教育評論』（通号647）2001.3

｢StateFormationandtheDevelopmentoftheNationalEducationSystem：ThecasesofJapanand
EnglandandWales」『人文学報』（317）2001.3

ミニ講座｢イギリスと日本の教育改革､その比較論の試み福祉国家の行き詰まり」『学校事務』５２(4)
２００１．４

ミニ講座｢イギリスと日本の教育改革､その比較論の試み『品質保証国家』の登場｣『学校事務』５２(5)
２００１．５

ミニ講座「イギリスと日本の教育改革、その比較論の試み日本との共通点」『学校事務』５２（６）
２００１．６

ミニ講座「イギリスと日本の教育改革､その比較論の試みワンズワースの事例研究(1)」『学校事務』
５２（７）2001.7

ミニ講座「イギリスと日本の教育改革､その比較論の試みワンズワースの事例研究(2)」『学校事務』
５２（８）2001.8

｢イギリス検定教科書のないイギリス（特集教科書問題を検証する）－（世界の教科書はどうな
っているのか)」『季刊教育法』（130)2001.9

ミニ講座「イギリスと日本の教育改革､その比較論の試みワンズワースの事例研究(3)」『学校事務』
５２（10）2001.10

ミニ講座「イギリスと日本の教育改革､その比較論の試みワンズワースの事例研究(4)」『学校事務』
５２（11）2001.11

｢EducationRefbrminContemporaryJapan:PolicyBorrowing?」『教育科学研究』（19）2001.12
｢イギリスの教育改革（特集教育の危機と改革)－（諸外国の教育改革)」『アソシエ』（８）２００２

ミニ講座「イギリスと日本の教育改峨、その比較論の試み品質保証国家のもとでのニュー・パブリ
ック・マネジメント」『学校事務』５３（２）2002.2

｢イギリスの教育改革一『福祉国家』から『品質保証国家』へ（特集＝教育の現在)－（教育のポ
リテイクス)」『現代思想』３０(5)2002.4

ミニ講座「イギリスと日本の教育改革、その比較論の試み（補論）日本の教育改革動向を考える(1)」
『学校事務』５３（９）2002.9

｢評価の政策史一イギリスの経験（特集教育改革と評価のダイナミズム)」『教育社会学研究』７２，
２００３

｢国家の教育責任の新たなる在り方一イギリス『品質保証国家』の教育政策（特集国家の教育責任
と地方分権一「学校」の変貌を問う)」『教育学研究』７１（１）2004.3
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特別寄稿論文「メリトクラシーを越えて－社会貢献型企業のための学校（SchoolfbrSocial

Entrepreneurs-SSE）の意義」『日英教育研究フォーラム』（９）2005.7

｢何も変わらないか、独立した経営部門として確立されるか-2010年の学校事務職員（特集学校

事務職員の近未来像を探る)」『学校事務』５８（１）2007.1

｢イギリスの教育改革から何を学ぶか（特集教育再生会議で教育は変わるか)」『季刊教育法』（152）

2007.3

｢イギリスにおける学校査察報告茜の実践例-2005年から新しい査察制度を順次導入（特集学校

評価と事務職員の役割)」『学校事務』５８(3)2007.3

｢イギリスの評価制度について（特集教育と数値目標)」『学校運営』４９（１）（通号549）2007.4

｢新労働党の教育政策一オーナーシップからステークホルダーへ」『人文学報』（411）2009.3

【その他】

｢留学生事情（日本からイギリスへ）国際化一一日本の再発見への回帰」『教育評論』（通号493）

1988.07

｢留学生事情（トライ・アブロードー学校から世界へく特集>)」『教育評論』（通号493）1988.07

｢イギリス1870年基礎教育法再考」『日本教育学会大曾研究発表要項４８』1989.08

訳者解説「スティーブン・ボール教授とイギリス教育政策分析について」『教育の中の政治：教育学年

報』（通号３）１９９４

｢第１提案第二次世界大戦と教育一イギリスの経験（教育史学会第３９回大会記録）－（シンポ

ジューム：１９４５年の教育史的位置づけ－第二次世界大戦と教育)」『日本の教育史学』（通号３９）

１９９６

｢五十嵐顕先生の最後のお仕事」『五十嵐顕追悼集』五十嵐顕追’悼集編集委員会、同時代社、１９９６

｢ラウンドテーブルイギリスの学校で今起っていること（日本教育学会第５４回大会報告)」『教育

学研究』６３（１）1996.03

書評「森川泉著『イギリス中等教育行政史研究』」『教育学研究』６４（４）1997.12

｢Modemizationとしての教育改革－１９８０年代教育改革の歴史的評価（日英教育研究フオーラム第

６回大会報告）－（シンポジュームサッチャー時代の教育改革の歴史的評価をめぐって)」『日

英教育研究フォーラム』（通号２）1998.09

研究活動リポート「教育革新調査研究所(OECD/CERI)のWhatWorksPrQjectに参加して」『教育評論』
（通号640）2000.08

書評「清原正義著『教育行政改革と学校事務』｣『日本教育行政学会年報』第２７号､日本教育行政学会編、

２００１

｢第２３分科会／教育条件整備の運動学校を共同の生活・学習の場に－教職員全体で問題の共有を

（憲法・平和・人権と教育課題一第５１次全国教研in宮崎）－－（分科会)」『教育評論』（通号

661）2002.5

苔評「志水宏吉著『学校文化の比較社会学一日本とイギリスの中等教育』」『教育社会学研究』７３，

２００３

｢公開シンポジウム・総括」『日本教育行政学会年報』第２９号黒崎勲と共著日本教育行政学会編

２００３

GeoIYi･eyWalIbrd：中島千恵他「ウオルフオード報告後の質疑（日英教育研究フォーラム第１１回大会

記録：多元化社会の教育)」『日英教育研究フォーラム』（７）2003.7

｢地教行法一部改正と学校運営協議会論議（日本教育学会第６３回大会報告）－（課題研究２学校の

ガバナンスとマネジメントに関する総合的研究一学校運営協議会の法制化に見る学校ガバナンス

の思想と制度)」『教育学研究』７２（１）2005.3

｢続・教育行政学研究の実綱と課題－１９８５年から２００４年までのデータを中心に」学会創立記念
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４０周年記念『教育行政学の回顧と展望』日本教育行政学会、２００６

StephenBall「シンポジウムスティーブン・ボール教授への質問一『サービスクラス』とは誰か？

〔含サービスクラスについて,質疑応答〕（日英教育学会第１４回大会記録)」『日英教育研究フオーラム』
（10)2006.7

｢教育におけるキイワードとしてのミドルクラス（日英教育学会第１４回大会記録)」『日英教育研究フ
ォーラム』（10）２００６７
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【特別寄稿】

大田先生の思い出

一日英の初等中等教育政策の発展一

モリス・ジェンキンズ

(翻訳家、元ブリティッシュ・カウンシル職員）

今年（2010年）４月１日、私は、大きなショックを受けた。それは、日英教育学会からの、

大田直子先生ご逝去を知らせるメールだった。

私が初めて大田先生と知り合ったのは、いつだったか正確には覚えていないが、１９８０年代だ

ったことは間違いないと思う。当時、東京のブリティッシュ・カウンシルで勤務していた私の担

当分野の中で、教育は大きな割合を占めていたので、大田先生に会う機会はたくさんあった。日

英教育フォーラムの創設をはじめ、教育に関する幅広い要件について、楽しく意見交換したこと

を嬉しく思い出す。プリカンを退職した後でも、公私にわたって、先生はいつもユーモアを交え

ながら、私のわがままに喜んでつきあってくれた。大田先生の分りやすい説明の仕方や、話の要

点を直ぐつかむ能力、明敏な頭脳と同時に、旺盛な探求心を深く認識させられた私は、会うたび

に、自分の心も温められた。

大田先生には、言葉に表せないほどの数々の感謝を申し上げたい。

大田先生への追悼として、この小論を表した。

初等中等教育政策の発展：基本概念としての不平等

どのようなテーマで書こうかと考えていた時に、丁度、バーナードという有名な慈善団体発行

の報告書が刊行された１．この報告書は事実と統計に基づき、教育のあらゆる面で、低所得者の

家庭やその他家庭環境が整っていない子どもの教育のチャンスがどれほど抑制されているかを明

らかにしている。この報告書の内容は私の考え方と合致していたので、英国の初等中等教育の発

展を背景に、「不平等」を基本的な概念として位置づけ、なぜその報告書が述べている事情が起

きたか、ということを日本の教育発展と比較しながら論じたい。

ここでは基本的に、１８７０年以降の時期を対象とする。なぜなら、そこまで遡らないと、現在

起きている教育問題の本当の原因を明かすことができないからである。また、1870年の何世紀

も前から日英両国共に教育は行われていたが、中央政府が法令を通じて教育課程に直接関与し始

めたのは、両国共に1870年代であるからである。

１９世紀の日本の実情

まず、日英を比較するために、１９世紀の両国の実情について簡単に述べてみたい。
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日本では、江戸時代を通じて、武士の子弟を対象にした藩校があった。藩校で教える内容は、

１９世紀の後半には、武道中心から政治に関する学問が大きなウエイトを占めるようになった。

また、全国には寺子屋が広がっていた。それは名前の通り最初はお寺から始まったが、１９世紀

になるとその多くは個人の家で講義が行われた。その内容は、読み、書き、そろばんはもちろん

のこと、場合によって、もっと高度なレベルの講義もあった。約７５万人の児童が、１１，０００余

りの藩校や寺子屋で、江戸時代の終わりまで講義を受けた。特に読み、苔き、そろばんの能力が

男子約８０%、女子約６０％ほどの高いレベルに達していたことを、当時滞在した西洋人は大変驚

いたそうだ。

ここで強調したい点は、ご承知のように、江戸時代には「士農工商」という社会のカテゴリー

があったが、「士」は別にして、その他のカテゴリーは社会階層を示すものではなく、専門職業

別の分け方に過ぎなかった。また、限定的ながらも身分移動があり、ある程度の社会的流動性も

あったと言われる。貧富の差は拡大しつつ、身分社会が暖昧になる中でも、教育を尊重する姿勢

が深く根付いていて、明治維新がもたらす新しい教育制度の受け皿が既にできていたと考えられ

る。

１９世紀の英国の実情：社会階級と大英帝国

英国では、１９世紀の終わり頃になっても、かなり堅固な社会階級制度が依然として社会全体

を貫いていた。簡単に言えば、社会は、上流階級（貴族、大地主など)、中流階級（成金の商人

など2)、と労働階級の三つの階層に分かれていた。この社会構成の中で上流階級層の子弟を受

け入れたのは"publicschools風3だった。また、上流階層の中では、家庭教師を雇って子どもを教

育していた家庭もあった。一方、中級階屑にあっては、その上隅の子弟は場合によって‘‘public

schools"にも入学できたが、その大半は私立の輿grammarschools向に入学した。言うまでもなく、

学校の授業料は無料ではなかった。そして、労働者の子どもの大半は、ビクトリア女王の時代に

は何の教育も受けられなかったが、就学を望む子どもを受け入れるための、いわゆる"voluntary

schools”（以降、「任意学校」と記す）があった。もう少し詳しく言えば、「任意学校」も分かれて

いた。１８１０年に､一つは､クエーカー教徒であるランカスター氏の教えを授業内容にする"British

schools"と称された無宗派学校であり、もう一つは、学校の数としては遥かに上回る"national

schools"だった4．後者の創立団体は英国国教会を代表するNationalSocietyと言う組織であり、
授業の目的は教会の教理と礼拝式を身に付けさせることであった。と同時に、支配階級が社会秩

序の基礎システムとして位置づけていた。

ここで強調したい点は、社会にも学校制度にも、明らかに不平等が存在していたことだ。例と

して挙げると、２０世紀の前半、全国で日曜日の礼拝中謡われた賛美歌の一つに、次の言葉があ

った5．

Therichmaninhiscastle，

Ｔｈｅｐｏｏｒｍａｎａｔｈｉｓｇａｔｅ，

Godmadethemhighorlowly，
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Andorderedtheirestate．

つまり、「富の配分も、社会的地位も、神様によって命じられたことだ」と言っている。

もう一つ忘れてならない側面は、大英帝国の存在である。簡単に言えば、大英帝国には二つの

大きな目的があった。一つは、本国の産業で加工することができる原料を植民地から移送するこ

と。もう一つは、世界各地に点在する植民地の現地人に、英国の業績、つまり政治政策をはじめ、

英国文化などを普及することだった6．パブリック・スクール、または上流階級のグラマー・ス

クールを卒業した人が、国内では国の行政を、植民地では統治を担い、一方、工場、炭鉱などで

の労働は、労働階級の役割だった。

１８７０年代からの制度改革とそれ以降の課題：日本

このような実情を背景に、1870年代には日本では「学制」の発布、英風では「初等教育法」

の制定といった重要なできごとがあったが、それらはどのような意味をもっていたのであろうか。

日本では江戸時代が終わり、国の政策のレベルでは「版籍奉還」と「廃藩置県」などによって、

行政制度は抜本的に改められた。しばらくの間、困難な状況が続いたが、徐々に自治制度が全国

に展開され、国会も開設し、公論制度が進められた。

教育分野に限って言えば7、ご承知のように、明治政府は1872年に、初等教育の普及から高

等教育の発展まで、幅広いビジョンに及ぶ「学制」を公布した。それによると、全国は幾つかの

レベルの「学区」に分かれていたが、小学校は尋常と高等を合わせて８年間とされ、原則として、

全ての子どもの就学が要求された。しかし、このビジョンは壮大なものではあったが現実的では

なかったため､実施にはなかなか困難がともなった。結局､「学制」は１８７９年には廃止され､「教

育令」が公布された。

「教育令」の改正の詳細は省略するが、１８８６年に、日本最初の文部大臣である森有礼は、現

行の「教育令」の代わりに「学校令」を制定し、それぞれの教育制度の各段階を対象に「小学校

令｣、「中学校令｣、「師範学校令｣、「帝国大学令」を発令して、小学校の「尋常」（小学校は尋常

と高等に分れていた）の４年間の就学を義務づけた。しかし、実際には、地方の事情によって３

年間の小学簡易科が認められたのである。また、当時の小学校の主な目的は、天皇の忠実な臣民

の育成とされ、ある意味で英国の思想的な背景と類似点が見られるが、その制度変遷の要点を以

下に取り上げる。

１８９０年に発布された「教育二関スル勅語」を大きな枠組みとして、その範囲内で初等教育、

中等教育、高等女学校制度、また、新しい産業が求めた職業教育制度が勧められた。１９００年に

は、小学校３年間の簡易科が廃止され、義務教育は４年間に統一された。これは、１９０７年に６

年間となり、１９１７年に設立された「臨時教育会議」の勧告によると、義務教育期間は８年間に

延長されるべきとされたが、実施には至らなかった。上記の流れを背景に、１９３０年代以降、超

国家主義・軍国主義の台頭が見られ、1941年には、小学校は「国民学校」と改称された８．

また’920年頃までに、日本では基礎教育を国民に保障し、高等教育へのアクセスを可能にす

る基本的な仕組み、即ち近代的な学校制度がほぼ完成された。この影響は戦後まで続いた。ま
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た、教員養成という師範学校制度も忘れてはならない。戦前、教師の社会地位は高く評価され、

１９０５年までには、教員免許を持たない無資格教員の比率は１６％に減少された。教育に対する、

国民の期待、尊重の態度は深められたと言える。

次に、英国の事情にふれて、その後、戦後の時期について述べる。

１８７０年代における法律による干渉とそれ以降の課題：英国

教育改革のことを先にふれたが、既に1833年には、英国国会下院では初等教育を義務化する

決議が通った。しかし、その決議の実施には半世紀近く待たなければならなかった。なぜならば、

国内、また植民地当局が要求した指導者の教育と訓練は、パブリック・スクールやグラマー・ス

クールによって既に実施されていた。残されたのは労働者階級の子どもであったが、先に言及し

た"nationalschools"を通じて十分対応策がとられているという意見が強かった。しかし、産業

革命がもたらした技術変化などを考えると、全ての児童生徒に基礎教育の必要性が工場主側か

ら強く要求され、国も教育を与える責任があるという意見も強調された。別の側面から見ると、

１８世紀の終わり頃、英国にも、フランス革命のように社会革命が起きるのではないかという恐

れが、しばし、支配眉間で話題となった。１９０２年のラスキンカレッジ創立を巡る議論に象徴さ

れるように、労働者階級が社会秩序を転捜させないために彼らが受ける教育に制限を設ける必要

があるという考え方が深く根付いていた。半世紀近く教育改革を巡る議論が続いていたが、結果

として、１８７０年に制定された「初等教育法」は妥協的産物であったと言える。

もう少し具体的に言えば、１８７０年の「初等教育法」は、その２年後日本で勅令として発布さ

れた「学制」と比べるとそれ程大きなビジョンではなかったが、それは初等教育の制度化に歩み

始めたと言ってよい。同法によると、対象就学年齢は５～１２歳とされたが、義務ではなかった。

また、学校を設立するための機構として学校委員会が設立されたが、その権限は既に任意学校が

ない地域や、その数が十分でない地域に学校を設立することとされた。それは、パブリック・ス

クールとグラマー・スクールは別にして、労働者階級の子どもは学校委員会と任意学校という二

つの学校制度が続いたことになる。

１８８０年には、「１８７０年教育法」が修正され、５～１０歳の教育が義務付けられた。また、就

学は最初有料だったが､１８９９年に無償となった。また､その数年後に制定された｢1902年教育法」

では、学校委員会が廃止され、その代わりに地方教育当局（LEA）が設立された。また、学校委

員会と違って、ＬＥＡの管轄範囲は任意学校も対象とするよう拡張されたが、これが大きな問題と

なった。つまり、１８７０年以降、任意学校が急増し、1902年になると、それまで学校委員会所

管の学校が5,700校、２６０万人を対象にしたが、任意学校は14,000校にのぼり、３００万人の

児童生徒を対象にしていたからである。明らかに、後者の方が上回っており、財政面では非常に

厳しかったが、任意学校の子どもの基礎能力の向上に対する貢献は、無視することができなかっ

た。「1870年教育法」によると、既に「任意学校」に対して、地方不動産税を財源とする補助

金制度が導入されたが、「1902年教育法」によって､その財源は中央政府に移された。また、「任

意学校」がどれほど宗教思想を保つか、また、どのぐらいの補助金を貰うかといった二つの要因

のバランスがLEAにおける交渉の対象になった。
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なお、「1902年教育法」では、ＬＥＡがグラマー・スクールにおいて、労働者の子どもに「無

償学習」を提供するよう奨励されたが、義務にはならなかった。また一方、1906年には、貧困

家庭の子どもが無償で給食を受けられることになり、１９１４年制定の法律により、それは義務付

けられた。従って、制度全体としては不平等な点がかなり残ってはいたものの、英国では１９１４

年までに基礎教育制度ができたと言ってよい。また’９１８年に、義務教育年限が１４歳に引き上

げられ、第一次大戦終了後、経済不況、世界大恐慌、そして第二次世界大戦があったため、その

終了までほとんど変更はなかった。

第二次大戦までの日英教育政策の相違点

上記のことから既に大分明らかになったと思われるが、思想的にみた内実の歪みはさておき、

政策レベルの制度の観点から日英を比較すると、日本の方が当初から国の方針の下に全ての国民

を対象にした幅広いビジョンがあった。やむを得ない事情のため、直ぐは実現に至らなかったが、

後の発展の基礎が整えられたことは間違いないと言える。また、原則として、社会的地位と関係

なく、上級レベルへのアクセスの平等が進んだ。一方英国では、１９世紀に大きく区別されてい

た教育制度は分裂のまま続いていた。言い換えれば、日本は政策は白紙の状態で始められたが、

英国は、何百年間の伝統によって抑制されたのではないかと思われる。それでは次に、第二次大

戦以降の日英の教育の発展を見てみよう。

第二次大戦以降の教育政策の発展：日本

戦後日本の教育政策の発展はあまりにもよく知られているので、細かい記述は省略する9。言

うまでもなく、連合国軍の占領期間、特に米国が日本へ派遣した「米国対日教育使節団」の報告

書は民主主義への動きを促進させたが、日本は米国の要求に応じて教育改革を実施したと同時に、

場合によって、米国の求めに応じながらも日本独特の考え方を強調した例も見られた。具体的に

言えば、学校制度の構造を簡略化して、アメリカ流をモデルにして、６３３４制度にした。そう

することにより、１８７０年に「学制」を公布した政府が意図した通り、改めて全ての国民に高等

教育へのアクセスを開いたのである。また、「教育基本法」をはじめ「学校教育法」などの法律

が制定された。義務教育は９年とされ、それは現在に至るまで続いている。

学習内容を見ると、日本は戦前、当時の文部省に権限が集中し、教育への過度の支配と中央統

制を招いたという考えが米国側にあった。そのため占領中の1947年には、学習指導要領が発行

されたが「試案」という副題が付いていた。教育行政官と教員はそれを基準に、地方のニーズに

応じて教育内容と方法を決定することができた。しかし、１９５０年に朝鮮職争が勃発、アメリカ

をはじめ占領軍の関心は、反共産主義制度を強める方向に移った10。それを背景に、１９５５年以降、

｢試案」という副題がなくなり、法的拘束力が強化された「学習指導要領」が発行された。同制

度は現時点まで続いていて、一般的に受け入れられていると言ってもよい。

他に、注意すべき制度が２つある。一つは全ての国民に教育の提供を実現するため、１９５４年

に「へき地教育振興法」が制定された。同法によると、離島や山村に住む義務教育年齢内の児童

生徒にも教育の提供が義務付けされた。二つには１９５６年制定の｢地教行法｣である。同法により、
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公立学校教員の定期人事異動制度が導入された。それによると、社会地位が公務員となった公立

学校教員は約５～６年毎に、例えば、都市部と農村部、また山岳地と平地などとの人事交流が

実施された。この制度のメリットとしては、平均して高い水準が保たれたことが挙げられ、デメ

リットとしては、各教師の意欲が低下するという懸念が挙げられる。

この制度は基本的に、現在でも続いている。９年間と設定された義務教育期間はそのままでは

あるが、高等学校への進学率はほぼ１００％になった。そして１９４９年に公布された「私立学校

法」により私立学校に対する補助金制度が可能になった。１９６０年代における教育の拡大を背景

に、就学前教育と高等教育をはじめ、私立大学の付属中学校、高等学校の充実とあいまって、多

様性のある高等教育へのアクセスは基本的に守られている。

第二次大戦以降の教育政策の発展：英国

英国における教育政策の発展を述べる前に、先述したとおり、歴史的な背景として大英帝国の

継続的存在を念頭に置いて欲しい。多くの人は、大英帝国は第二世界大戦までに消えてしまった

と思っているのではないか。しかし、インドは独立運動により１９４７年に独立したが、アフリカ

をはじめ、世界の各地に大英帝国の植民地が点在していたことは事実である。１９６０年には、当

時のマクミラン首相はアフリカの各地に見られる独立運動に対し、「アフリカにも変化の風が吹

いてきている」と述べたが、保守党の右翼側から強い反発があった。一方、その３年後、既に

改革的社会主義者として広く知られていた当時の労働党党首ハロルド・ウィルソン氏は、１９６３

年の労働党大会で、「科学技術がもたらした変化に対応するため、機会均等の拡大の必要性」を

強調する有名な演説をし、次の１９６５年の総選挙では、首相として当選した。

上記の政治的発展を背最にして、近代教育制度の基礎とよく言われる「1944年教育法」は、

実際にどのような変化をもたらしたかを見てみよう。まず、義務教育機関の就学のスタートは５

歳、修学年限は１５歳に設定されたため義務教育期間は日本より１年長かったが、大体同じと言

ってもよいだろう。根本的な違いは、日本では義務教育期間中、公立制度内で全ての児童生徒は

小学校から中学校へ進学した。これに対して、英国では、１１歳に受ける「イレブンプラス試験」

と称する選抜試験が導入され、受験者の成績によって、３通りの中学校、即ち、グラマー・スク

ール、セカンダリー・モダーン・スクール（以下、「セカモダ校」と記す）とセカンダリー・テク

ニカル・スクール（以下、「セカテク校」と記す）に振り分けられた。また、その３通りの中でセ

カテク校の数が少なかったため、圧倒的に多くの児童生徒は、グラマー・スクールやセカモダ校

に振り分けられた。また、選抜試験は客観的に測定したとは言っていたが、合格率が比較的高い

のは、社会的地位が高い家庭の子どもであったことは驚くべきことではない。

尚、キーポイントはそれぞれ学校修了後、どのような高等教育へのアクセスがあったかという

ことである。グラマー・スクールの場合、入学した児童生徒は１６歳で、１９５１年に導入された

GCEOrdinarylevel(以下､｢Olevel」と記す)試験を受け､２年間の就学後､GCEAdvancedlevel(以

下、「Alevel」と記す）試験を受けて高等教育へ進学することができた。もっと詳しく知りたい方

は､拙論が参考になる'１．一方､Olevel試験はグラマー･スクールを終了した子どもを対象にした。

政府は､１１歳の選抜試験の結果は子どもの能力､適性を表すものだと述べたが､「1944年教育法」
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を巡る国会内の議論の中で、ある議員は少し皮肉なニュアンスを含めて、「神様が用意された学

校の種類にぴったり合わせて､子どもの能力を分けたことは非常に幸運なことです」と､発言した。

選抜試験で合格した子どもについては上述したが、セカモダ校に振り分けられた子どもはどう

なったのだろうか。１９４４年以降、数年間、そのほとんどの子どもは何も試験証明書や卒業証明

書なしに、義務教育を終了した後工場などに就職した。しかし、中層階級の広がりを反映して、

１９５０年代以降、地域によっては選抜試験なしのコンブリヘンシブ・スクール（以下、「コンブ校」

と記す）が生まれてきた。ただ、グラマー・スクールが存続する地域があったため、優秀な子ど

もはまだグラマー・スクールによって選抜されていた。その状況を背景に、政府は１９６５年に、

セカモダ校またはコンブ校で就学する児童生徒を対象とするCerti6cateofSecondaIyEducation
(以下、「CSE」と記す）試験を１９６５年に導入した。その背景に、１９６０年代後半以降、高等教育

施設の新しい形態であるポリテクニックの急速な増加を考えると、ＣＳＥ試験はそれまで、何も資

格、証明書なしに学校教育を終了した児童生徒に、高等教育と繋いでいた別の選択枝を提供する

目的だったと思われるが、それだけでは、１９４４年に導入された制度がもたらした不平等は解消

されなかった。結局、日本の観点から見ると、１９４４年には、抜本的改革のチャンスが失われて

いたようである。

以上のような問題が続いていたが、１９６０年代後半から科学技術を強調していたポリテクニッ

クをはじめ、高等教育へのアクセスが広まってきた。また、１９８８年に、ようやく、GCEOlevel

とＣＳＥが合体して、GeneralCertificateofSecondaIyEducatio、(以下､｢GCSE」と記す)が生まれた。

いよいよ、機会均等への動きが見られるようになった。ただそれまでに、伝統的な産業地域から

産業が消え、地域全体が崩壊したという現象が見られた。従って、子ども間、学校間だけではな

く、地域間の格差も広まってきた。また、観点が変わるが、日本では戦後期に実施された公立学

校教員のローテーション制度と対比して、英国では教師が自分の都合と希望に合わせて、自由に

各学校に申請し、勤務地を変更できる制度がある。この制度は各々の教師にとって、キャリアに

よって早く出世する可能性があるが、制度全体から見れば、学校間の格差が生じる恐れがある。

さて、ごく最近になって、新しい種類の学校として導入されたアカデミ－校にふれてみたい。

それは一部民間企業からの寄付で運営され、前労働党政権下において、貧困地域を対象にしてい

たが、制度に対する評価がだんだん高くなってきていた。２０１０年５月の総選挙により誕生した

保守自民連立政権は「アカデミー校の方針を変える」とし、今後は貧しい地域を対象とするので

はなく、既に業績が高い学校を対象にする方針を示した。言うまでもなく、その多くの学校は富

裕層地域に所在している。

本稿では、1988年に英国で初めて導入されたナショナル・カリキュラ凶2にはふれなかった

が、導入以来スリム化され、どの程度学校間、地域間のギャップの解消に貢献したかが議論され

ている。同様に、１９９７年に首相になったブレア氏が強調した選択権の拡大は、事実上、不利な

状態にいた子どもを救ったか、それとも、不平等のギャップを広めたか、まだまだ議論が続いて

いる。
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結論とこれからの課題

２０１０年の秋から過去１４０年の教育の歴史を振り返ってみると、英国と日本の両国がいままで

解決困難な問題に直面して乗り越えた例は数多くあるので、現時点で直面している問題も必ず乗

り越えていくことだろう。この最後のセクションでは、両国が直面する課題とこれからの方針を

まとめてみよう。

まず、英国については、間違いなく政府にとって一番大きな問題は不平等であるが、政治のレ

ベルでは、特に現在の不景気の中、どの程度政府が本格的に取り組むか賛否両論である。と言っ

ても、教育に限って、政府が最近打ち出した注意すべきプログラムがある。一つは"pupil

premium園である。それは学校が不利な状態にある家庭から来る子どもを受け入れる人数によっ

て、特別の“ボーナス”が支払われるというものである。もう一つは、“teachfirst'，と言うプロ

グラムである。これは、ＮＰＯが政府から補助金をもらって運営し、もっとも不利な状態にある

地域の学校で教える教師を勧奨する制度である。詳細は"TeachFirst"のホームページが参考に

なるので見てほしい'3．このようなプログラムは実際に成功するかどうか、まだまだ未知数であ

るが、冒頭にふれたバーナード報告書が指摘した問題を解決することは、国のあり方を問う鍵で

あると言っても過言ではないだろう。

一方、日本では、本稿で指摘したように平均的に高い教育水準が守られているが、それと児童

生徒に機会均等を保障すると同時に、各地域、各学校の実情に応じて、裁量権限の拡大方法を検

討する必要がある。また、文科省をはじめ、教育委員会、学校、それぞれのレベルで、官僚主義

の弊害を解消する必要性は述べるまでもない。

＊
●●

まだまだ私の研究レベルでは大田先生と比ぶべくもないが、先生がまだ生きていて、本稿を好

意的に判断して頂けるなら、大変嬉しく思う。大田先生のご冥福を心からお祈り申し上げる次第

である。

Requiesceinpaceadaetemitatem．

１ httD：wamardos・or貝.uｋ を開いて、、UnlockingtheGates"と言う報告書を探して下さい。ｐｄｆ

としてダウンロードできる。

２このような商人の記念とも言えるスコットランドのグラスゴーにあるNecropolisと称される広大な

墓地がある。自分の業績と名前を後世に伝えるため、本人たちは立派な墓を作ってもらった。現時点

では、誰もその名前を覚えていないが、墓地は有名な観光地となった。

３この学校は創立時､近所の一般の子どもに開かれていたため、「パブリック･スクール」と称されたが、

いつの間にか､特に、公立教育制度ができて以来､限られていたエリートを教育して、事実上､"private

schools､になって、現時点、、independentschools､の一部になった。

４１８７０年まで、約６０００校があると概算された。また、既に１８０７年に、英国国教会の支持者で

あったJohnBowles氏は、SamuelWhilbread宛の手紙の中に次のことを書いた「"ＷｈｅｎeducaUon

ismadeanationalconcem,ｙｏｕｔｈｍｕｓｔｂｅｂｒｏｕｇｈｔｕｐａｓｍｅｍｂｅｒｓｏfthenationalchurchJome
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７Woに引用された。

５この節が入っていた賛美歌は、アイルランド、アーマー州の大主教の妻によって作成され、１８４８

年に発行された。１世紀以上後、ほとんどの賛美歌集から削除された。

６１９２４年に著された有名な小説、“APassagetolndia画では、１９２０年代に起きたインド独立運動も背

景の要因の一つになっているが、インド在住していた英国人の態度は根本的に、半世紀前からそれほ

ど変わっていないと思われる。

７日本の教育政策史の過程は明治維新から１９９０年代まで、かなり細かく、解りやすく記述されたの

は次の本：『国際協力機構、日本の教育経験』２００３(ppll-35)。ジェンキンズ訳の英語版もある。

８戦争中の時期の中でも反対する声があった。その代表的な例は松前重義と言える。無理矢理に軍隊

に徴兵されたが、戦後、東海大学を創設して、学長となった。松前氏が著した『二等兵記』（東海大

学出版会、１９６０年）は戦争時期を対象にする自伝文学。ジェンキンズ訳の英語版もある。

９上記の脚注にふれた『日本の教育経験』は参考になる。

１０１９５０年代、特に後半は米国国内、共産主義者が迫害されたマッカーシズム時代としてよく知られ

ている。

１１ジェンキンズ・モリス「ナショナル・カリキュラムの歴史的背景とその窓意その思想構造」『早稲

田教育評論』第６巻、第１号（1992)。

１２ジェンキンズ・モリスが著した「ナショナル・カリキュラムの成立過程」『教育学研究』第６０巻、

第１号、８７～９４ページ（1993）は参考になる。

１３TeachFirst（httD://www､ＩＰｒ５ｔｏｕｋ／ ｛よ参考になる。



シェフィールド大学と大田直子さん

鈴木慎一

(早稲田大学名誉教授）

『大田直子さんを偲ぶ会』当日、私は足を踏み外し、アキレス健を傷めた。歩くことが難しく

なり、弔電を打った。その文面を作りながら、昨年の年次大会で術後の大田さんに会った教室の

有様を思い浮かべていた。

名古屋の会合の後、再発したが検査結果がよいという知らせを貰って安堵していただけに、計

報はなかなか胸に落ち着かず、宙に浮いていた。その気持ちのまま電文を綴って、送信を依頼し

て、はじめて「計報」が気持ちの中に沈んだ。

「イギリス教育研究会」は､家永訴訟のおりに家永側証人として法廷にたった大田尭さんの「イ

ギリス教育課程行政」に関する証言内容を事実に基づく発言内容にするため、故人となられた

成田克矢さんからの呼びかけで始められた勉強会である。大田、成田、私の三人で始まり、時折、

堀尾輝久さんや平原好春さんが顔を見せる小さなものである。１９７２年ごろのことだったと思

う。最初は東京大学の大田研究室で会合をもったが、いくつか事情があったらしく、やがて早稲

田大学大隈会館の一室を使うようになった。勉強の主な目的には、文部省側証人があらかじめ法

廷に提出していた発言内容（証拠書類）を厳密に吟味することも含まれていた。神田修さんが参

加するようになったのもどちらかというと早い時期である。

このような動きには、それに先立つ一二の事情があった。それは、日本教育学会が当時エセ

ックス大学からケンブリッジ大学へヒューズホール館長として赴任したリチャード・ディース

(RichardDAeth）氏を招聴したことである。デイースさんはイングランドの試験制度や教育制度

全般についてさまざまな機会に語った。成田さんがそのような会合の折に座長を務めた。私は、

日本教育学会の事務局から依頼されて、ディースさんを一日鎌倉に案内した。そのようなことが、

私が上記勉強会にかかわることの背景だったかもしれない。

勉強会にはイギリスから帰国した方達が招かれたりするようになったが、その頃は訴訟の方も

進み、特に勉強会を密かに開く必要もなくなっていた。定かな記'億がないが、そのころの「イギ

リス教育研究会」について、日本教育学会紀要に会員動向として私が書いたことがある。いま時

期は明確に思い出せないが、ある日、大田直子さんが私の研究室にこられた。どのような話をし

たのか。
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この小さな研究会に故人となられた鈴木英一さん（当時、名古屋大学）がお見えになるように

なって、鈴木さんの院生達も新しいイギリスの動向について話題を提供して下さるような時期が

あり、その後、鈴木英一さんが名古屋大学で開催した日本教育学会の一夕、イギリス教育研究者

の集いの場を設けてくださった。その席で、大田尭さんが自分のイギリスとの出会いや関わりを

語り、イギリス教育の研究に携わる人たちへの要望を述べられた。成田さんは他界していて、会

合を主催していた私が、その要望にこたえるような緩やかなイギリス教育研究者のネットワーク

を作ろうと呼びかけて、それに答えてくれたほとんどすべての方の参加をまつネットワーク作り

が始まった。大田直子さんはこの会合に出ておられて、ネットワーク作りの手伝いを申し出てく

ださった。会合の席上、主な大学でイギリス教育研究に携わっておられた方々にネットワークの

世話役をお願いしたのではなかったかと思う。

旧イギリス教育研究会の事務方を引き受けていた私は、事柄の成り行き上、ネットワークを主

催することになったが、私は各地域にコロニーのようなイギリス教育研究者の単位ができあがり、

その単位を緩やかにつなぐことを念頭においていた。東京には「現代イギリス教育研究会」とい

うもうひとつの研究グループがあって、当時BritishCouncilTokyoが編集した、イギリス関係の

諸グループを総括してディレクトリーにその名があったから、当然、各地にさまざまなイギリス

教育関係の研究グループがあるだろうと予想していたからである。私が知っていただけでも、東

北大学､京都大学､九州大学には､イギリス教育の研究者が大学院で演習指導を行っていた。然し、

当初、フォーラムの姿は「イギリス教育研究会」のあり方とはあまり変わっていなかったと記憶

している。実際に動き出した「日英教育研究フォーラム」も個人のネットワークであった。それ

はそれで実情に即したことであったかと思う。

大田直子さんを事務局長にお迎えして、フォーラムのあり方が一変した。それは、イギリス教

育の研究に向かう人々の方法論的スタンスを再検討する試みとしてフォーラムを組織立てるとい

う趣旨のもので、意欲にあふれたものであった。それまで早稲田大学に会場を求めてきた方式も

改めて、中央大学の施設（御茶ノ水）を用いるというように、新しい組織に新しい命とリズムを

与えようとする積極性に富む方針であった。第一回のフォーラムが、イギリス教育史研究の方法、

方向性、課題を中核とする内容を整えたことは、大田直子さんのその意欲的な取り組みの結果で

あった。私は、個人的にはそれまでの私の仕事への学術的な一つの挑戦としてその企画を受け入

れ、また、緊張したことを覚えている。思い起こすと、それは「近代」批判と教条的マルクス主

義批判を基底にした「学識」批判に向かおうとするもので、イギリス教育の党派性吟味を媒介と

しながら､日本の共産党､社会党の政党イデオロギーと教育学の関連を批判する意味も備えていた。

その後、大田さんと私はBritishCouncilのMauriceJenkinsさんと種々 意見交換をしながら、

イギリスからの訪問者をフォーラムに招いた。それは年次大会に限らず、通年数回に及ぶもので、

私達からの要望もあれば、カウンシルからの要請でもあるという人選であった。そのつど、訪問

者の発言がニューズレターやOccasionalPaper、あるいは紀要として残されたのは、偏に大田さ

んの努力の賜物である。大田さんは一人で印刷もなさった。
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１９８８年教育改革法が施行されて間もなく４年になろうとするころ、私はBritishCouncilの計

らいで、その実態を調査に出かけたことがあった。冬、雪のヨークシャーを訪ね、ロンドンのあ

ちこちへ足を運び、機会を得てエディンバラに旧友を見舞った。その旅程の一つにシェフィール

ド大学があり、炭鉱の町として栄え、衰えたその町を訪ねてポップルトン教授その他のかたがた

に教育改革について尋ねた。

会合の後、PeterGilroyさんが町を案内してくれた。町並みを見ながら、大田さんがこの町で

学んだころ、どのような日々 を送ったのだろうかとフト思い出し、足を止めた。1970年代始め

ころ、ロンドン大学で過ごした毎日は、私にとっては「希望」や「落胆」や「失意」が交々に去

来する日々であったことを多少苦々しく思い出しながら、私の知らない大田さんを私は想像して

いた。

その後、イギリスのサッチャー・ベーカー教育改革がどう進んだかは、いまは誰に目にも明ら

かになっている。しかし、私は「大論争」（GreatDebate）が労働党政権時に政治的に始められた

ことと、保守政権による教育改革との間にある持続性がどこを基盤にして保持されているかを知

りたいと思った。MJenkinsさんに相談して、大田直子さんにも助成してもらえるようにしなが

ら、調査旅程を固めた。このときは、その前年にスコットランド教育局から２名の官僚をフォ

ーラムに迎えて談論しており、また、イングランドの教育関係政務次官にあたる方が東京を訪問

した折りに、対話する機会を得ていたので、英国の官僚たちに合わせてもらえるようにJenkins

さんにお願いをした。私は、イギリスの教育政策にかかわる公務員、官僚層の意識を確かめる必

要があると思ったからである。

この旅で、私は大田直子さんの直感と実力をさまざまな場面で見たと思っている。一つは、大

田さんがイギリス人の生活にしっかりと足をつけて研究調査をそれまでしてきたことが色々 な機

会に自然ににじみ出たこと。もう一つは、ロンドンの二人の官僚とのやり取りで、その対話は興

味深いものであった。私達が教育政策の一貫性を保つ担い手であり、また、努力しているという

自負心にみちた言葉が、政策に関する私や大田さんの質問に答える傍ら、彼らの姿勢から伝わっ

てきたのである。それを可能にした対話力は大田さんの英語に負うことが大きかった。イギリス

には成文憲法がない。政権交代による政府は､先立つ政権の政策を１８０度転換することができる。

それが慣習法である。そのような政治的構図のなかで官僚が果たす役割は決して小さくなく、ま

た、非力でもない。そのようなことをそこで学び取った。

調査の最終地、エディンバラからの帰途、フライイングスコッツマンの食堂で、一通りの調査

を終えて肩の荷が軽くなった大田さんと私は、シェリーとスコッチウイスキーを味わった。大田

さんはよい飲み手でもあって、イギリス教育を学問とすることについて語って倦むことがなかっ

た。

大田さんが事務局長を務めて何年目のことであったか、Jenkinsさんと相談して、若手研究者

を対象とするscholarshipをフオーラムが出すようにする企画を立てられた。ご自分のイギリス

での滞在経験や、フォーラムを一層活性化する施策として着想されたのかもしれない。また、人

とのつながりが若手の研究者にとって将来どれほど大事なものになるかを知る大田さんの知恵で
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あったとも思う。BritishCouncilからの助成金は円にして３０万円程度が見込まれていた。

正式にこのscholarshipが導入されて、数名の人たちがイギリスへ渡った。音信不通になっ

ている人もおり、この種の制度の運営のシンドさが胸中澱のように沈むが、BIitishCouncilは

Jenkinsさんの退職後、この資金援助を断ってきた。私は何度かカウンシルの副所長格の方と話

し合いをしたが、カウンシル自体の財政規模が縮小していて、趣旨は理解できるが現実的に対応

できないということで、妥協点がなかった。

私は、せめて３年間この制度を支えたいと思い寄付を申し出たが、私自身が病を得て、支援

することができなくなり、大田さんに苦労をかけることになって、現在に至っている。私として

は、私自身の健康に見通しが立てば、改めて大田さんの意思に応えたい。

一昨年であったか、あるいは更にもう一年前であったか、プリストル大学のクロスリー教授を

招いてもらい、久方ぶりに私も大会に出た。そのときに大田直子さんは、年齢から見て残る年月

のうちに、せめて二つの仕事を仕上げたいと指折り数えておっしゃっておられた。それが何かは

判らないが、意欲的に生きようとしている姿と面差しを目にして、私は励まされた。頚椎狭窄と

いう疾患は、病人当人に予期できない身体の機能失調と意識障害をもたらすので、私は勢い守勢

になっていた。

久しぶりに会えて嬉しいという率直な大田さんの言葉を貰って、私は自分なりの歩み方を改め

て組み立てなおそうとその時思った。遅れているいくつかの仕事に終止符を打つ作業を改めて始

めていたので、そのことを機会があれば伝えたいと思っていた。その手筈の一つとして、完成間

近な草稿を見てもらえないかというメールを送ったのに対して、返事がなく、「オヤ？」と思っ

ていたときに、計報を聞いたのである。

大田さんはきちんとご返事を下さる方だったから、、無言”は常ではないことを私に暗示して

いたが、その直前のメールで医師の診断が“好い”方向であることを知らせていただいていたか

ら、多忙なのだろうと考えていた。計報を受けて言葉がなかった。今にして思えば、「せめて二

つの仕事」という言葉に沿って、もう少し尋ねておかなければならなかった。

たくさんの仕事をした大田さん。私は多くの学恩を受けた。大田さんにし残した仕事がなけ

ればよいと願う。大田さんの厚意と忍耐と寛容に応えるには、私にはそれぞれの仕事を進めて、

実を結ばせて、大田さんに答えるしか術がない。然し、「言葉」「笑顔｣、ゆったりとした歩み方、

カラフルな装い、それらが私の仕事の実りに木魂のように返ってくることがない。寂しさの極み

である。

合掌
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木村浩

(城西大学）

「氷山の一角」と言う。残余の大部分は水面下にあって、その大きさや形状は測り知れない。

このことは大田さん場合についても言い得よう。私が知っていた大田さんは、まさに「氷山の一

角」であった、という思いが強い。

大田さんと初めてお会いしたのは、日英教育研究フォーラムの創設と関わって、鈴木慎一さ

んほか何人かと早稲田大学で会合した折りであったかと記憶する。第1回目の研究大会の開催が

1992年夏だったから、その少し前であったかも知れない。定かではない。以来、鈴木慎一さん

が「代表」を、大田直子さんが「事務局長」を引き受け、絶妙のコンビを組んだ二人を先頭にフ

ォーラムは船出した。以後、会の名称は「日英教育学会」と変わりながらも２０年の歴史を刻む

ことになる。２００２年秋から「代表」は上田学・現代表に引き継がれたが、「事務局長」の大田

さんは留任とされた。

学会は、規模の大小、会員数の多少とは無関係に、備えるべきとされる要件は満たさなけれ

ばならない。少なくとも年１回の総会と会員が研究成果を発表する機会を設けるほか、学会内部

組織の規程作成、諸事業の企画と実施、学会誌・ニューズレターの発行など、である。フォーラ

ム発足当初から「運営委員会」の委員の一人として、非力ながらも、会則の制定や学内組織の検

討、そのほかの諸事業の計画・実施にも関わったが、鈴木代表と大田事務局長の「三面六胃とか

八面六胃」とも形容される獅子奮迅の活躍には、その場に居合わせた誰もが脱帽せざるを得なか

った。綿密な計画と周到な準備に基づく、実現可能性の高い「代表・事務局長」執行部の諸提案

が、運営委員各位の賛同を得るに難渋することはほとんどなかった。

大田さんが、優れた研究者であり、学生を大切にする教育者でもあり、加えて秀でた事務処

理能力の持ち主であることを知ったのは、フォーラムが発足してから暫く経ってからのことであ

る。会則に規定する目的「イギリス教育の研究を多角的に発展させ、日本の教育の進展と日英両

国の教育研究者の交流および両国の親善に貢献することを目的とする」に添った「事業」として、

以下のことが合意された。（１）イギリス人研究者を招聡して講演会･シンポジュームを開催する、

（２）ブリテッシュ・カンシルの協力を得て、日本人教育研究者から候補者を公募し、選考のう
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えイギリスでの滞在研究の補助金を支給する、（３）会員の総力を挙げて「イギリス教育事典」を

編纂・刊行する。無論、代表・事務局長を中心に、会員各自がそれぞれの分担にしたがって事を

すすめた。しかしながら、各「事業」の企画・実施の総帥として指揮を執ったのは、代表と事務

局長であり、責任を持って実行したのもこのお二人であった。

私のささやかな事務局経験'からしても、これは大変な難事業であることは明らかなことであ

った。学会代表は無論のことであるが、具体的な実務については大田さんが当たった、と言って

よかろう。（３）の教育事典編纂については、私は顧問と執筆分担者の一人であったが、総括事

務担当ではない。しかし、毎号のニューズレターその他の連絡情報や灰間によって、大田さんの

時間的、労力的、精神的な負担は相当に過重なものであったことが想像された。

私が大田さんを賞賛して止まないのは、かかる想像を遥かに超える事務局長の職務の重責を果

たした上に、教育者としての学生指導に親身になって取り組み、さらに教育研究者として素晴ら

しい多くの業績を挙げられたことである。

５月８日午後に開かれた新宿・京王プラザ・ホテルでの「お別れ会」に出席した。そこで参

会者に配付された「大田直子先生お別れの会」（お別れの会実行委員会作成）の冊子所収のご挨拶

文やご遺族のお言葉のほか、とりわけ著作目録等を丹念に拝見して、研究者としても、また教育

者としても稀にみる逸材であったことを改めて確認した。私がそれまでに知っていた大田さんは、

まさしく「氷山の一角」に過ぎなかったことを、まざまざと思い知らされたのである。

旧知の黒崎勲さんから、当時帝京大学に勤務されていた大田さんが大学院では教育行政学科

に学ばれたことを聞かされていて、いささかの親近感を覚えていた。個人的に親しく交流すると

いうことはなかったが、いずれ適当な折りに、教育行政学科の恩師のことなどを話題に個別にお

話でもする機会を得たいものと思っていた。今となっては、ついにその機を逸してしまったので

ある。残念至極と言うほかない。

青木研作さんからの計報をうけて、珊嵯に思いついたのがご遺族宛の手紙であった。弔電で

は十分にお伝えできない「弔意」を、せめてご遺族にお伝えしたく考えたのは、このような思い

があったからである。７月の下旬、大田さんのお姉様、中野郁子様から真にご丁重な封書を頂戴

し、おおいに恐縮した。文面からは、ご家庭での大田さんの明るく快活な生活の一面が十分に伺

えた。「お別れの会」の会場に飾られた遺影を想い出し、あらためて冊子所収のいつもと変わら

ない「笑顔」に往時を偲んだ。

この遺影とは別に、大田さんを真ん中にして摂った、今となっては限りなく貴重な１枚の写

真2が私の手許にある。１９９９年３月２３日午後のことである。早稲田大学国際会議場の一室で開

かれたイギリス教育事典編集委員会の会合終了後に、リーガロイヤルホテル早稲田１階のガーデ

ンラウンジに移動して、翌日に渡英する大田さんの壮行を兼ねて、有志数人で軽食を摂った。リ

ーガロイヤルホテルのラウンジ入り口ドアを背景にした写真である。私が携行した小型カメラで
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の撮影であったが、後日に写真に収まった一人一人には「焼き増し」分を郵送させていただいた。

写真に収まった方々のお手元には、黒の外套、黒の帽子姿の大田さんを囲んだ写真が保存されて

いる筈である。在りし日の大田さんを偲ぶ縁（よすが）となることを願っている。

最後に、大田さんの早世を悼む言葉を述べさせていただきたい。

いささか弔辞めいた表現をすれば、大田直子さん！あなたは、持ち前の明るい、快活で気配り

のできるお方で、いつも前向きで、意欲的に物事に対処しておられました。私たちは、あなたの

にこやかな笑顔と誠実に何事にも取り組んでいたその姿を忘れることができません。日英教育学

会事務局長として２０年もの長きにわたり､歴代代表を支え､学会の発展に大きく貢献されました。

教育研究者としての数多くの優れた業綱、大学教師としての学生に対する温かい親身の指導、同

僚教員に及ぼす秀でた感化力、共同研究での卓越した指導力、そのいずれをとっても、あなたは

稀に見る「逸材」でした。

どうか、あの世にあっても、日英教育学会の動静を見守り、よろしくお導きいただきたくお願

いいたします。学会員の一人として、あなたの早世を悼み、ご冥福を心からお祈りして、謹んで

哀悼の意を表させていただきます。合掌。

１１９７７年から凡そ２０数年間、日本比較教育学会の常任幹事、後に常任理事、全国理事に選ばれ

て事務局実務を担当した。１９８０年開催の世界比較教育学会第４回東京大会の組織委員・事務局

員の折りには、国際連合・教育局（IBE在ジュネーヴ）はじめ各国比較教育学会事務局との相互連

絡、招聴外国人研究者への対応一謂演会･シンポの開催、歓迎会開催、関係者との面会の設定と随伴、

報告書の作成など－に忙殺された。東京大会終了後も外国人研究者来日に伴う事務局実務を１０年

余り担当した。

２大田さんを真ん中にして横並びに立った５人の集合写真である。向かって左手に小津周三さん（東

京外国語大学）と望月重信さん（明治学院大学)、右に鈴木慎一さん（早稲田大学）と木村浩（城西大

学）が並んでいる。シャッターを押してくれたのは、事典編集委員会と大田さんの壮行会にも参加さ

れていた柿内真紀さん（鳥取大学）ではないかと思うが、確かではない。
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小窪周三

(東京外国語大学名誉教授）

この度は本学会のニュースレターで大田直子さんの計報に接し、大変驚きました。このところ

本学会の研究大会に参加できずにおりましたので、大田直子さんは相変わらず快活な笑顔をみせ

ながらお元気にご活躍中のことと信じておりました。

大田直子さんとは１９９２年５月の日英教育フォーラム発足打ち合わせ会でお会いしたのが初め

てかと思います。同年７月に同フォーラムが発足し、鈴木真一代表のもと小生は副代表、大田直

子さんは運営委員でニュースレターの編集長であったと思います。大田直子さんは早速同年８月

には本フォーラムＰＲのためのニュースレターＰＲ版を作成され、ニュースレター第１号は同年

１２月に発行されました。第４号まで編集長を務められ、その後一時期編集から離れておられま

したが、本フォーラムが学会になった時からは学会事務局長と同時にニュースレターの編集長と

して活躍して来られました。本フォーラムの発足当初は早稲田大学関係者（沖清豪さん、柿内真

紀さん、佐藤千津さんなど）が事務局を支えておられたと思いますが、学会となってからは大田直

子さんが事務局の中心になっておられたようです。

小生は本フォーラム（学会）の研究大会のころイギリスに出張することが多く、何回かは参加

できませんでしたが、参加できた研究大会の折には大田直子さんがイギリスからの研究者の講演

会の司会や通訳を務められていて、その活躍ぶりは目を見張るものがありました。

また大田直子さんはパソコンにもご堪能で本フォーラム発足のころから諸連絡パソコンのメー

ルで送受信わされておりましたが、小生は留守勝ちで滅多にパソコンを開かないでおりましたの

で、あらためて郵便物で問い合わせを頂いたりするなど彼女には大変迷惑をかけておりました。

小規模な本フォーラム（学会）なんとかやってこられた陰には、彼女の献身的な努力があった

と思われます。

今では故人となられた故大田直子さんのご冥福をお祈り申し上げます。



大田さんの思い出

榊達雄

(名古屋芸術大学）

大田直子さんには、日英フォーラムおよび日英教育学会において、いろいろお世話になってき

ましたが、いくつか思い出すまま記すことにします。大田さんからの依頼に基づき、２００９年度

日英教育学会大会会場をお引き受けしたことが、ついこの間のことのように思います。研究発表

会場のほか､懇親会会場も見つけてほしいとのことでしたので、「徳重･名古屋芸大」駅の近くに、

大きな部屋はないが、会場として可能な飲食店が１軒あるほか、大学の食堂も可能であると返

事をしました。大田さんから、大学生協の食堂でもよいと返事が来ましたので（大学の食堂は大

学生協の食堂という先入観があるのかもしれません)、名古屋芸術大学にはまだ生協はなく、業者の

経営ですが、同僚の経験によると割と値打ちであるようですと伝えておきました。

会場の教室には、パワーポイント等のほかマイクも使用できる装置がありましたが、使用でき

るマイクは二つだけでしたので、マイクは３つ使用できるようにしてほしいとの要望に応えるた

め、事務に頼んで、移動できるマイク装侭を会場に運んでもらいました。ところが当日、自由研

究発表のとき、発表者の声が聞き取りにくいようでしたので、発表者の使用している移動用マイ

クの音を大きくしたら、声は大きくなりましたがかえって聞き取りにくくなったため、大田さん

からすかさずマイクの音を小さくして下さいと会場全体に聞こえる声でいわれて、マイクの音を

小さくしたことを覚えています。

大田さんは、いつもこのように学会の進行にも、常に気配りをしていたのだと考えます。そし

て、いつものように学会の受付をし、また歯切れよく通訳をし、そのうえに自由研究発表も、「現

代イギリス教育改革の本当の目的はなんだったのか」というテーマでなされました。前年の学会

における議論を踏まえ、明確な論点を提示されていました。ですので、計報はまさに驚きという

ほかありませんでした。

時間的には前後しますが、大田さんが東京大学大学院において提出したイギリスの教育行政制

度に関する博士論文に対して、１９９１年２月に博士の学位が授与されたことは、関係者の方を通

して知りました。その論文をもとに出版された書物である『イギリス教育行政制度成立史一パ

ートナーシップ原理の誕生一』は、まず先行研究を批判的に検討し、明快に問題点を指摘して

いることが印象的です。そして、「イギリス教育行政制度を特徴づけるパートナーシップ原理の

構造と基本的性格を、１９０２年教育法および１９０４年教育法の本格的な歴史的研究を通して明ら

かにするという課題は、依然として、残されたままになっていること」を問題意識として、全体
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を論述しています。民主的な教育行政制度のモデルといわれるイギリスの「パートナーシップの

原理」について異議をとなえ､｢1902年教育法および’904年教育法について批判のメスをいれ」

ることにより、「少なくとも、親・国民による教育の民衆統制を鋭く排除するものとして、この

パートナーシップの原型が誕生してきたこと」を明らかにしています。

この書物は、日本教育行政学会においても注目され、１９９３年に同学会最初の「奨励賞」を授

与されました。このことは、大田さんのイギリス教育研究者としての名前を広く知らしめること

になったと思われます。

また私事ですが、２００２年２月、ある科学研究費研究のイギリス調査で、研究分担者としてシ

ェフィールド大学のマカロック（GMcCulloch）教授を訪問する際には、同教授がその前年の日

英教育学会におけるゲストでしたので、大田さんにあらためて同教授への紹介をお願いし、快く

引き受けてもらいましたことも、思い出のひとつです。

シェフィールド大学は、私が名古屋大学における在外研究で１９８６年から８７年にかけて９ヶ

月間滞在したこと以上に、やはり大田さんからの紹介があったが大きな力となり、同教授へのイ

ンタビューは非常に効果的に行うことができました。コンブリヘンシヴ・スクールへの中等教育

改革後に生じている問題や課題のほか、専門職としての教職についても、いろいろ同教授の専門

的見解をお聞きすることができました。

日英フォーラム・日英教育学会を通じて、参加のため受付に行きますと、必ず大田さんにお

会いすることができましたし、総会では大田さんから会計報告等をお聞きしました。大田さんは

いつも舞台裏でフォーラム・学会を支えておられ、イギリスから招く研究者について、交渉から

日本における世話に至るまで配慮され、そして必要に応じて通訳としてあるいは発表者として、

舞台に登場されました。

あらためて大田さんに感謝を申し上げるとともに、ご冥福をお祈りいたします。



追‘悼

上田学

(京都女子大学）

大田さんが亡くなって、数か月が経とうとしている。長きにわたって日英教育学会（日英教育

フォーラム）の牽引役として精力的に献身されたことは誰もが知っている。フオーラムの準備か

ら発足、そして本格的な活動を展開するなかで大田さんの果たした役割は極めて大きく、会員で

あれば彼女の存在を知らないものはいないはずである。

筆者は創設時からの代表であった鈴木慎一先生のあとを受けて２００２年（平成１４年）から代

表を務めさせていただいており、ずいぶんと長い間大田さんとは一緒に仕事をしてきた。旧知の

間柄であることは当然であろう。しかし私がこの日英フォーラムが発足する前から、大田さんと

つながりがあったことを知っている人は少ない。しかも思いがけないところで接点があったので

ある。

それは大田さんの英国留学に関わっている。彼女は１９８５年秋から１９８８年春までリーズ大学

で研究を進められていた。研究指導にあたられていたのは英国の教育行政史の大家ピーター・ゴ

スデンPeterGosden教授'であった。

しかし筆者も同じような経験をもっている。1983年の夏から一年間、在外研修の機会をえた

ため、リーズ大学に赴いた。研究上の助言者はゴスデン教授であり、数多くの手助けを受けた。

当初の計画とは異なり、日本とインドとの関係に着目したのはこの時期からであり、その間の経

緯については『ある英国人のみた明治後期の日本の教育』（行路社、1993年）の「あとがき」に

記したので、詳しくはそちらを参照していただきたい。

リーズ滞在中に、当時のインドが英領であったため資料の一部は英国に保管されていることを

知り、ロンドンにたびたび出張して、主にBritishLibraryで関係資料の収集につとめていた。も

う少し滞在が延長できれば、もっと資料集めができたはずと思いを抱きながら、帰国の途に就い

た。以後は日本から直接インドを訪問し、資料集めをするようになったが、英国側の動向と比較

しながらの作業であったため、１９８８（昭和63）年の１２月に、インド（ボンベイとデリー）を訪

問した後に英国に赴き、再度ロンドンの図書館を訪れることになった2．

日程的にやや余裕があったことから、一泊の予定でリーズを再訪することにした。その町に

はことのほか懐かしさがあり、また親しい友人もいたことなどがその理由である。当然のことな

がら大学を訪問し、ゴスデン教授に近況報告をするため研究室を訪れた。大いに歓迎され、当時

のことや、着手していた研究などについて話をし、楽しいひとときを過ごすことができた。その
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折に、ふと教授の口から出てきたのがＤｏｙｏｕｋｎｏｗＮａｏｋｏ？という質問であった。私はNaoko？
Who？と答えるより他はなかった。

聞けば日本から来た女性で、３年余リーズで研究をしていた人だとか。帰国したら連絡を取る

ようにとの要請を受けた。

１９８９年５月の終わりに東京に出張する機会があり、ゴスデン教授から教えてもらっていた番

号をたよりに電話連絡をし、大田さんと初めて会うことになった。場所は、今でもはっきりと新

宿駅東口近くの居酒屋ということを覚えている。彼女もまた私の話を聞いたことがあると言って

いたが、何といっても私の方がLeedsの先輩であるということを双方確認し、話がはずんだこ

とはいうまでもない。

それからあとは、日英の準備に奔走されていき、またたびたび連絡するなかで、筆者もフォー

ラムに加わり、多くの方々と親しくさせていただくことになった。このようななりゆきの発端は

リーズ大学であった。彼女のリーズでの暮らしや研究の進捗状況などいずれは詳しく聞き、私の

経験などと対照させながら、今一度若き日々の思い出を大田さんと語ることができればよかった

のに、という思いを捨て去ることができないのは甚だ残念である。

lTheDeveﾉopmen〔ofEducarjonaIAdmjnjsIra"onjnEngﾉａｎｄａｎｄＷａﾉes,Ｂａs〃Blackｗｅ"，1966,ｍｅ

ＥｖｏﾉurjonofaPro企ssjon,BasilBlackwell,1972,TheEducatjonSysremsjnceI944,MartinRobertson，

1983,sとhooﾉｏｆ団ucatjDnI891-l99j,LeedsUnivelsityPress,1991.などの著書がある。

２これら一連の日印間の教育交流に研究に関する成果は、『近代日本の教育とインド』（多賀出版、

２００１年）として刊行されている。



大田直子さんに関する思い出のかずかず
－その父上、その母上、そして直子さん－

浪本勝年

(立正大学）

大田直子さんの急逝が報じられて強い驚きと深い悲しみに陥っているのは、多くの本学会の

会員各位と同様である。逝去の報を知らされてから、改めて大田直子さんに関することについて

振り返ってみると、思いのほかいろいろな「長い歴史」を有することを感じている現在の私であ

る。

１父君・大田捷（さとし）先生のこと

大田捷先生（当時、工学院大学助教授）は１９６５年、東京大学教育学部の非常勤講師として「地

方財政論」（この科目の名称は正確性を欠くか？）を担当されていた。

ある日の講義後、たまたま先生にさそわれ、私は赤門前の喫茶店に行った。そのときの先生

の私に対するやや乱暴な口調でおっしゃった次のような一言は、今でも忘れられない。

「地方財政白書というのがあるが、知っているか。教育学部の図書室になかったら（贈入し）

いれておけ｡」

わたしが、その直後、教育学部図書室に向かったのは、言うまでもないことである。

それから６年後の１９７１年７月３０日、誰もが予想だにしなかった悲劇が先生を襲ったのであ

る。全日空機雫石衝突事故である。

８月のある暑い日、しめやかに先生の葬儀が行われた。そのとき、わたしは、かわいらしい

中学生の少女を家族の中にみつけていた。それが大田直子さんであったのだ。

大田捷教授急逝（その日をもって工学院大学は「教授」への昇格措置をとった）の後、工学院大学

は､教育学関連の授業の非常勤講師を求めることとなり､私もその一員に選ばれた。1972年以来、

今日まで約４０年にわたって私は非常勤講師を続けている。

２母君からの忘れられぬ丁寧な感謝の言葉

大田直子さんは、１０年ほど前、ロンドンに留学することになり、宿泊先の紹介を私に頼んで

きたのである。１９９５年度、１年間小生の滞在したFlatを紹介したところ、彼女はそこで過ごす

こととなった。

ある日、直子さんに連絡しようと自宅に電話をかけたところ、偶然、お母さまが電話口に出
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られたのである。私に対し、「いつも、いつも直子は、先生にお世話になっています。今回もロ

ンドンの宿泊先を紹介してくださり、深く感謝しています」との実に丁寧で心のこもったお礼の

言葉を約３０分にわたって語られたのである（このことは、全くの想定外のことであった)。大田捷

先生とはあまりにも対照的であったので、印象深く覚えている。

その後、直子さんに会った際、お母さまのことをお話した後、彼女に向かって「直子さんは、

お父さん似だなあ」と率''４〔に伝えたのであった。

３大田直子さんのこと

大田直子さんと私とは、一回り以上年齢が離れている。そのせいであろうか､･学生時代の彼女

についての記憶はない。いつ初めてお会いすることになったのか、思い出せない。

イギリスで、あるいは本学会の席上であろうか。

小生、この２０年近く、毎年のようにイギリスの学会に出かけているが、そこで、たびたびイ

ギリスの研究者を囲んで直子さんと話し合うこととなったのである。日本よりも英国で彼女と出

くわす方が多かったようにも記憶している。

いつぞや１０年近く前のことであろうか、ロンドン滞在中、コンピューターの接続操作に悩ん

でいた私に対し、彼女はわざわざホテルの私の部屋に来て、親切に助言をしてくれたことを感謝

の念をもって思い出す。

２００４年の英・教育史学会（IIES）はDublinで開催された。私は発表を終えてホッとしていた

日の夜、Trinity大学において開催された同学会のReceptionに妻とともに参加した。そのとき

卸

p西

誼圭評

…轍， ざ 曲

米国の研究者とすでに懇談していた彼女が席を

求めていた私たちを見つけ、「先生！先生！ここ

へどうぞ」と声をかけられた。このときは、対

面して長時間いろいろと話し合うこともできた

(2004年１１月２０日。写真はこの席上、私が撮影

したものである)。

大田直子さんは、得意の英語を駆使しながら、

おとなしい大和撫子のイメージを払拭する勢いが表情豊かに英国で活発な外交を展開していた。おとなしい大和撫子のイメージを払拭する勢いガ

あった。

このような溌刺とした大田さんの姿を目にしたある著名なイギリスの研究者が、私に尋ねたこ

とがある。

「Naokoは、日本の典型的な女‘性であるといってよいのか」と。

私がどう答えたかは会員各位の推測に任せよう。

謹んで大田直子さんのご冥福をお祈りしています。



一
■
■
日
日
●

中島千恵

(京都文教短期大学）

私が初めて大田先生と出会ったのは、ごく普通に学会会場でした。ところが、なぜか鮮やかな

記憶で残っているのは、学会終了後、二人で京都駅までタクシーに乗った時の光景です。彼女は

すでに学会では有名人で、かっぷく、態度、双方とも堂々とし、おしゃべりをする表情は明るく、

生き生きとしていました。おしゃれな上に、もともと色白だったこともあり、華やかで、美しく

輝いて見えました。しかし、弱々しい女性ではありません。彼女には、周りの人々を威圧するよ

うな強さもありました。ひとつの学会を切り盛りし、まとめていくには、あの強さが必要だった

のかもしれません。私は、自分を押し出していける大田先生のあの強さを時々うらやましく思っ

ていました。

２００９年の日英教育学会では、学会のお仕事を徐々に他の人に移していきながら、ご自分の研

究の集大成になるような本をまとめようとしておられるという印象を受けていました。毎年なら、

学会の通訳をした後、テープ起こしや翻訳を引き受けたりで、大田先生とのコミュニケーション

が何度かありました。ところが、２００９年の夏はとても忙しく、ちょっと気になりながらも、大

田先生に自然なかたちで体調など伺う機会がないまま、突然の計報が届いてしまいました。高野

先生から「大田さんの体調がひどく悪いらしい、あなたには知らせておくね」というメイルが最

初に入り、数日後、「既に亡くなっておられたらしい、言葉もない」という知らせが続いたのです。

ショックと悲しさと同時に、「大田さん、ひどいじゃないですか！」とつぶやかずにはいられな

い思いがこみ上げてきました。しかし、「ひどいじゃないですか」という言葉は、彼女の体調が

良くないことを、夏の学会でわかっていたのに、忙しさにかまけ、積極的に彼女とコミュニケー

ションをとり、少しでも負担を軽減できるように動いていなかった自分を貴める言葉でもありま

した。

しばらくは、電車の中でも大田先生のことを思い出すとすぐに涙が出てしまい、ふと気がつく

と、もう彼女と一緒に通訳はできなくなったのだという現実を受け止めようともせず、あたかも

まだ彼女が生きているようなふりをしている自分が居ました。「お別れの会｣が開催された日には、

既に以前から海外での学会発表を予定していたため、参加できなかったのですが、参加できない

ことを悲しいとも思いませんでした。むしろ、「大田さん、お別れなんかしていないで、私と一

緒にアメリカに行こう！」と誘っていました。

上田先生から大田先生を偲ぶ文集を作成されることを聞いてから、ぜひ、書かせていただこう

大田先生、ありがとう
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と思いながらも、書こうとするとどうしても涙があふれ、ただ、「ありがとう！」という一言し

か出てこないまま先送りにし、とうとう原稿締め切りが来てしまいました。何カ月もたっている
のに、なぜ、こんなに涙が出てくるのか……。

私は、学会の中で、大田先生と特別親しかったわけではありません。大田先生は、誰とでも

親しく接することができる人でした。現在、学会長の上田学先生のことも、「がくちゃん」と呼

んで、学会の様々 な人々 とフランクな姿勢で関われる人でしたから、私にも「ちえさん」と親し

みの感じられる呼び方をしてくれました。このような人との関わり方は彼女の人柄でもあり、才
能であったかもしれません。

しかし、私が泣けるのは、そのような親しみのある関わり故ではありません。何年間か続け

て彼女とペアを組んで通訳をしてきたからです。通訳することは、私の中学校時代からの夢とど

こかつながっている部分があるのです。すばらしい英語の先生になりたい、国際的な仕事をした

い、この独特のリズムを持つ英語と関わる生き方をしたいという漠然とした思いの実現と深くつ

ながっていたのです。ところが、学部時代にイギリスに留学（１年)、結婚してからアメリカに

留学（2年半)、通算すると３年半、英語圏で勉強したにも拘わらず、帰国してから国際的な環

境に身を置くことはできませんでした。もし、大田先生が日英教育学会で通訳する機会を与えて

くれなければ、海外で培った能力を生かす機会も無いまま、ただむなしく英語力の衰えを受け入

れなければならなかったでしょう。短大に就職してからは、日常的に英語を使う機会がそれまで

以上に少なくなり、もう、十数年前にアメリカから帰国した直後の英語力はありません。通訳の

スピードがなくなり、適切な単語が思い出せないことが増えてきました。ですから、日英教育学

会で通訳の機会を得られたのは、私にはとてもありがたいことでした。私の人生の中でそのよう

な時があったこと、私の昔からの思いとも関わって大事なことだったと感じます。

大田先生との通訳では、いつも驚かされました。彼女は、講演者のかなり長い話もポイント

をしっかり把握し、通訳できるのです。メモリースパンの短い私は、日本語でも長く話されると、

細かな点がわからなくなってしまうものですから、どうしてあれほど長い話を簡単なメモだけで

再現できるのか、不思議でもありました。わかったのは、彼女は事前に演者の著書や論文を読み、

講演のテーマについてとても良く勉強していたということです。やはり彼女はすごい努力家だっ

たのです。「やはり」というのは、彼女のキャリアと業績から彼女が勉強家であることは誰の目

にも明白だからです。すばらしい通訳のためにも、彼女はしっかり勉強していたのです。

しかしながら、涙がいつまでも止まらない理由の中核にはペアで行なった通訳の楽しさ、一

緒に仕事をした素朴な楽しさがあるのだと思います。通訳を一緒にできたこと、私はそれが楽し

かったのです。学会に貢献するとか、学問のためとか、もちろん大事なことではありますが、そ

ういう大義名分ではなく、ペアを組んで、一緒に通訳をしたのが純粋に楽しかったのです。おも

しろかったのです。学会での通訳では、「私とちえさんは最強のペアだからね」と言ってくれた

大田先生。ありがとう！ありがとう！ありがとう１大田さん、やっぱり涙がとまらないよ。



大田直子先生の思い出
一日英教育研究交流の萌芽一

小口功

(近畿大学）

１はじめに

私は大田さんより年齢は１歳上で「同世代」に属する。しかし大学・大学院も別であったし、

専攻領域や所属学会も教育行政研究を中心に活躍した大田さんとは、研究活動上の接点がなかっ

た。私と大田先生の唯一の接点は、イギリスの教育研究（無論私自身にイギリスの研究をしたなど

といえる業綱はないのであるが）だけである。

さらに職歴、居住地域などでも大田さんとは接点がなく、年に１回の日英教育学会で会って

話すだけであった。それでも私にとって、大田直子さんは大変印象の深い方であった。大田さん

がおられなければ、前期の定期試験の時期(私の勤務先では７月下旬）と重なる本学会の年次大会

に、参加する回数は減ったと思う。限られた紙幅では何故印象深いかをうまく説明するのは難し

いが、大田さんのそのような不思議な魅力の一端を述べてみたい。

２大田先生の気配り

大田先生は、決断力と実行力にすぐれていて、学会でも大車輪で活躍されていた。だから直接

話した機会が少ない若い会員の方には、豪放大胆な方と思う方も多いかも知れない。そして彼女

の研究に対する姿勢は大変厳しく、中堅の研究者が職務にかまけて論文執筆をさぼったり（私は

一度直接｢論文を書いてもいない小口が偉そうに言うな」と叱られた経験がある）すると率直に「忠告」

された。また院生などの若手研究者が急いで稚拙な原稿を書いたりすると、即座に厳しく批判・

指導されたそうである。複数の若手研究者からそのような逸話を聞いたことがある。そこで「自

分にも他人にも厳しいプロフェッショナルな研究者」というイメージが、大田先生には常に漂う。

しかし叱貨や批判以上に、相手に気を過う細やかさが彼女にはあった。

一例を挙げると、２００６年に学会の会費の領収書（勤務先の大学に個人研究費の請求申請用）を

大田先生に郵便でお願いしたところ、なんと２種類の領収書を送付して下さった。それは領収

書の受領の日付けを西暦（2006）と元号（平成18）に分け､片方の領収書には学会の会計年度（４

月～３月）と記入していた。後日年次大会でこの件についてお礼を言うと、「どちらが役に立つ

か分からないので２種類送ったの。研究費申請の手続きはうまくいった？」と話してくれ、こ

ちらが大変恐縮した。
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３大田先生の独壇場

誰もが認めるように、日英教育学会は事務局を大田先生が中心になって運営されていた。特に

ここ数年は、会場校の引き受け（首都大学東京)、ゲストスピーカーの招膳、大会のプログラムの

作成等、学会の運営の中枢から末端の事務作業まで何でもこなす。まるで万能型のスーパーウー

マンのように思え、かえって何が最も得意なのか分かりにくくなっていた。しかし私は、大田さ

んの最も卓越した才能は、その語学力にあると思う。

ご存知のように本学会は、イギリス在留経験者をはじめ海外での生活経験の豊富な方が多い。

その中で大田さんの語学力が特に卓越しているという見解に、違和感を持つ方もいるかも知れな

い。英語の発音、日常生活の表現など、大田さんより優れている方も実際特に若手の会員の中に

は多くおられる。しかし英語の講演、特に教育問題や時事問題に関する英語から日本語への同時

通訳では、大田さんに比肩する方はそうおられないのではないだろうか。

日英教育学会の最大の目玉は、毎年開催する研究大会にイギリスから招くゲストスピーカー

の講演である。大会での通訳業務には、①講演内容の英文和訳、②質疑内容の和文英訳（日本語

の質問内容二英語に直して講師に伝達)、③質疑内容の英文和訳（講師の英語の回答内容一日本語に直

して質問者と聴衆に伝達）の３種類がある。話の分量や時間から①の講演内容の英文和訳が最も

大変な業務であると思う人も多い。しかし通訳業務をした者の体験からすると、事前に準備がで

きる講演本体の通訳作業より、即座に対応しないといけない質疑の通訳業務の方が、負担が重い

場合が多い。そして質疑と応答では、応答の通訳の方が大変である。通常質問よりも回答の内容

の方が、内容が多くなる傾向にあるからだ。特に重要な事項に関する大きな質問［例えば「教員

養成における地方自治体の役割について、日英にどのような違いがあるか？｣］について、講師がかな

り長々と説明して答える場面は、通訳泣かせである。単に英語に精通しているだけでは即座にか

つ上手に日本語に変換できない。

まず何よりも講師の話の内容（早く長くなりがちである）を逐一記憶・理解する集中力、話の内

容の論理展開を把握する理解力、そしてその内容を日本語に瞬時に表現する日本語の表現力の３

つがないといけない。大田さんにはこの３稲の才能が備わっていた。というより長い英国研究

の過程で、努力の末築き上げたのであろう。また当然ではあるが、講演のテーマの中身について

詳しくなければ、テクニカル・タームなどが分からず日本語に通訳できない。その点大田さんは、

教育問題に関するあらゆる領域における知見が豊富であった。

講演の醍醐味は、講演内容よりも講演直後の質疑討論の盛り上がりにある。本学会のゲスト

スピーカーの講演に対する質疑応答の多くを、大田さんが自ら通訳して、講演を有意義なものに

して下さった。これこそが、学会の運に関して何から何までしていただいた「若き巨匠」の真骨

頂であったといえる。そして通訳の質疑業務をしていた時の大田さんの目が、一番輝きを放っ

ていたと私は思う。そのような素晴らしい方のあまりにも早い死に、哀切の気持ちを強く感じる。

心から冥福をお祈りしたいと思う。
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ＷＩＴＨＩＮＴＨＥＦＲＡＭＥＷＯＲＫＯＦＤＥＣＥＮＴRALISATION．

DouglasOsler

(FormerChiefInspectorofSchoolsinScotland）

lNTRODUCTION

First,IwouldliketoputonrecordmygratitudetotheJapan-UKEducationForumConference

fbrtheinvitationtospeaktoyoutodayandtomakeanapology,Theapologyisthatlwasinvited

lastyearbutwasunabletocomeandithadnotoccurredtomethatyouwouldinvitemeagain・

Ｉａｍ,therefbre,doublygratefUlthatyouwerepreparedtowaittohearfromme1Itdoesyoua

greatdealofcreditthatthereissuchanorganisationatall・Itsuggestsopenness,awillingness

tosharewhichlbelievewebadlyneedineducationsystemsinthedevelopedworld．

SPREADINGGOODPRACTICE

Oneofmyconstantthemesinmyjobswasthatwewerenotgoodenoughatspreadinggood

practicefromschooltoschooI,fromeducationauthoritytoeducationauthority,fromcountry

tocountry・Iknowthatideasorgoodpracticescannotbesimplyliftedandappliedelsewhere

butsomethingthatsucceedsinoneplacewillhaveingredientswhichwillinfbrmgoodpractice

elsewhereanditisimportanttobeopentothat、TheexistenceofJapan-UKfbrumsuggestsyou

alreadyhavethatmessage

Letmejustlinktothat,sincemanyofyoucomefromuniversities,thatasourceoffrustration

canbetheworkthat8oesintoresearchprQjectsinaspectsofeducation,leadingtoscholarly

reportspublishedwithmuchfanfarethentheresearche応moveontoanotherfimdedprqjectand

thelessonsareneverabsorbedThisappliestootopubliclyfimdedpracticaldevelopments;ｔｈｅ

ｍｏｎｅｙｃｏｍｅｓｔｏａｎｅｎｄａｎｄ,inmyexperience,thegoodpracticedevelopedisfbrgotten・Thatis

regrettable．

Allthisisbywayofcongratulatingｙｏｕｏｎｂｅｉｎｇｐｒｅｐａｒｅｄｔｏｌｉｓｔｅｎｔｏｍｅbutitwillbecome

particularlyrelｅｖａｎｔａｓｌｄｅｖｅｌｏｐｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｔｈｅｉmplicationsofdevolutionineducation

becausethemoredecisionsandresponsibilityfbrprovisionisdelegated,themorelikelyitis

thatgoodpracticewillｅｍｅｒｇｅｉｎｏｎｅａｒｅａａｎｄｎｅｖｅｒｂｅｐｉｃｋｅdupfbrwiderconsumption、Ｉｗｉｌｌ



４０日英教育フォーラム１４号

retumtothat．

LEARNmGFROMJAPAN

Secondly,IwouldliketosayhowpleasedlamtobebackinJapanMyfi応tvisitherewasin

l992attheinvitationoftheBritishCouncilandthenagaininl995・Ihavekeptintouchsince

thenwithmyfriendMauriceJenkins・Myvisits,however,werenotfbrprofessionalpurposes

only、１，２００４mywifeandlattendedtheweddinginTokyoofthesonoffriendsandwespenta

holidayhereatthattime・Wewereablelastweektocatchupwiththisfamily．

Theprofessionalvisitswereofenormousvaluetomythinkingabouthowmuchitispossible‐

andwise-todelegateinschooleducationAtthattimelgainedtheimpressionthattheJapanese

educationsystemwasmuchmoreunifbrmacrossallschoolsintermsofmanagement,teaching

practicesandthecurriculumexpectedineachschool・Ｗｅ,inScotland,wereintheprocessof

determininganagreedsetofcurriculumobjectiveslaidoutnotintermsofwhatachildshould

leambutintermsoftheskillsthepupilsshouldacquireateachstageandthelevelofattainment

appropriatetodifferentabilitiesateacｈstage・Itwasconcemedwithbringingsomeunifbrmity

tooutcomesratherthanprocesseslfbundthecontrastbetweenthatapproachandwhatwas

describedtomeinJapanaveIyinterestingprofessionalexperienceThenofcoursetherewas

theparallelEnglishactivityoftheNationalCurriculumwhichwentfUrtherthantheScottish

propos21sandactuallyspecifiedcontent．

Thereisinhereanissuewhichlwanttoretumtolateraboutwhetherthereisabodyofcontent

andskillswhicheveIychildneedstoacquireirrespectiveofwheretheylive(certainlyacross

onecountIybutperhapsinternationally)andwhetherbeyondthatthereisanyscopetoallow

individualstatesorlocalgovernmentareasorevenindividualschoolstodeterminecontent

whichisappropriateonlytothem

PATrERNSoFDEvoLUTION

Iwillreturntothat・Thesubjectofthislectureisabouttheidealpatternofdevolutioni、

educationandtheimportanceofhavingsomelevelofeducationalautonomywithinaframework

ofcentralisationlthinkthisisatopicwellworthpu応uingandwewillhavedifferentanswersto

itindifferentcountriesbutitmattersbecauseasignificantobjectiveofeducationistodevelop

selfrelianceandwewon‘ｔｄｏｔｈａｔｂｙｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｅｖｅＩｙｐｉｅｃｅofleamingatthehighestlevel

andexpectingcompliance・Wemustfindscopefbrpupilstomakechoicesandfbrteache応to

exerciseprofessionaldiscretionbutatthesametimerememberingthatifthatgoeswronginone
classinoneschool,thesepupilswillsufferintheironemainchancefbreducation．
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lplantolookatthepossibilitiesfbrdelegationatalllevels；fromgovemmenttolocal

govemment,toschools,toindividualsotopupilsandtootherswhohaveaninterestinthequality

oftheeducatjonSystem

STRUCTUREOFEDUCATIONINTHEUK

First,Iwanttobesurethatweallsharethesameunderstandingofthestructureofgovemment

andofresponsibilityfbreducationintheUnitedKingdombecausethatismybackgroundand

sｏｉｔｉｓｃｒｕｃｉａｌｔｏｗｈａｔｌｈａｖｅｔｏｓａｙａｂoutdevolution、Ｔｈｅｎｌｗａｎｔｔｏｔｅｌｌｙｏｕａｂｉｔａｂｏｕｔmy

backgroundandhowithasinfluencedmyapproachtothistopic．

ＴｈｅＵｎｉｔｅｄＫｉｎｇｄｏｍａｓｌａｍｓｕｒｅｙｏｕｋｎowcomprisesEngland,Northemlreland,Scotlandand

Wales，MycareerwasspentinScotlandbutofcourselwasawarethroughprofessionalcontacts

andexperienceofdevelopmentselsewhere・IamnowchairmanofanEducation＆LibralyBoard

inNorthemlrelandanddrawonthattodayaswell、Northemlrelandhasaneducationsystem，

asdoesWales‘largelyfashionedontheEnglishmodel．

TraditionallyitisScotlandwhichhasaseparateidentityfromEnglandandwhichfbrhistorical

reasonsseesitselfasahavingaspecificnationalidentity,Scotlandwasfbrcenturiesaseparate

kingdomfromEnglandwithitsownrulersandwhentheEnglishQueenElizabethfailedto

provideprotestaｎｔｈｅｉｒｓｉｎｌ６０３ｔｈｅＳｃｏｔｔｉｓｈｋｉｎｇｂｅcametherulerofGreatBritain,outof

London,andthecrownswereunited．

Scotlandhoweverstillhaditsownparliamentalthoughthat,ｏｆcourse,comprisedrepresentation

bynoblesandnotofordinarypeopleTheScottishparliamentremainedinexistenceuntill707

whenacombinationofsevereeconomicproblemsandthedesireofthenobilitytoenjoythe

courtinLondon,ａｔreatyofunionwasagreedwhichbroughttogetherthetwoparliaments，You

willnotethatneitherWalesnorlrelandhadseparatekingsorparliamentsthustheScottishclaim

tobeanationstate．

Ｗｈａｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｂｒｍｙｔｈｅｍｅｔｏｄａｙinthatstoryisthatthetreatywhichunitedthe

parliamentsreservedthreeScottishtraditions:Scotlandwastoretainitsseparatelegalsystem，

itsseparateeducationsystem(whichincludedsomeoftheoldestunive応itiesintheworld)and

itsownchurch(whentheQueenisinEnglandsheisheadoftheChurchofEngland;whenshe

comestoScotlandsheisjustamemberoftheChurchofScotland)．Thatremainstheposition

today．
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SCOTrlSHPARLIAMENTANDEDUCATION

IwanttodeviatejustfbramomenttosaythatthisprotectionofScotlan｡'sdistinctiveeducation

SystemintheearlyeighteenthcentulyunderlinestheimportancewhichScotsalreadyattached

toeducation,anationalcharacteristicwhichremainstothisday、ＳＣＯtlandcanboastoneofthe

earliestcomprehensiveeducationsystemsinthewestemworldsponsoredbythePresbyterian

churchfromtheseventeenthcentuIy．

TheplanwastohaveaschoolineveIyparishandthatwasrealised・Allchildrenirrespective

ofsocialclassattendedatleastelementaIyschoolandtheestateworkers‘childrensatattheir

desksbesidetheestateowners‘children・Ｔｈｅresult,ｏｆcourse,wasmorewell-educatedyoung

peoplethanScotland'ssmallsizeandlimitedeconomycouldusesothesetalentedScotswent

intoparliament,thearmedfbrcesandthecolonialcivilselvice・Theydidwellthereandran

muchoftheBritishEmpire;theywerenotheldbackfi･ompromotionasthelrishwerebecauseof

theirreligion・ThereisvastScotsdiaspora;yourtrainssystemlthink,ｏｗｅｓｍｕｃｈｔｏＳｃｏｔｓａｎｄ

ｔｈｅｒｅａｒｅｍｏｒｅpeopleofScotsdescentintheUSAthanofanyotheroriginThatwasdowntoa

welldevelopededucationsystem

YouwillbeawarethatScotland'seducationisdifferentfromthereｓｔｏｆｔｈｅＵＫ;ｗｅｄｏｎ,tdo

GCSEandAlevelsasournationalexaminations;childrentransferfromprimalytosecondaryata

differentage;wehaveadifYerentrelationshipbetweenlocalandnationalgovemment;adifferent

cuITiculumandｓｏｉｔｇｏｅｓｏｎＹｏｕｍａｙｂｅａｗａｒｅｔｈａｔｅａｃｈｐａｒｔｏｆｔｈｅＵＫｎｏｗｈａｓａＧｅｎｅｒａＩ

ＴｅａｃhingCounciltoregisterteachersbutScotlandhadthefirst,inthemid-l960's,another

exampleofftheimportancewetraditionallyaccordtoqualiWineducationScotlandalsohasthe

bestqualifiedteachingfbrce．

Afterthegeneralelectioninl997theLabourgovemmentofTonyBIairpassedlegislationto

devolvepowersfromtheUKgovemmenttoaparliamentinScotlandandtoAssembliesinWales

andNorthemlrelandYouwillnotethatScotland'sistheonlyonedesignatedasaparliamentto

recogniseitsnationalidentitybutalsobecauseitwaspassedmoreextensivedelegatedpowers．

Ｔｈｅｐｏｉｎｔｌｗａｎｔｔｏｍａｋｅｈｅｒｅｉｓｔｈａｔｔhisdidnotmakealotofdifferencetoeducationwhich

hadneverbeenanythingelsebutdevolved、TheonlydifferencethatwasmadetoScotlandby

devolutionwasthattheresponsibleministernowreportedtothenewparliamentinEdinburgh

noｔｔｏｔｈｅＵＫｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｎＬｏ､do､，thattherewasmoretimeavailableinthedevolved

parliamenttodebateeducationalissuesspeci6ctoScotlandandthatlegislationcouldbepassed

morequickly,nothavingtowaitinalegislativequeueinLondonAstenyearshavepassedsince

devolution,theeducationsystemsinScotland＆Englandhavegrownfilrtherandfurtherapart．
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SothememberoftheUKcabinetselectedbytheprimeministeraseducationministerhasa

remitthatrunsonlyinEngland．Ｙouwillhavespottedthecontinuingconstitutionalanomaly

thattheministeIsfbreducationandhealthfbrexample,whoseremitsrunonlyinEnglandsit

roundtheUKcabinettableandtakedecisionsaboutdefenceandfbreignaffairswhichaffectus

all-becauseEnglanddoesnothaveaparliament、Constitutionalrefbrmisunfinishedbusiness．

GOVERNANCEOFEDUCATION

SothefirststageofwhatlhavetosayabouttheidealpattemofdevolutioninEducationstarts

atthetop・InScotland,theScottishParliamenthasaresponsibilityfbreducationalpolicy・

However,ｔｈｅｎｅｘｔｓｔａｇｅｔｏｂｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｉｎｔｈatprocessistheroleoflocalgovemｍｅｎｔｉｎ

determiningeducationpolicyandinmakingprovisionandhowthatrelatestotheroleofthe

Scottishparliament．

Scotlandisdividedintolocalauthorityareaseachwithacouncilwhichisdemocraticallyelected・

UnderScotslaw,itisthelocalauthoritywhichisresponsiblefbrprovidingschooleducation

initsareaandfbrensuringthatisofgoodquality・Ｉｆｉｔｉｓｓｈｏｗｎｔｏｂｅｐｒｏｖｉｄｉｎｇｐｏｏｒｑｕality

education,itisthelocalauthoriwnotthegovernmentwhichwillbeheldresponsible・Sowhere

doesthatleavetheauthoriwofthegovernmentineducation？

Well,inEnglandtherehavefrequentlybeｅｎｈｅａｄｏｎｃｌａｓｈｅｓｂｅｔｗｅｅｎｗｈａｔｔｈｅｇovemment

wantsasrefbrmsineducationandlocalauthoritieswhichrefｕｓｅｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｔｈｅｍＴｈｉｓ

ｃａｎｂｅｐａｒticularlytruewherealocalauthorityisofadifferentpoliticalparWfromthecentral

govemment・Theanswertothathasbeenthatcentralgovemmentovertheyearshaslegislated

fbritschangestofbrcetherefbrmsonallcouncilsthuserodingtheresponsibilityoflocally

electedgovernment、ThatiswhytheEnglishNationalCurriculumwasenshrinedinlaw・Ｔｈｅ

govemmentarguesthatifachangeis'agoodthing,ｉｔｓｈouldbeavailabletoallchildren

irrespectiveofwheretheylivebutlocalauthoritiesseeitasundermininglocaldemocracy．

Thereare,ｏｆcourse,countrieswherethequaliW,contentandphysicalprovisionofeducationis

subjecttothelotteIyofwhereyoulivelnUS､schooldistricts,fbrexample‘therearedifferences

infimdingfromdistricttodistrictwithinthesamestatewhichaffEctthequalityofprovisionand

there,ｏｆcourse,theFederalGovemmenthasnocontrolovereducationpolicywhichisamatter

fbrindividualstatesandcanonlybringaboutchangebyaccompanyingwithfimdingfbrthat

specifiedpurpose．

InScotland，andletmeremindyouwearetalkingaboutamuchsmallercountIywithfewer(32）
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localauthorities,ｍａｎｙｏｆｗｈｉｃｈａｒｅｓｍａｌｌ,therehasbeenalongtraditionofthegovemment

educationdepartmentbringingtogetherrepresentativesoflocalauthoritiesandofteachers

todiscusschangeswhichtheministerbelievestobedesirable，Theydebatethechangesand

mostlyagreeonwhatshouldbedone・Theministerdoesnotusuallygofbrlegislation(although

onmatterssuchasprovisionfbrchildrenwithspecialeducationalneedsitcanleadtoagreed

legislation)．ThecustombyandlargehasbeentoremainfaithfUltothepositionthatthelocal

authoritieshaveresponsibiliWfbreducationinlawandtheministeradvisesthembyissuinga

circularthewordingofwhichhasbeenagreedinthesepreparatolydiscussions．

Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｔｉｍｅｉｔｗｏｒｋｓｂｕｔｉｎｃａｓｅｙouthinklamdescribinganeducationalparadiseof

malleableScots(andScotsareobstreperousandopinionated),ithasnotalwaysworkedlnthe

l980'sinparticularwhenaConsewativegovemmenthadamajoriWintheUKasawholebut

fewmembersofparliamentfiFomScotland,theministerofthetimediduselegislationtoimpose

refbrmsonunwillinglocalauthoritiesandanunwillingprofession．

ANATIONALCURRICULUM？

However,ａｌｓｏａｔｔｈａｔｔｉｍｅ・ｉｎＳｃｏｔｌａｎｄｗｅｗｅｒｅａｗａｒｅｏｆｔｈｅｎｅｅｄtobemoreprescriptive

aboutwhatchildrenshouldlearnandwhattheyshouldbeabletodoateachstage・Thiswas

theScottishresponsetotheNationalCurriculuminEngland,Walesandlrelandltwascalleｄ

ｔｈｅ５－ｌ４Ｄｅvelopmentprogrammebecauseitaffectededucationfromage5toagel4・Itwas

decidednottoprescribecontentbuttolayoutwhatskillsshouldbeacquiredineachareaof

thecurriculumandtogiveteachersbenchmarksshowingwhatchildrenofthesameagebut

differingabilitiesmightbeexpectedtoachieve、Ｔｈｅｗｏｒｋｗａｓｄｏｎｅｂｙｃｏｍｍｉｔｔｅｅｓｓｕｃｈasl

describedearlierandthepublicationswereadvicetolocalauthoritiesandschoolsnotlegislative
requirements．

Forthecurriculumitworkedwellbutthelocalauthoritiesandteacherｓｆｅｌｌｏｕｔｗｉｔｈｔｈｅ

ｍｉｎｉｓｔｅｒｏｆｔｈｅｔｉmeoverhowitshouldbeassessedandｈｅｒｅsortedtostatutolyrequirements、

Neverthelessifwearetalkingaboutidealfbrmsofdevolution,Ipreferanapproachthatdebates，

agreesandrecommendsoveronewhichlegislates、Thereissomethingofare-rungoingｏｎａｔ

ｔｈｅｍｏｍｅｎｔ・IthasbecometimetolookagainatthecurriculuminScotland，sschoolsandatthe

finalexaminationsystemTheprQjectisratherpresumptuouslycalledCumculumfbrExcellence

Again,itdoesnotspecifyingreatdetailandteacheIsdon'tlikethaL

Thereisananomalybuiltintoallofthis・Thestrictlyinterpretedstatutolypositiondoes・asl

said,placeresponsibilityfbrthequalityofprovisioninschoolsonlocalauthoritieslfparents

complainedtoagovernmentminister,theministercouldquitelegitimatelysayitwasthelocal
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authority‘ｓresponsibility,nottheminister's，

Untilthel980'sitwouldhavebeenunthinkablefbrgovemmenttoseeitasitsroletointervene，

Onlyinthel980'sdidgovemmentsbegintotakeaninterestinthequalityofindividualschools
ratherintheperfbrmanceofthesystemasawhole・Onesignofthatwastheshiftfromannual

inspectionofastatisticalsampleofschoolsdesignedtoinfbrmministersabouttheoverallhealth

oftheeducationsystemtoacommitmenttopublishmorefrequentreportsonindividualschools

asameansofholdinglocalauthoritiestoaccount,Aschoolwasnolongerjustcontributingtoa
nationalsample、Itwasthefbcusofpublicattention．

Therulesofaccountabilitywe｢echangingE1ectednationalgovemmentswereunderpressure

fromparentswhoareimportantvote応tosortoutwhattheysawasweaknessesinprovision・

Nationalpoliticiansrespondedwithinitiativessuchastherevisedcurriculum,raisingtheschool

leavingage,ｅｍｐｈasisingvocationaleducationetcThisisnotallpositive，ThereareplenWof

examplesofministersrespondingtotheclamourfbrchangebutnotremaininginofficelong
enoughtoseethroughapolicytoitsimplementation．

Letmeleavethatlevelofdelegatedauthorityfbrthemomentandturntotheotherpartl
promised,namelywheremyexperiencewasacquiredandwhereitfitsintoallthis．

THEROLEOFINSPECTORATES

Iqualifiedasateacherandinduecou応ebecameoneofHerMajesvslnspecto応ofEducation

inScotland・TherearesimilarbutnotidenticalinspectoratesinEngland,WalesandNorthem

lrelandandthereareinspectoratesfbrotherpublicfimctionssuchaspolice・socialworkand

prisons，WhyaretheyprefixedHerMajesty's‘？Thatisnotjustagoodsoundingtitle，It

demonstratesthefactthattheyareindependentofthegovemmentminister(althoughtheyare

civilservants)becauseministersdonotinterferewithanythingtheinspectoratespublish.;that

theyareindependentofthelocalauthoritieswhoemploytheteache応ａｎｄhave,aslsaidearlier，

statutoryresponsibiliWfbrprovidingaqualiWeducationsewice;andalthoughtheyhavebeen

teache応atsomepoint,theyarenotpartoftheteachingprofEssionTheyareindependentand

cangiveanobjectiveassessmentofthequaliWoftheprovisioninschoolsandoftheleaming
andteachingthatgoeson．

Whenlleftlhadbeentheseniorchiefinspector・Thatmeantlwasboththeseniorprofessional

adviseroneducationtogovemmenteducationministelgandalsoresponsiblefbrtheinspecto応

whowerepublishingdetailedreportsonindividuaIschools・Theprocessofinspectingschools

everyfiveyearsorsogivestheheadoftheinspectorateunparalleledinfbrmationabouｔｔｈｅ
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stren8thsandweaknessesofthesystemasawholebasedonextensiveevidenceandfromwhich

ministerscandrawwhenconsideringpolicyineducation、Goodauthoritieslearnfromittoo・

Inspectionisbackedbylawrequiringthoseinvolvedtoco-operate・Itmightinterestyoutoknow

thattruｅｔｏａｖｅＩｙＳcottishcharactertherewasinspectionofschoolsfi･omthemidnineteenth

centurybefbretherewasagovemmenteducationdepartment！

Afteranyinspection,theschoolanditslocalauthorityaregiveninthepublishedreportalist

ofrecommendationsandaboutayearlateraretumvisitleadstoafurtherreportdetailingthe

progressthathasbeenmadeOneofthedrawbacksofthissystemwasthatalthoughinspectors

couldinspectschoolsandholdthemtoaccount,no-oneotherthanabraveparentgoingtocourt

couldholdalocalauthoritytoaccountfbrpoorprovision・Therefbrelmanagedtopersuadethe

ministersometenyeargagotochangethelawtoallowinspectionoftheeducationdepartments

oflocalauthorities，SincelleftthatpostlhaveworkedextensivelyinNorthemlrelandanddraw

onthattooinwhatlhavetosaytoday．

Forthepurposesofconsiderin8idealfbrmsofdevolutionofresponsibilityineducation,the

inspectorateoffersameansofmonitoringprovisionatschoolleve１．Thatsurelymakesit

easiertoallowmoreextensiveresponsibilityanddecisionmakingtobedevolvedtoschools・

Thereisanobjectivebodyensuringthattheyusetheirdevolvedpowersresponsibly・Itmakes

devolutioneasier､ItisalsoameansofidentifyingandspreadinggoodpracticeHavingsaidthat，

weallworkwithinthesystemsweinherit・Iflwasstartinganewsystem,Iwouldnothavean

inspectorateofthatoldfashionedkind．

SELFEVALUATIONBYSCHOOLS

Thereisanotherwayofmonitoringtheuseschoolsmakeofdevolvedpowersandthatisto

encouragethemtoevaluatethemselves、ＹｏｕｍａｙｂｅａｗａｒｅｔｈａｔｉｎＳｃｏｔｌａｎｄｔｈｅeducation

inspectorateproducedaschemeofselfevaluationfbrschoolscalled‘HowGoodlsOurSchool?‘・

Thisisastepbystepapproachtoreviewingallaspectsofschoolprovisionincludingthephysical

provision,thecurriculum,attainment,qualityofteachingandleaming,pupilguidanceand

management,ItinvolvesallstafEnotjusttheprincipal,inworkingthroughaseriesofindicators

ofqualityanddetermininganagendafbrchange．

Someofthatagendawillrequireactionbythelocalauthority,somewillrequirechangesin

management,somewillbetheresponsibilityofindividualteachersintheirownclassrooms・

Becauseitisasharedprocesswithasharedagendafbrimprovement,ittendstobetreated

honestlyandresultinrealimprovement、Despitethat,itishelpfUltohavetheprocessmonitored

byanobjective,extemalcommentator,Thatcanbeaninspectorandinspectionsdonowstart
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withtheschool，sownselfLevaluationastheinitialdocumentbutinspectionsdonottakeplace

oftenenoughlthinkthatinaworldofestablished,sophisticatedselfevaluation・thevisitofan

inspectortomonitorisnotthecorrectwaytodoitandlwouldprefEranextemal‘criticalfriend，

tｏｂｅｔｈｅｍonitorofeachschool，sprocessofselfevaluation．

AfU｢therpoint,ｏｆcourse,relevanttowhatl'msayingtodayisthatthisisafUrthercheck,a

fUrtherbalancetotheprocessofdelegatingresponsibilityineducation・Itispossiblealwaysto

envisagedelegationifthereisasystemtomonitorwhatschoolsaredomgwiththeirdecision‐

makingpowers．

Delegationatanylevelineducationbutparticularlyatindividualschoollevelmustbe

accompaniedbysomesystemthatholdsschoolsaccountablefbrthedecisionstheymakeThe

waythatisdonewillbedeterminedbyeachcountry'straditionsandculturebutifthereisno

suchfbrmofaccountability,children・seducationwillsufferifthereismaverickprovisionorpoor
qualityoraninadequatecurriculum

DELEGATINGTOINDⅣIDUALSCHOOLS

Ihavetalkedaboutdelegationbygovemmenttolocalauthoritiesandnowwemightlookatwhat

mightbedelegatedtoschools、WehaveahistoIyofdelegatingmostofaschool，sbudgetto

theschoolitselftodetermineneedThatworksuptoapointbutitcanmeanthattheabilityto

bene6tfrombuyinginbulkcanbelost・Localauthoritieswerenotkeenonthistostartwithasit

reducedtheircontroloverschools・Thetruthisthatlocalauthoritiesfbunditeasiertoexercise

controloverfinancethanoverthecurriculumbecauseitismorestraightfbIwarddespitethefact

thattheirrealconcernshouldhavebeenaboutthequalityofleamingandteaching．

Letmetumtodelegatingresponsibilityoverthecurriculumtoschoolsandtowhatmightbethe

idealextentofthatdelegation，Isaidearlierthatthecurricularadvicegiventoschoolsinthe

l990､sandanysubsequentadvicewasjustthat;advice、Therewasagreementthattherewere

certaincurricularareaswhichshouldbecoveredinallschoolsandthattherewerecertainskills

appropriatefbrchildrenateachstageTheadvicewasaboutoutcomesintermsofattainment

andacquisitionofskills、Therewasnospecificationofthecontentthatshouldbeusedwith

pupilsinordertoreachtheseoutcomes、

Forexample,itwaslaiddownthatpupilsagedeleve､,say,shouldhaveacquiredcertainscientific

skillsintermsoffindingandanalysingevidencebutindividualteacherscoulddeterminethe

conteｎｔｔｈｅｙｕｓｅｄｗｉｔｈｐｕｐｉｌｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｔeachthemtheseskilIs、Ｎｏｗ,thatisnotquiteas

looseasitseems．Teachelgdonothavetimetoproducecontentfbreveryaspectoftheschool
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curriculumasindividuals;theyuseandareguidedbystandardtextbooksbut,again,theychoose

thesetexts;therewerenoapproved,texts、
０

Intheory,aschoolcouldignoreeventheseoutlineguidelinesandsubstituteotherskillsif

theythoughtthesewouldleadtobetterleamingbuttheywereunlikelytoignorethenational

consensus、TeacheIswouldalsopointoutthatinspectionsassumedtheywouldbeimplementing

nationalguidelinesandthatthatwasa，backdoor,wayofensuringcompliance．

Theideawasthatteachersaretrainedprofessionals・Theyneedadviceastowhattheyshould

expectintermsofpupilsskillsandattainmentbutasprofessionalstheyshouldbeallowedto

choosesuitablecontent・Itisagoodtheorybutalesshappypracticelnsciencewhichlused

asanexampleabove,therewouldprobablybegeneralagreementaboutsuitablecontentbutin，

say,Histoly,skillsofevidence-gathering,analysisandcommunicationcouldbｅａｃｑｕｉｒｅｄｂｙｕｓｉｎｇ

ａｗｉｄｅｒａｎｇｅｏｆｃｏntentsochildrencouldacquiretheskillsbutneverleammuchabouttheir

owncountry'shistoIyorabouttheirlocalityoraboutcertainperiodsoftimeiftheteacherchose

randomly．

Thereareeducatorswhobelievethatallthatmattersisskills;Ｉｄｏｎ'tagree、

selectedcontentputbefbrechildrenisjustasimportant．

lbelievethe

lnthisdebateaboutdelegation,thereisanotherissuetoconsider、Weareatransientsociety

andmanychildrenchangeschoolsbecauseoffamilycircumstance,parents'jobsetc・InaveIy

delegatededucationsystemtheycouldbefacedwithavelydifferentcurriculumintheirnew

schoo1．Thatisanotherreasonfbrhavingthebigdecisionstakennationallyandthedetail

delegated．

nFmGATINGCURRICULUMRESPONSIBILITY

Sowhatdolsuggestistheidealextentofdelegationtoschoollevelinmattersofthecurriculum

andassessment?Itaketheviewwiththecurriculumthattherearesomesubjectareas,some

areasofknowledgethatallchildrenneednotjustwherevertheyareinScotlandbutpossibly

acrossthedevelopedworld．

ldon‘tintendtogothroughthewholecurriculumsubjectbysubjectbutwhereverchildrenlive

theyneedtolearnarithmetic,mathematics,sciencesandgeography・IdoubtifwhatScottish

childrenleaminmathematicsdiffersmuchfTomwhatpupilsleaminJapanltmayhappenina

differentorderbutitwillbeessentiallythesame、Wherethatisthecase､whyburdenteachers

withdelegatedauthoriWtodeterminethecurriculｕｍ？Theywouldbebetterusingtheircapacity
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tobetteruseelsewhere．

Insomesubjects・theintemationaldimensionlusedfbrmathematicswouldnotworklnyour
nationallanguage,therewillbenationalexpectationsaboutwhatshouldbeleamedandwhat

thecontentshouldbebutlsuggestthatinthisaspectofthecurriculum,muchwillbeatleast

nationallydeterminedwithpossiblyscopefbrteacherstoselectsomeoftheliteratureorpoetry
theyuse・Eveninthat,however,wouldtherenotbeanexpectationabouttherangeandvariety
oftextsandauthoIsstudied？I、history,too,Iwouldsuggestthereshouldbenationalguidelines
lnmycountry,ScottishhistoIyhasnotbeenasprominentasitshouldbeanｄｗｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔ､ｂｅ

ｄeterminingskillsbutnotcontent,allowasituationwhereanindividualteachercammeetthe

expectationsintermsofskillsbutleavepupilsignorantoftheirownhistoTy．

SowhereistherescopefbrmeaningfUldelegation？Thereshouldbepartsofcurriculumtime

lefttoschoolsandindividualteacherstoadapttosuittheirlocalyoungpeopleTogobackto

history,localhistoryshouldfeature;localpoetsorautholsmightbeusedinlanguagestudyand

thoughtmightbegiventoprioriwfbrskilIsrelevanttolocalemploymentopportunities・Iknow

aschoolwherefishfarmingisonthecurriculumbecausethatisanimportantlocalemployer．

Iamtherefbresuggestingthatsomeareasofthecurriculumarebestdeterminedatleast

nationally,heeingupschoolsandteache応toconcentrateonlocalaspectsandonthedeliveryof

effectiveleamingandteachingLet'snotburdenthemunnecessarilywithextraresponsibilityas

agesturetowardsdelegationThe'desirableautonomy'withinthiscontextisgiventoteachers

fbrcareofpupils,fbrleamingandteaching,fbrclassorganisationandfOraspectsoflocally
determinedcurriculｕｍ．

OTHERSTAKRHOIDERS

Therもareotherswhohaveastakeineducatｉｏｎｗｈｏｍｉｇｈｔｅｘｐｅｃｔｔｏｈａｖｅｓｏｍｅｄｅｌegated
influencecededtothemLetmeconsiderafewofthese．

Pupils

First,andmostimportantly,therearethepupils・Givingthemautonomyastheygrowolderover

aspectsoftheireducationandenablingthemtomakeinfbrmeddecisionsisasignificantpartof

theeducationalprocess・Itisarightnotagift、Pupilshavetheopportunity,ofcourBe,tochoose

theextenttowhichtheyco-operatewiththeeducationsystemandatkeystagestochoosethe

subjectstheystudybutinmostschoolstheyalsohaveopportunitiestoleadinschoolactivities

andtotakepartinbodiessuchaspupilcouncils、Ｉａｍ,however,oneofthosewhoadvisecaution

ingoingbeyondthis、Ｐｕpilsshould,ｏｆcourse,beinvolvedindecisionsaffectingthemsothat
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theyunderstandthepurposebuttheｙｄｏｎｏｔｈａｖｅａｃｃｅｓｓｔｏａｌｌｔｈｅａｒｇｕｍｅntsandcannotbe

expectedtotakekeydecisionsentirelyontheirownThisisdelegationwithinacontextofcare．

Parents

Thenthereareparents・Theargumentsfbrlisteningtoparentsandtheextentoftheirstake

inourschoolsystemsdonotneedrehearsedherelnScotlandwehavebeenthroughvarious

fbrmsofparentinvolvementbeyondthebasicprocessofinfbrmingabouttheirchild'ｓprogress・

Alloftheseexperlmentshavegivenparentsalimitedroleindecisionmakingwithintheschool

overissuessuchasthetimingofholidaysandanadvisoryroleonlssuesofchildprotectionand

schoolactivities.InotherpartsoftheUKtheroleofparentsisgreaterwithrealpowersoverthe

appointmentofstaffandthemanagementoftheschoolbudget．

Thecurriculumisthedifficultone・Thecurriculumshouldbedeterminedbytrained

professionalsandtherｅｉｓａｄａｎｇｅｒｔｈａｔａｇｒｏｕｐｏｆｐａｒｅｎｔｓｍightseektoinfluenceinan

eccentricfashion，Also,parents'interestinaschoolislimitedtothｅｙｅａ応whentheirchildren

useit;theschoolosplanninganddeliverymustbelongertermthanthat､Thereisastrong

nationalinterestandeconomicinterestinthenatureoftheeducationalexpenence;itisnotsolely

fbrparentstochoosebutonarangeofissuesparentsmusｔｈａｖｅａｓａｙａｎｄｔｈｅｓｅａｒｅｔｏｄｏｗｉｔｈ

ｔｈespecificpersonalinterestsoftheirchildrenintermsofcare,childprotection,disciplineand

themoralattitudesadvancedbytheschoolasawholeandindividualteachersinparticular・I

believethatthereremainunresolvedissuesaboutthemostappropriatewayofinvolvingparents；

perhapsthereisanotherconferencethemeinthis！

CITYACADEMIES

InthiscontextlshouldmentionthegovernmentinEngland，sexperimentwithCityAcademies

whichisinmanywaysasophisticatedattempttoseektoraiseeducationalstandardsby

extensivedelegationtoarangeofstakeholders．

Academiesareall-ability,state-fimdedschoolsestablishedandmanagedbysponsorsfromawide

rangeofbackgroundsincludinghigh-perfbrmingschoolsandcolleges,universities,individual

philanthropists,businesses,thevoluntaIysectorandfaithcommunities．

Sponsorsareexpectedtochallengetraditionalthinkingonhowschoolsarerunandwhatthey

shouldbelikefbrtheirpupils・Thatmeanstheyhaveextensivescopetoworkoutsidethe

acceptednormsofprovisionAcademiesaresetupwiththeagreementofthelocalauthority

butarenotmaintainedbyit・Ｔｈegoverningbodyandtheheadteacherhaveresponsibilityfbr

managingtheacademy、Inordertodeterminetheethosandleadershipoftheacademyandto
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ensureclearresponsibiliwandaccountability,theprivatesectororcharitablesponsorappoints

themajorityofthegovemoms．

Thisisasignificantattempttoinvolveothers,tochallengelowachievementandtodelegate

responsibility、Itisalwayseasytoargueagainstsuchinnovationsonthegroundsthatifitgoes

wrong,childrenwillsufferintheireducation・However,progressiscarefUI1ymonitoredanｄ

ｉｆｗｅｄｏｎｏｔｓｕｐｐortchangeandinnovation,educationwillbestuckinthepastandbecome

increasinglyirrelevanttothousandsofyoungpeople．

Thereareotherswithastakeinwhatｇｏｅｓｉｎｓｃｈｏｏｌｓｗｈｏｗｉｌｌａｌｓｏｓｅｅｋｔｏinfluencethe

educationalprocess、Idonotthinkthatfbllowingtheseispartofthisparticularthemebut

itdoesleadmequiteneatlyintohowwedelegateresponsibilityfbrmanagingthedifferent

stakeholdersIhavementioned．Theseinterestscanbetakenintoaccountwhennational

curriculaarelａｉｄｄｏｗｎｏｒｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄｂｕｔｏｎａｄａｙｔodaybasistheirmanagementmustbe

lefttoschoolprincipals・Thisisanareaofdelegationwhichshouldnotbeunderestimated、It

canplaceconsiderablestressonprincipalsandemphasisestheimportanceoftheirtraining．

CONCLUSION

Ihavetriedtodaytofbllowathemeofdelegation,recognisingthatsomedecisionsaboutwhat

goesoninschoolscanbemadeataveryhighlevelbecausethereisgeneralconsensusabout,fbr

example,muchoftherequiredcurriculumcontentbutalsorecognisingthatsomeinterpretations

andapplicationsofnationalexpectationshavetobeadaptedatlocallevelbyindividualschools

andteachelsinconsultationwithparentsandlocalemployers．

Itisacomplicatedbusinessbutthen,anationalsystemofeducationwillneverbesimplelhear

peopIecomplainingthatthereisalwayschangeineducation、Ofcoursethereis、Ifeducation

standsstillitwillfailtheyoungpeoplewhoarebeingpreparedfbrasocieWwhichchangesall

thetime・Educationcaninsomerespectsinfluencethesechangesbykeepinginthefbrefrontof

changeandsohaveahandinmouldingsocietybutasthenatureofemploymentchangesand

socialattitudeschange,schooleducationcannotstayasitusedtobe．

Whateverourloftyviewsabouteducationalpolicyandpracticefromourroleaseducational

academics,thinke応orpolicymakers,itisindividualteacherswhofacepupils、Whatweadvise

mustworkfbrthemevelydayinschoolandfbrchildreneverydayoftheiradultlives・Thatis

whythisdebatematters，

DevolutionofresponsibilityisneverunfetteredfreedomtodowhatyouchooseWecannot
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affbrdthatluxuIy・DevolutionisaboutcedingpowersandresponsibiliWwithinafiFameworkof

expectations．

lnclosing,Iwouldliketothankyoufbrlisteniｎｇｔｏｗｈａｔｌｈａｖｅｔｏｓａｙ・Thereareimportant

issuestobeconsideredfUrtherinthistheme・ＩｈｏｐｅｔｈａｔｉｎｔｈｅｆＵｔｕｒｅｔｈｅｒｅｍａｙｂｅ

opportunitiestoengagewithallorsomeofyouonthesematters．

DOUGLASOSLER

July2009

douglasosler＠Virgin､net
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【質疑応答】

吉原たくさんご質問をいただき、ありがとうございました。内容が多岐にわたっているので、

明日の午前中のオスラー先生とのフリーセッションにまわす質問と今ここでお答えいただく質問

とを選別させていただいた。オスラー先生の講演の内容と非常に関連がある質問を中心に、再度

議論を進めていきたい。

植松玉川大学院生の植松です。権限委譲後の近年、スコットランドとイングランドの教育制度

はますます異なってきているとおっしゃったが、主にどのような点が異なってきたのか。

オスラー権限委譲が実施される以前は、たとえばナショナルカリキュラムのように、イング

ランドで起こったことがそのまま何年か後にスコットランドで実施されるというように、スコッ

トランドの教育はイングランドで起こったことの影響を受けていたが、権限委譲が行われてから

１０年以上経つとそのような傾向がなくなってきて、スコットランドの問題に対してはスコット

ランドの議会が対応し、イングランドをあまり参考にしなくなった。たとえば、大学の授業料に

関しては、スコットランドに住んでいればスコットランドの大学の授業料は無償であるが、イン

グランド、ウェールズ、北アイルランドの大学はそこに住んでいても無償ではない。

植松講演の中で、インスペクションについて新しいシステムを作るなら旧来のシステムは廃止

したいとおっしゃったが、主な変更点はどのような点か。

オスラー今までは、中央の機関が学校を訪問していろいろと聞いても、学校は準備ができてお

らず、答えられないことが多かった。しかし現在は、学校が自ら評価を行うというシステムが導

入され、中央の機関がインスペクションを行う時にはもう回答ができあがっている。以前は中央

の機関が学校に対して指摘を行うのみであったが、現在は学校自らに何ができていて何ができて

いないのかを考えていただき、中央は成功している学校の例を効果の出ていない学校に伝えると

いう役割を担っている。これが新しいシステムである。

前馬様々な分権のレベルが示されていた。地方政府、学校、教師などのレベルのうち、理想は

教師とのことだが、現状はどのレベルにあるのか。もう一つの質問は、３２の地方当局があると

いう話であったが、その３２の地方当局の間で権限委譲の進み方が違うのか、それとも一様に進

んでいるのか。

オスラーまず現状であるが、一番重要な部分は地方政府である。というのも、教師を雇ったり、

学校を建てたり維持したりするのは地方政府の貴任であるからである。中央は法律を定めたり、

地方政府に助言をしたりするが、教育政策実施の主体は地方政府である。しかし、地方政府が圧

倒的な権力を持っているわけではなく、法律で学校にある程度の権限を与えないといけないと規

定されている。たとえば、地方政府が教育に関する財政をすべて使えるわけではなく、ある程度

予算を決める権限を学校に与えると法律で規定されている。

もう一つの質問については、スコットランドは大変小さな国であり、人口５００万である。そ

のため、すべての地方政府と話し合ったり、協力して働いたりするということに関して規模が小

さいという点で恩恵を受けている。そのため、地方政府の間で違いがあるとか、一部の地方当局

と話し合いがしっかりなされていないということはない。



５４日英教育フォーラム１４号

ジェンキンズイングランドではナショナルカリキュラムが導入されていて、アセスメントも同

じ時期にすべての学校で実施され、その結果がリーグテーブルで公表される。スコットランドで

は、そのあたりの事情はどうなのか。

オスラーアセスメントに関しては、だいたい同じであるが、細かな点では、イングランドでは

日が指定されていて全部の学校が同じ日に実施するのに対して、スコットランドでは、教師が子

どもが試験を受けられると判断した時点で行うため、各学校で実施日が異なる。２点目に、イン

グランドでは、リーグテープルが公開され、どの学校がよく、どの学校がよくないなどが公表さ

れ、その影響は大きいが、スコットランドでも公表は行っている。学校ごとの成績の公表につい

ては、私は別に反対ではない。その理由として、社会や経済に対して学校がどのように影響する

のかということは非常に重要であり、しかも学校には税金が投入されていて、教師の給料は税金

から支払われており、社会的責任があるので、リーグテーブルを公開することに関して問題はな

い。むしろ問題なのは、アセスメントを廃止しようという動きが政治的な理由で行われていると

いうことである。保守党政権の時にアセスメントが教育的な理由で導入されたが、廃止しようと

する動きは政治的な理由によってである。特に、1997年以降、労働党政権が政権をとっている

ので、有権者としての教師の数も無視できないし、あるいは圧力団体として教員組合の力も非常

に大きい。イングランドだけでなく、ＵＫ全体でそのようなことが起こっている。

二宮ナショナルカリキュラムを内容ではなく、どのようなことを身につけるのかというスキル

で規定することにはどのようなメリットがあるのか。

オスラースコットランドではナショナルカリキュラムと呼んでいないが、イングランドと似た

ものがある。ここでは、基礎的なスキルについて規定していて、内容について書かれているわけ

ではない。２歳ごとに何々ができていないといけないという書き方をされていて、それを達成す

るための授業の内容は規定していない。たとえば、算数の場合、７歳で何々ができていないとい

けないというような書き方をされているが、実践においてどのようなアプローチをとるのかとい

うのは、教師の裁量に任されている。こうしたアイディアは、何を達成すべきかを規定して、教

育のプロである教師という前提のもとに、内容の選択権を与えるというアイディアに基づいて

いる。しかし、何でも可能というわけではなく、子どもがそれを通じて学んでいるということが

保障されなければならない。教科書にしてもたくさんの選択肢があるというわけではなく、また、

内容に関しても権限委譲後もそれまで使用されていたものと同様のものも多く、大きな変化があ

ったわけではない。

フリーディスカッション

谷川悌教大学の谷川です。今日午前中の進行方法ですが、フリートーク、フリーディスカッ

ションという形でご案内させていただいているが、ひとまず次のように進めさせていただきたい。

まず、あらためて昨日の発問者である吉原会員のほうから、この企画の趣旨に立ち返ってオスラ

ーさんに発問していただきたいと考えている。その際、一つは、イングランドとスコットランド

の分権の問題である。そしてもう一つは、スコットランド内での分権の問題である。その際の分

権移譲先は、地方政府なのか、学校なのか、児童生徒なのか、あるいはステークホルダーなのか。
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あるいは分権の分野、カリキュラム等々の問題が昨日議論になったのでその点を踏まえて質問し

ていただけるかと思う。そして、そうした議論を踏まえながら、昨日議論に出てこなかった点で

ある日本の分権にどのような示唆を与えるかという点に関して、まず吉原会員から質問していた

だけたらと思う。このような質疑応答を踏まえてフロアからの質疑応答を受け付けたいと考えて

いる。

吉原高崎経済大学の吉原です。昨日は、非常に多岐にわたる点についてお話しいただきありが

とうございました。今日は分権に焦点をあててお話をうかがいたい。１点目は、スコットランド

とイングランドとの違いを再度確認したい。日本で言うところの教育委員会の権限は、スコット

ランドとイングランドとではどの程度違いがあるのかというのが大きな質問である。具体的に言

うと、カリキュラム作成の問題や一番違いが出る教師の雇用の問題、それからインスペクション

に関してOfStedやスコットランドの機関は地方自治体とどのような関係にあるのか、その３点

についてその違いをおさえてから次の質問に移りたい。

オスラースコットランドとイングランドの教育制度は全く異なるものである。教育大臣、責任

を負う議会、試験制度、学校の構造、教員資格などすべて異なる。しかしながら、３００年ほど

前にＵＫとして統合されたので、共通性も持っている。スコットランドとイングランド２つのシ

ステムの間に協調や協働はほとんど見られない。イングランドで教育改革が行われても、スコッ

トランドは影響を受けていない。しかし、人材は共同化されている場合もある。スコットランド

出身のエリートがイングランドの中央の主要なポストに就くということに関しては寛大であるが、

逆にイングランドの人がスコットランドで主要なポストに就くには困難を要する。

地方自治体に関しては、イングランドのほうが地方自治体の数が多いために、中央政府が法

律を介して地方自治体を利用して政策を実現していくということが一般に見られる。たとえば、

ナショナルカリキュラムが法律によって導入された時、実際には導入したくないＬＥＡもあった

かもしれないけれども、ナショナルカリキュラムの導入は法律によって決定された。一方、スコ

ットランドは地方自治体の数が少ない。イングランドでナショナルカリキュラムが導入されたの

と同時期にスコットランドでは１２の地方自治体があり、現在では３２の地方自治体がある。こ

のように数が少ないので、スコットランドでは一致して共通カリキュラムの導入を行うことがで

きた。また、それ以前にも共通性の高いカリキュラムで実施されていたので、スムーズに導入で

きた。

地方政府とインスペクションの関係についてであるが、ＵＫの４つの地域では、基本的なシス

テムはほとんど同じで、査察官は政府によって雇用されている公務員であり、地方自治体とは関

係がなく、独立性を保持している。これは、とても重要な点である。なぜなら、地方自治体は教

員の採用などを担っているからである。４つの地域で異なっているのは、ビジネスの内容で、た

とえば１０年前からスコットランドでは地方自治体に対して査察を始めるようになった。それま

では、地方自治体に対して学校の査察結果を報告して、勧告を行うのみであったが、最近は、地

方自治体がどのようにその勧告を受け入れ、改善を進めているかという点についても評価でき

るようになった。そのため、現在、地方自治体は日々学校を支援するようになっている。そして、

私たちは、これを視察し、評価し、公表している。これに関しては、スコットランドとイングラ
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ンドでは行われているけれども、ウェールズと北アイルランドでは行われていないという大きな

違いがある。

カリキュラムに関しては、学校で何を教えるかということに関して大きな違いはない。私と

しては、スコットランドの文化や歴史をもう少し強調してもよいのではないかと考えている。た

とえば、文学作品であれば、ロバート・バーンというスコットランド出身の有名な詩人がいるが、

そのようなことをもう少し学校の中で教えてもよいのではないかと思う。カリキュラムのマネジ

メントは異なるかもしれないが、中身としてはほとんど同じというのが事実であると思う。

教師に関しては、役割、養成課程、教師の登録制などほとんど同じである。イングランドと

スコットランドの間で教師の移動があるのかと言えば、ほとんど教師は自分が受けた教育制度の

中で教師になる。実際構造が同じであるので移動は可能であるが、実際にはほぼない。

教師の雇用制度については、ＵＫ全体でほとんど同じで、学校単位での採用となるため、空き

が出た場合全国紙で公募され、それに応募する。そして、一度採用されれば異動はないので退職

までそこにいることができる。学校が閉鎖された場合は、他へ異動したり、退職したりする。

教員の専門性の開発についての議論をスコットランドでもっとしなくてはいけないというこ

とを昨日申し上げたが、私自身のアイディアは、７週間ある夏休みのうち、１週間を教員の専門

性発達のためにあてるというものである。しかし、これは教員には不評であろう。今、スコット

ランドではチャータードティーチャーという資格が作られつつある。このチャータードというの

は、他の専門職においても使用されている。これは、教師が自分で費用を負担して、チャーター

ドを取得し、取得できた場合は、部分的にＬＡがその費用負担してくれたり、給料が上がったり

するというシステムである。これは、専門性の発達には良いことであり、多くの教師が参加して

いる。

最後の点だが、学校理事会に関しては、ＵＫのそれぞれの地域で異なる状況にある。イングラ

ンドでは、学校理事会はかなり実質的な権限を持っていて、校長の採用などにも発言力を持って

いる。これに対して、スコットランドではかなりゆるやかな組織を持っていて、どちらかと言え

ばアドバイスを与えることになっている。たとえば、校長の採用に関しても、アドバイスはする

けれども、最終的な決定権はＬＡが持っている。学校理事会では、休日や制服の問題を決定して

いる。北アイルランドでも、学校理事会が置かれている。教育に関してはＬＡがすべての権限を

持っているが、教育費に関しては、法律によって学校に委譲することになっており、日々 の運用

は学校理事会が行っている。学校理事会自体は、自発性に基づいてメンバーが決定される。その

ため、一度決定されたメンバーがすべての会議に出席するということを期待できないし、強制も

できない。また、メンバーを見つけること自体にも困難がある。権限をかなり持っている学校理

事会であるけれども、実質何もできていないという問題を抱えた状況にある。また、北アイルラ

ンドでは、理事に対しての研修制度があり、これに参加することが求められているが、それにも

欠席者が出る。このような北アイルランドのゆるやかな制度は問題であると考えている。

日本への示唆ということだが、これは私が答えるより皆さんが考えていただければよい。こ

の前、野党の影の内閣の教育大臣に何が必要かと問われ、２つのことを申し上げた。１つは、教

師の専門性発達のための充実した制度である。もう１つは、問題行動を起こす子どもたちにどう
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対処するのかということである。現在、問題を起こす子どもがいるために他の子どもの学習機会

が損なわれているということが言われていて、これが教師にとってかなり圧力になっている。現

在は、問題行動を起こした子どもたちを簡単に退学させてしまうのであるが、私はこれに反対で

ある。退学させるのは、自分あるいは他者に危害を加える場合のみで、そうでない場合は、子ど

もを学校の中に留めておいて、通常のクラスに戻す努力をすることが必要である。退学させてし

まうということは、問題を学外に追放することにはなるが、根本的な問題解決にはならない。今

ここで話している間に、もう２つほど思いついたことがある。１つは、質をモーターすることで

あり、これによって学習の成果が上がっていくのではないか。もう１つは、専門家である学校の

教師を信頼することである。

谷川吉原さん、ひきつづき質問があればどうぞ。

吉原２つめの質問というのは、地方自治体、学校、子ども、ステークホルダー、地方議会の間

の権限の分散をもう一度確認したかったのだが、１つめの質問の中でお話くださったので、省略

したい。３つめの質問というのは、話題の提供で、必ずしも質問ではない。日本では、文部科学

省、県の教育委員会、市の教育委員会、学校と多層にわたっている中で分権の在り方を考えてい

く必要がある。その際、教育行政とは離れた自治体行政の中でもう少し構造をシンプルにしよう

という動きがある。イギリスでは見られない道州制というものである。日本はこれまでにそのよ

うな構造をシンプルにするとか、権限を分散させるという経験をしたことが少ない。それに対し

て、スコットランドは歴史があるため、ヒントになるのではないかと思う。

大田明確にしたいのだが、スコットランド、イングランド、ウェールズ、北アイルランドそれ

ぞれの関係の中で、道州制を見たいということでよいですね。

オスラーナショナルシステムがなぜ必要かと言えば、すべての子どもたちに教育を保証できる

ようにするためである。権限委譲は、ナショナルシステムを地方のニーズに合わせることができ

るというメリットもあるが、無制限にしてしまうと質の保証ができないということにもなる。し

たがって、権限委譲をする時には、明確なガイドラインを作成して自由裁量の余地を残すという

ことがとても大切ではないか。明確なガイドラインを作成すること、子どもたちが最終的に何を

成し遂げればよいかという期待を明確にすること、考えられる問題点を想定してその対応策を考

えておくことが大切である。私個人としては、アメリカ合衆国で行われている公選制の教育委員

会制度が理想である。それは教育問題だけを取り扱う行政委員会という意味で、非常に重要であ

ると考えている。なぜかというと、一般の地方自治体というのは、いろいろな役割を担う機関で

あって、教育だけに直接責任を持つわけではない。そのため、地方議員が教育予算の規模が非常

に大きいと判断し、これを削減して他に使うという方向に動いてしまう可能性もある。教育だけ

のために公選制で選ばれてきた教育委員会制度であればそのようなことは起こらず、私としては

これが理想であると考えている。この話題を締めくくるにあたって、結局はすべての子どもが最

善の教育を受けられるようなシステムを考えることが一番大切である。

谷川フロアの皆様にマイクをまわしていきたい。地方自治という観点からの質問をいただきた

い。

森川一橋大学院生の森川です。確認させていただきたいが、学校理事会は北アイルランドだけ
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がボランタリーなのか。

オスラー基本的には４つの地域すべてでボランティアと考えていただければよい。ただし、イ

ングランドの場合はできる限りこのような人たちがよいという指示はある。たとえば、親である

とか、財政や法律に詳しいなどである。しかし、すべての人たちがこれを持っているとは限らな

いし、無償の仕事なので、これが一番問題ではないかと私は考えている。

中島京都文教短大の中島です。道州制を導入することによってシステムを単純化していくとい

うことであるが、アメリカなど分権化されている国は複雑で単純なようには思えない。

オスラー民主主義というのは複雑であると考えた方がよい。地方分権というのは、自分たちが

運営していくものであり、子どもたちの教育は自分たちのものであるという認識を与えるという

意味でもとても重要であり、中央がすべて決めるというのは問題であると思う。換言すると、オ

ーナーシップという感覚が一番重要であり、オーナーシップがなければ、市民は参加もしないし、

貢献もしない。オーナーシップという感覚を強めれば、そのようなことが期待できる。

吉原私の個人的な意見から言うと、道州制は、中島先生がおっしゃったように、複雑になるの

でなかなか日本にはなじまないと考えている。しかし、教育以外の部分では、いろいろな部分で

日本でも分権が進んでいる。その中で、なぜ教育の場合は難しいのかというと、キープレーヤー

がたくさんいるからであると思う。分権をする前に、まずはキープレーヤーの人材育成が必要で

あると思っている。

後藤道州制は分権と関係のない話ではないかと私は思う。各県単位で行っているものをもう

少し広くまとめようというのが道州制の考え方ではないか。だから、道州制は、分権とは逆のこ

とであって、ある程度集権化しようという流れではないかと思う。また、日本の場合はそれほど

地方ごとに独自性がなく、イギリスと比べた場合一つにまとまっている。それを考えたときに、

ＵＫは日本が学ぶ対象になるのか。

谷川後藤会員の意見にも同感するが、イングランドとスコットランドとの関係という観点から

日本の制度を考える時に道州制が一番類似的に考えられるということでご提案いただいた。スコ

ットランドの分権から日本は何が学べるのかという観点から議論を発展させたい。

大田道州制に関しては、教育とは異なる観点から議論が進んでおり、より政治的、財政的な問

題なので少し分けたほうがよい。

小口近畿大学の小口です。地方自治体は自分たちの権限を学校に渡すということに必ずしも賛

成ではないと思うが、オスラー先生がスコットランドで仕事をされていた時に、何か苦労された

点が具体的にあれば教えていただきたい。

オスラー地方政府が抵抗したということに関して、たくさんの例がある。既得権益を奪うとい

うのは難しく、地方政府は委譲に批判的である。特に財政委譲が一番困難であり、地方自治体は、

自由度が少ない形で財政委譲をしている。その意味では、中央政府から学校に委譲したほうが簡

単であったように思う。繰り返し申し上げるが、権限委譲には必ず限界があり、間違った方向に

行かないようにすることが重要である。次の２つの言葉の違いを認識することが重要である。，

つは、危機回避であり、最初から危機を回避するためにきわめて厳重な管理をして間違った方向

に行かないようにするシステムである。もう，つは、危機管理であり、権限を受け取るとともに、
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最初から問題を想定しておき、それにどのように対処するかということにも踏み込んだマネジメ

ントである。私としては、危機管理のほうがより重要であると思う。

植松スコットランドに権限委譲が行われた後、私立学校に何らかの変化があったのか。もしあ

れば、教えていただきたい。

オスラー簡単にお答えすると分権後も変わっていない。伝統的にスコットランドでは私立学校

が少なく、就学人口の２パーセント以下が私立学校に通っている。ＵＫ全体で、私立学校はチャ

リティというステータスを持っており、レギュレーターという役職が、チャリティが機能してい

るかをチェックしている。イングランドでは、いくつかの私立学校がチャリティのステータスを

剥奪されている。チャリティは、社会的に不利益な人々や障害を持っている人々を助けるなど慈

善的な観点を持っているかどうかというところがチェックされていて、これを証明することがで

きない場合、チャリティステータスが剥奪される。もし、チャリティステータスが剥奪されると、

税金上の優遇措置もなくなるので、授業料が高額になり、学校間競争がある場合は人気がなくな

り、存在が危うくなっていくという状況にある。

上田京都女子大学の上田です。地方分権を行い、地方自治を行っていくという大変重要な問題

である。そのためにも、地方の文化を尊重する教育が行われていると思う。北アイルランドやウ

ェールズでは、その地方の言葉が教えられているけれども、スコットランドではどうなのか。す

べて共通に行われているのか、部分的に行われているのか。もし教えられているならば、週にど

れくらいの時間教えられているのか。学校段階による違いはどうなのか。

オスラーＵＫにおいて言語教育は複雑な問題を持っている。外国語教育は成功していない。な

ぜなら、どこでも英語が支配的になっているため、外国語習得の必要性がないと考えられてしま

うからである。母語教育は、ウェールズが熱心で北部では強制的に、南部では選択になっている。

北アイルランドでは、新しい大臣がアイリッシュを強制しようという話をしているが、まだ実現

には至っていない。もちろん、アイルランド共和国では、公式な言語としてアイリッシュが使用

されている。翻って、スコットランドでは、ゲーリックを話している人は全人口の１パーセント

以下である。どちらかというと北部で話されており、メインのところではほとんど話されていな

い。そのため、ゲーリック教育にはほとんど予算を与えられていない。ゲーリックはほとんど有

用性がないと考えられている。グラスゴーやエジンバラでは一部行っているようである。外部試

験にはあるが、ゲーリックで何かを教えることは教師もいないし難しい。このような状況である

が、お互い意思疎通ができている。今お話ししているうちに２つのことを思い出した。ご存じの

ようにスコットランドではＵＫからの独立を望む運動が行われているが、言語に関しては具体的

に考えられていないように思う。もう１つのことは、スコットランドではもう1つ言語があって

ゲーリックよりも多くの人が使用している。北東部の方言といってもよいが、スコッツと呼ばれ

る言語である。ただし、これに関しては、予算もないし、圧力団体もない。

大久保福岡大学の大久保です。性教育は必修になっているのか。またどのように教えられてい

るのか。日本では、時に対立が見られたりするが、そのような問題があるのかどうか。

オスラー性教育に関しては、かなり論争的な問題になっている。性教育は行われることになっ

ているが、学校ごとにそれぞれ違う方法で行われている。多く見られるのは、社会性一教育の中
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に性教育を位置付けているものである。もちろん、生物学的な性教育を行う学校もあるが、これ

には批判があって、人間関係という視点が欠けていることが問題になっている。そのほかの問題

点は、スコットランドでは教師がホモセクシャルについて教えていることがあってそれを理由に

罷免されることがあった。今はそのようなことはない。スコットランドでは公立のカトリック系

学校が多いので、カトリック系学校では避妊について教えないという明確なビジョンを持ってい

る。性教育という言葉はあるが、その中身は統一されているわけではない。付け加えると、今テ

ィーンエイジャーの妊娠が非常に社会問題になっている。北アイルランドの場合、妊娠によって

学校に通えなくなった場合、家庭教育を受けるので、その費用が莫大になっている。

後藤昨日のお話の中で、教師には自由が与えられているけれども教科書に頼るのでそれほど自

由ではないということであったが、小学校段階において、イングランドとスコットランドでは教

科書の利用のしかたが違うのか。以前イングランドでは、教科書を使わないということが徹底し

ていたと思う。それに対してスコットランドはかなり使う風土があったのか。

森川新しいカリキュラムが導入されて、インスペクションの手続きに変わった点があるかどう

か。

植松ディスレクシアを持つ子供に対する教育について教えていただきたい。

オスラーテキストに関しては、イングランドとスコットランドで教科書を使用する頻度や中身

はほぼ同じであると思う。現在、スコットランドではかなり使われている。ただし新しいテキス

トを購入するのには費用がかかるので結局古いテキストを使用している。

新しいカリキュラムの導入とインスペクションの手続きの変化については、基本的には変わ

っていない。私が部下のインスペクターに言うことは、子どもに学校は居心地がよいかどうかを

尋ね、子どもたちがよいと答えればその学校は問題がなく、嫌だと答えたらどこに問題があるか

を見つければよいということである。

ディスレクシアに関しては、今はディスレクシア以外にも特定される障害が増えていて、そ

れをＳＥＮとしてくくっている。そのような子どもたちに対しては、特別な教育が提供される。

SENに関しては非常にお金がかかるので、ＳＥＮの対象となっていない子どもたちから予算の使

い方が不公平であるという不満が出ることはあるが、ＳＥＮを抱える子どもに対する教育は非常に

重要であると私は考えている。
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SpeechtoJapan・UKEducationForumSaturday31Juｌｙ２０１０

Ｆｒｏｍ"Education,Education,Education"ｔｏ

“Freedom,FaimessandResponsibility'’
一therapidlb/changingscenarioinEnglisheducationfbllowingthegeneralelection-

JohnMorgan
(PresidentASCIj

Goodafternoon,everybody・IamextremelygratefUltoyouallfbryourkindinvitationtojoin

youinKyotofbryourconferenceMywife,Susan,andlhavebeenmadeextremelywelcome

sinceourarrivalinyourbeautifUlciWandwebothhavebeenoverwhelmedbythedepthofyour

kindnessandtheconcemfbrourwell-being

ltwasRobertKennedy・speakinginCapeTowninl966,whomadefamousthephrase"Welive

ininterestingtimes園．Well,hemostcertainlycouldhavebeenreferringtoeducationalpolicy

intheUnitedKingdom,andEnglandespecially・sincethegeneralelectionandthecomingto

powerofthefi応tcoalitiongovemmentthatlhaveknowninmylifetime、Everydayduringthe

pastmonththereseemstohavebeenanewannouncement,withearlylegislationbeingpushed

throughparliamentatbreak-neckspeed・Ｓｏ,whilStapologisingtothoseofyouwhomusthave

beenalittlefrustratedatthedelayinreceivingacopyofmyspeech,Ihopeyouwillunderstand

thatitwasdonewiththebestintentandinthehopethatlmightpresentyouwiththemostup‐

to-dateandaccuratepicture．

IamhereinmyroleofPresidentoftheAssociationofSchoolandCollegeLeadersintheUnited

Kingdom・ItwasagreatpleasuretowelcomeKomatu-santoournationalconferenceinLondon

inMarch・WiththePrimeMinisterabouttocallthegeneralelection,itwasaconference

containingrathermorepoliticalcontentthanusual,but,giventheclosenessofthevoteandthe

centraliWofeducationpolicyinthenationaldebate,IhopeKomatu-sanfbunditasenjoyableasl

did．

Thesubstantiveelementofmyaddresstodaywillbetoreflectontheeducationallegacyofthe

BlairandBroｗｎｇｏｖｅｍｍｅｎｔｓｏｖｅｒｔｈｅｐａｓｔｌ３ｙｅａｌｓlwillthenfbllowthiswithanup-to-date

summalyoftheearlyeducationalpoliCyimplementationstepsoftheCamerongovemment・This

newConservative/LiberalDemocratgovemmenthaschosentomakeitsfiI5tflagshippieceof

legislationaneducationbill,theAcademiesBill,whichhasbeenrushedthroughparliaｍｅｎｔａｎｄ
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ontothestatutebook

Ｂｅｆｂｒｅｌｍｏｖｅｏｎｔｏｔａｌｋａｂｏｕｔｍｙｍａｉｎthemetoday,therapidlychangingeducationscenario

inEngland,Ithoughtyoumay6nditinteresting,firstly,ｔohearalittleaboutASCLitselfand，

secondly,ｈｏｗweoperateonbehalfofourmembers．

TheA55ociationfbrSEhooIandColIe9eLeader5,ＵＫ

For25years,ｆｒｏｍ1980,wehaverepresentedthemajorityofsecondaryschoolleaders

underthebannerofSHAtheSecondaryHeadsAssociationDuringthistimethebalanceof

ourmembershipreflectedthechangingmake-upofschoolandcollegeleadershipteams,as

headteacherswerejoinedbydeputyhea｡teachers,assistantheadteachersand,mostrecently，

schoolbusinessmanagers・Ｉｎ２００５ｏｕｒｎａｍｅｃａｕｇｈｔｕｐｗｉｔｈｏｕｒｍｅmbershipandwebecame

knownomoreaccurately,astheAssociationofSchoolandCollegeLeadersWenowhavel5000

members,ofwhomlOOOareschoolbusinessmanagersinleadershiproles．

Wearenotaffiliatedtoanypoliticalparty・butareamember-ledassociationwithanational

councilmadeupentirelyofsewmgschoolandcollegeleaders・Ourfi応tprioritywillalwaysbe

tosupportourmembersthrough4ways：

・RegionalOfficerswhodealwithcaseworksupportingindividualmembersintheirarea

・Legalprotection,givingreassuranceoflegaland6nancialsupporttoindividualsshould

itbenecessaIy

・Localandnationalrepresentation,influencinglocalandnationaleducationalpolicy

development

・Web-site,hotline,mailings,magazine,e-mailnewsletter,guidanceandpolicypapers，

keepingmembersinfbrmedonthekeyissuesrelatedtoschoolandcollegeleade応．

Ｗｅａｒｅｔｈｅｏｎｌｙｔｅａｃｈｅｒｕｎｉｏｎｉｎｔｈｅｃountrywhosemembershipisgrowing、Thisispartly

duetotheincreaseintherangeofschoolleadershiproles,withnon-teachingschoolbusiness

managersbeingourfastestgrowingsector，Ibelieveitisalsobecause,ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｔｉｍｅｏｆＤｒ

ＪｏｈｎＤｕｎｆｂｒｄａｓourGeneralSecretary,wehavebecomethemosteffectiveeducationlobby

groupbyfbllowingaconsistentandconstructiveapproachtoinfluencingpublicpolicy

ChangingpubIiEpolky．

Ourapproachcanbesummarisedas：

・DecidingtheprioriWareas‐ourPublicPolicyAgenda:whatarethetopfew(wechose
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sixthisyear)prioritiesonwhichweshouldcampaign？

Clarifyingthemessage:Ouraimsfbrtheseprioritiesandthemainmessagesfbreach

priority

Buildingalliances:ｗｈｏａｒｅＡＳＣＬ,salliesoneachpolicyarea・namedindividuals,not

organisations？

Influencingthedecisionmakers:ｗｈｏｉｓｔｈｅｋｅｙｄｅcision-makeroneachissueandwho

willinfluencehim/her？

Suchanapproachhasserveduswellduringthepreviousl3yearsofaLabourgovemment

duringwhichtimetherehasbeenfarmoreconsultationbefbrepolicyhasbeenannouncedThe

newgovemmentministerssaytheywishtocontinueworkingwithrepresentativeassociations．

Thisyearourpublicpolicyagendawasalsoourelectionmanifestowhichweallcarriedaround

inourpocketslnordertosetthecontextfbrthenextsectionofmytalk,letmesharewithyou

thoseareaswhich,fbrourmembers,weredeemedtobeofthehighestpriorityasweapproached

thegeneralelection．

lEducationstrategy-trustandcollaboration

・Ｔｈｅｒｅｓｈｏｕｌｄｂｅｇｒｅａｔｅｒｔｒｕｓｔｉｎｔｈｅteachingprofessionbyrecognisingthe

professionalismofteacherstomakejudgementsonprofessionalmatters．

・ASCLwelcomesmorefreedomandautonomyfbrindividualinstitutionsbutthisshould

belinkedtoincentivestoworkinpartnership．

・Academiescanhelptoraiseaspirationandattainmentinareasofdeprivationbutmust

cooperatewiththeirlocalschoolsandcollegesasfUllmembeIsofthelocalfamilyof

schools．

・Schoolandcollegeleadersshouldhaveagreaterinfluenceonpolicytoimprovethe

educationSystemandraisestandards．

・Parentalengagementisanimportantelementofschoolimprovementwhichisatwo

wayrelationshipandparentsshouldbeencouragedtotakeresponsibilityfOrtheir

children,supportingschoolpolicies．

２Curriculum-relevantandpe応onalised

・ThemoreflexibleandlessprescriptiveKeyStage3curIiculum(fbrll-l4yearolds)is

verywelcomeandthisapproachshouldbeextendedtootherphasesofthecurTiculum．

・Thereisaneedfbrgenuinevocationalroutesthroughapprenticeships,Foundation

LearningTierandstand-alonequalifications．

・Thepracticalandappliedaspectsinsomediplomalinesshouldbeincreasedinorderto
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●
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ensuretheymeettheoriginalobjectivesoftheprogramme・

ＡｇｅｎｅｒａｌｄｉｐｌｏｍａａｌｏｎｇｔｈｅｌｉｎｅｓｏｆthecurrentWelshBaccalaureate，which

incorporatesawiderangeofacademicandvocationalqualifications,shouldbe

developed

Studentsshouldbeencouragedtoexpresstheirvieｗｓａｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｓｔｒａｎdin

developingtheirleaming,communiWinvolvementandIeademshipskills．

３Assessment-rigorousandmanageable

・Thereshouldbegreaterrelianceonteacherassessmentatallagescarriedoutrigorously

byqualifiedandlicensedcharteredassessors;thisshouldreplacesomeexternal

examinations．

・Stepsshouldbetakentoreducethecostofextemalassessmentfromthecurrentf700

millionperyear．

・Thereshouldcontinuetobeextemalassessmentofstudentachievementatagell．

・Theapplicationprocessfbrhighereducationshouldtakeplaceafterstudentshavetheir

actualgrades(knownaspost-qualihcationapplication,orPQA)thuspromotingafair

andopenapplicationprocess．

４Accountability-robustandfair

・Theschoolandcollegeaccountabilitysystemshouldtakeintoaccountawiderange

offactors,notjustthenarrowmeasuresofattainmentcurrentlyusedtocreate

perfbrmancetables．

・ThereshouldbeafairandbalancedsetofmeasurestoinfbrmparentsaboutthequaliW

ofeducationinschools､Thesemeasuresshouldpubliclyrecogniseschoolsdoingwellin

veIychallengingcircumstances．

・Theinspectionsystemshouldbeavalidationofschoolandcollegeselfevaluation，

proportionatetotheinstitution，ssuccess．

・AccountabiliWmeasuresshouldpromotecollaborationbetweenschoolsandcolleges．

・Thefrequentchangeintheinspectionframeworkisadestabilisinginfluenceanda

periodofstabiliWintheinspectionregimeisrequired．

５Autonomy-nation副framework,localflexibility

。‘Nationalfiamework;localflexibility，shouldapplyinmanyareasofeducationpolicy・

Whilstnationalexpectationsshouｌｄｂｅｓｅｔ,inconsultationwiththeprofession,schools

shouldbeabletocustomiseandimplementtheappropriateapproachesintheirlocal

contexts．

・Givinggreaterautonomytoschoolsandcollegesoverprofessionalmatterswillenhance
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creativiq/withinthesectorandpromotethepersonalisationofleamingpathwaysfbr
youngpeople

ThereshouldbetheveIyminimumofstatutoryobligationsplacedonschoolsand

collegesandasignificantreductioninthebureaucracyaffectingthem，

Thedaysofnationalstrategies,teamsofconsultants,ａｎｄinflexiblemeasuresshouldend

andbereplacedbyschoolsandcollegesworkingto8etherinparmerships,collectiveIy

takingresponsibiliﾛﾉfbrtheeducationofalltheyoungpeopleintheirarea

SecondaIyschoolsandcollegesdobestwithoutundueextemalinterferencefi℃mlocal

authorities;howeverthereareafewkeyelementsofprovisionsuchasschoolplaces，

admissionsandtransportthatrequirelocalauthoriWcoordination・

Thelocalauthonwroleshouldbeoneofensuringthattherearejoined-uplocalservices

tosupportfrontlineinstitutionswithwellco-ordinatedwelfareandsupportservicesfbr

youngpeoplewhoneedthem

Localauthoritiesshouldbecommissionersofsupporttoschoolsasidentifiedthrough

schoolselfevaluationandtheworkoftheschoolimprovementpartner．

６Resources-sufncientandequitablｅ

・WhileASCLrecognisestheneedfbrefYiciency,thegovemmentmustmaintainrealterms

increasesinfimdinginorderthatschoolsandcollegescanrespondtotheincreasing

demandsonthem．

・Thereshouldbeafairdistributionoffimdingacrossthecountrysothatyoungpeople

arenotdisadvantagedbecauseoftheirpostcode．

・ThefimdingfbrmulaeshouldbebaseｄｏnthecostoffUndingtheactivitiesundertaken

byschoolsandcolleges(calledanactivity-ledfbrmula)ensuringthatthereisappropriate

fimdingtomeettheeducationalneedsofallstudents．

・ThefUndingfOrmulashouldbesupplementedbyclearlyunderstandableadditional

fimdingfbrlowpriorattainment,deprivationandadditionalareacosts．

・Thereshouldbeacontinuedcommitmenttoimprovingsigniiicantlyschoolandcollege

buildingsthroughtheBuildingSchoolsfbrtheFutureandBuildingCollegesfbrthe

Futurescheｍｅ．

・Thepaystructurefbrschoolandcollegeleadersshouldbechangedtoreflectthe

responsibilitiesofthei､creasingrangeofleadershiproles．

Sothesewereourprioritiesand,throughourfivemaincommittees:FundingPayandConditions；

Professional;Education;PublicandParliamentary,weidentifiedthekeydecision-makers(often

agovemmentministerorahigh-rankingciviIsewant.）Thenwecompiledalistofthosewho

mightbeinfluentialinhelpinghimorhermakedecisions(morejuniorcivilservantsinthe
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educationdepartmentorthetreasuIy・parliamentaIyadvisers,chiefinspectors)．Nextcameour

listofallies(otherteacherassociations,universityacademics,educationalblogge応)．Andwhat

didwedowiththeselists・Well,ｗｅｍｅｔａｎｄｓｐｏｋｅｔｏａｓｍａｎｙｏｆｔｈｅｍａｓpossible,asoftenas

possible;wewrotearticlesspreadingthesamemessages;ourgeneralsecretarywastheyears

mostquotededucationalistinthepress．

Anditpaidoffmostnotablywhenthegeneralelectioncausedthelasteducationbilltobe

rushedthroughparliament,withonlythosepartsagreedbyallpartiesmakingitontothestatute

book、Everypieceofproposedlegislationthatdidnotgetthrough,wehadcampaignedagainst

andtheoppositionpartieshadheardandagreedwithus、ＩｔｗａｓａｇｒｅａｔｄａｙｆｂｒＡＳＣＬｂｕｔ，

moreimportantly,itwasexcellentnewsfbrourmembe『ｓｗｈｏｄｉｄｎｏｔｈａｖｅｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｍｏｒｅ

ｕnnecessarylegislation1

Labour'5LegaEyafterl3year5

Lifechangedon6May,ormorepreciselyl2MaybecauseittooksixdaysfbrtheConservative／

LiberaldemocratcoalitiongovernmenttobefbrmedandfbrMichaelGovetobeappointed

thenewsecretaryofstatefbrEducation・TherewasanimmediatemessageEdBalls，his

predecessor・hadbeenthesecretaIyofstatefbrChildren,SchoolsandFamilies、Thechangeof

namewasnotjusttosaveonprinterink1Itsignalledaretumtothecorepurposeofeducation．

WhenaskedhisthreetopprioritiesfbrthecountIyonbeingelectedpriｍｅｍｉｎｉｓｔｅｒｉｎｌ９９７，

TonyBlairfamouslysaid“Education,Education,Education"・Itisgenerallya8reedthat,looking
backoverthepastl3yeaIsofLabourrule,theirtop5achievementshavebeen

l・Thebiggesteverinvestmentinschoolsandhospitalsandamassiveexpansionofhigher
education、

２．Anationalminimumwage

３．Befbretherecessiono2millionnewjobscreatedduringthelongest・unbrokenperiodof
economicgrowthsincetheindustrialrevolution

４．Foreignpolicybefbrelraqe.g､peaceinNorthernlreland,freeingKosovo

５．Embeddingequityinlaw:civilparmershipsandotherrefbrmshavecreatedamore

tolerantsocietyfbrminoritiesandfamiliesandshownhowgovemmentcandrivesocial

change．

EducationcertainlyhadasuccessstoIytotellovertheLabouryeals．

・ThebiggesteverprogrammeofbuildingandrenovatingsecondaIyschoolｓｗａｓｂｅｇｕｎ
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coupledwithyear-on-yearaboveinflationrevenuefimdingincreasesfbrschools，

Standardsacrossalloutcomemeasuresandacrossallgroupsofleamershavenever

beenhigher(although,aswearecontinuallyreminded・theyhavenotrisenasquicklyas

someofourcompetitornations)．

Themostcomprehensiveandall-encompassinginspectionsystemledbyOfStedthe

OfficefbrStandardsinEducation,withrecentinspectionsdrawingontheschool，sown

selfevaluationasacentralpartoftheevidence

Aquiteamazingcentraldatabaseofindividualstudentattainmentandprogress・Ｓadly，

theinterpretationofmuchofthatdatahasbeenlessthanintelligentaｎｄｈａｓｌｅｄｔｏ

ｍｕｃｈｕｎｆａｉｒｐｒｅｓｓｕｒｅｏｎschoolsandtheirleadeIs

Ahugeexpansionoftheschoolworkfbrce,withthebestgenerationofteacherswe

haveeverhadandasmanysupportstafEeitherrhelpingstudentstoleamorleadersto

manage

Awelcomemoveawayfromcentral-directedschoolimprovementstrategiestowards

school-to-schoolimprovement・ASCLhaslongbelievedthatschoolsworkingin

collaborationwasthebestandmostsustainablewayofimprovingstandardsacrossthe

system．

But,sadly,despiteallthisprogress,despiteallthischange,ｏｎｅwasleftwiththefeelingthatthey

hadnotgonefarenoughquicklyenou9h．ParticularlyinthefinalthreeBrownandBallsyeams，

thereremainedareluctancetotrusttheprofessionwhichhaddonesomuchtoraisestandards

already、Govemmentstilltriedtousecentralistapproachestocoercechange，Theword

compliancewasoneveIyone,slipsWhathascompliancegottodowithyoungpeopleenjoying
“ ”

leaming？Therewasstilltoomuchbureaucracy，Whenonehasexperiencedthesecondmost

devolvededucationsystemintheworld,ｏｎｅｎａturallyfindsbureaucracyirritatingandwastefUl、

MillionsofpoundswerewastedintheplanningstagesoftheBuildingSchoolsfbrtheFuture

programmebefbreevenabrickwaslaid・Schoolleadersspenthoursandhoursensuringthat

theirinstitutionscompliedwithnewsafbguardingregulations．

TheparliamentaIyselectcommitteereportsumsitupverywell,statingthat"thegovemmenthas

continuedtosubjectschoolstoabewilderingarrayofnewinitiativesandthishasinmanyways

negatedthegoodworkstartedintheNewRelationshipwithSchools.”

TheCoalitionAgreement

After5daysofthree-waynegotiations,NickClegg,theyoungleaderoftheLiberaldemocrat

partydidwhathehadalwayssaidhewoulddoandjoinedhisparWintoafUllcoalitionwith
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DavidCameron'sConservatives,theparWwhohadwonthemostseats、Thisunlikelycoalition

hasaworkingmajorityinparliament・Cabinetconsistsofl9Conservativesand5LibDems，

includingCleggasdepuWprimeminister､Theywerequicktoannouncetheagreementonwhich

thecoalitionwouldbebasedltbeginswithacommitmenttostarttoreducethehugepublic

sectordeficitwithpublicsectorbudgetshavingtobereducedby２５％overthenext4yearsof
thisparliament・Hereisthesectiononeducation：

"8.Education

Schools

Weagreetopromotetherefbrmofschoolsinordertoensure：

thatnewproviderscanenterthestateschoolsysteminresponsetoparental
demand；

thatallschoolshavegreaterfreedomovercurriculum;and，

thataUschoolsareheldproperlyaccountable

Highereducation

WeawaitLordBrowne，sfinalreportintohighereducationfimdingandwilljudgeitspropos‐
alsagainsttheneedto：

increasesocialmobiliw；

takeintoaccounttheimpactonstudentdebt；

ensureaproperlyfimdeduniversitysector；

improvethequalityofteaching；

advancescholarship;and，

attractahigherproportionofstudentsfromdisadvantagedbackgrounds，

IftheresponseoftheGovernmenttoLordBrownesreportisonethatLiberalDemocrats

cannotaccept,thenarrangementswillbemadetoenableLiberalDemocratMPstoabstaiｎ

ｉｎａｎｙｖｏｔｅ.”

Inaddition,inthesectiondealingwiththespendingreviewtherewasacommitmenttointroduce

apupilpremium,somethingthatallpartieshadincludedintheirmanifestosasastrategyto

closethegapinattainmentbetweendisadvantagedpupilsandtherest・Thefactthatthepupil

premiumwastｏｂｅｆｉmdedwithnewmoneywasavictoIyfbrｔｈｅＬｉｂＤｅｍｓ．

"Wewillfimdasignificantpremiumfbrdisadvantagedpupilsfromoutsidetheschoolsbudgetby
reductionsinspendingelsewhere.”

Returningtotheiroldways,thegovemmentannouncedtheconsultationabouthowtoreshape

schoolfimdingtoincorporatethepupilpremiumearlierthisweek,whenallschoolshadjust
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closedfbrthesummer1ThelastConsewativegovemmenthadannoyedteachersandleaders

withasimilarcavalierapproachtothetimingofconsultations．

Immediatecut5

Fromdayoneofthenewgovemment,itwasmadeclearthatallpublicspendingdepartments

wouldhavetoreducetheirbudgetsdrastically・Althoughpromisingtomaintainlevelsoffimding

at"thefrontline,intheclassroom園,thesecretaIyofstateimmediatelyannouncedthatseveral

quangos(quasinon-govemmentalbodies)weretobeabolished：

・Becta-theorganizationthatadvisedschoolsaboutthepurchaseanduseofnew

technologies．

・GeneralTeachingCouncil-thebodythatregistersandregulatesteachers

・QualificationsandCumculumDevelopmentAgency-whichregulatesallqualifications

takenbystudents,isresponsiblefbrthenationalSATstestsinprimaryschoolsand

whichove応eesthenationalcurriculum

Allthreeoftheseorganizationsarenowwindmguptheiractivitiesand,ａｓyet,ｗｅｈａｖｅｎｏｉｄｅａ

ｈｏｗｓｏｍｅｏｆｔｈｅｉｒｋｅｙｒesponsibilitiesaretobeundertakeninthefilture・Probablytheywillbe

broughtbackintotheDepartmentfbrEducation．

Thencameoneofthemostcontentiousmoves：BuildingSchoolsfbrtheFuture(BSF)hadbeen

aflagshipLabourpolicy,aimingtorebuildorrenovateeverysecondaryschoolinthecountly

overal5-yｅａｒｐｒｏｇｒａｍｍｅＳｏｍｅａｒｅａｓｎｏｗｈａｖｅｗｏnderfUlnewschoolbuildingsbut,because

ofthecomplexityofthebureaucracyattheplanningstage,muchofthecountryhadyettosign

contractswiththebuilders、Supportfbralltheseprogrammeshasbeenstoppedwhilstarevlew

ofcapitalspendingstrategytakesplace・Untilitreportsnextyear,nofUrthercapitalworkmay

begin．

Thiscauseduproaramongstmanylocalauthoritiesofallpoliticalparties,especiallythosewho

hadalreadyspentmanymonthsandmillionsofpondsontheirBSFprQjects・Alistwaspublished

showingthoseprQjectsthatwouldbestoppedlthadmistakesinit､Thesecretalyofstate，

MichaelGove,publiclyapologizedandre-issuedthelist・Itwasstillnotcompletelycorrect・Ｍｒ・

GovehadtoapologiseagainThiswasrepeated5timesin5daysuntiltheyfinallyproducean

accuratelist1Morehastelessspeed．

ExpandingthenumberofAcademies
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MeanwhileMrGoveputthosetroublesbehindhimandputhiscrusadingenergiesintohis

flagshippolicywhich,hebelieves,willchangethestructureofEnglan｡'sschools、Under

Labour,inanattempttoimprovetheeducationandlifechancesofchildrenfromdisadvantaged

backgrounds,oftenthoselivingininnercities,anewbreedofindependentstateschoolshad

beenintroduced、Academies,andtheirsponsors,arefreefi･omlocalauthoritycontroland

fimdingdirectlybycentralgovemment・Theydonothavetofbllowthenationalcurriculum

Theycansettheirownpayandconditionsfbrsta髄Ｔｈｅｙcanvarythelengthoftheschoolday

andyear，Eachwithanewbuilding,manyhaveprovedtobegreatinnovatoIBandarehelpingto

regenerateinnercityfbrtunes．

Inathinly-veiledattempttodoawaywithlocalauthoritycontrolofschools・thegovemmenthas

announcedthatitintendstoofferallstateschoolsthechancetobecomeacademies,primary

schoolsaswellassecondaryschools・Aweb-sitewasimmediatelyopenedwhereanyschool

couldexpressanintereｓｔｉｎｈｏｗｔｏｃｏｎｖｅｒｔｔｏａｃａｄｅｍｙｓｔａｔｕs・Manydidsoonlyoutofa

professionalinterest,onlytofindtheirschoolslistedpublicly,oftentotheannoyanceoftheir

localcommunity．

However,MrGovepressedon,intentthathismaniIEstopledgetohavesomenewacademies

bySeptembershouldcometofruition・Heannouncedthatanyschooljudged"outstanding”

byOfStedwouldbefast-trackedtoacademystatus・Ｔｈｉｓwillcompletelychangethenatureof

academyschoolsbecausethemajorityofschoolswithanoutstandingratingaresituatedinthe
leafy,middleclasssuburbs．

Whymightschoolsreallywanttobecomeacademies？

Greaterautonomyisthereasonmostoftenquotedbut,inreality,themostmisleading・Local

authoritiesinEnglandnolongerhavecontroloverschools，Successiverefbrmsoverthepst

twentyyealshavegivenschoolsmuchgreaterautonomy，Townhallsnolongerdeterminehow

schoolsspendtheirmoneynorhowtheyareheldaccountable・Schoolsareheldaccountable

buttheseconstraintscomefromnationalgovemmentornationalbodies・beitthenational

curriculum,nationaltests,Ｏ応tedorgovernmentlegislationonissuesuchassafeguarding

Thegovernmenthasalsopromisedtogiveallschools・notjustacademies,greatercurriculum

freedomandtoendnationalarrangementsfbrpayandconditions．

Sowhyelsewouldschoolswanttobecomeacademies？



Therearethreereasons：

・Status

・Money

・Stateofmind
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Ｔｈｅｆｉｒｓｔｏｆｔｈｅｓｅ－ｓｔａｔｕｓ－ｉｓｐｒｏblematic・Givingａｌｌ“outstanding”schoolsafreepassto

academystatusisaclevermove、Itequatesacademieswithquality・Thisisakeychange：

rememberthatuntilnowacademieshavebeentheresponsetoschoolfailure,nottosuccess・

Sincethenewacademieswillalreadybesuccessfulschools，thiswillnolongerbethe
characteristicofacademies．

Itisthesecondreason-money-thatwilldrivemostschoolstobecomeacademiesAswith

grantmaintainedschoolsinthepast・academystatusbringsacashupliftｏｆａｂｏｕｔｌＯ％This

isthemoneyotherwiseheldbackbytownhallsfbrcentraleducationservices，Foralarge

secondalyschool・thatcouldbef500‘OOOayear、Manyheadsbelievethattheycanmakebetter

useofthatmoneythemselves,eventhoughtheymaycontinuetopurchasesomesewicesfmm

thelocalauthoriW､AtatimeoffinancialausteriWthelureofextracashispowerfUl．

Sowhataboutthenotionthatacademystatusisabout“ａｓｔａｔｅｏｆｍｉｎｄ"？Intheearlydays

ofacademies,underTonyBlair‘ｓgovernment,thenewschoolswerestrikinglydifferentand

innovative，Itwasnotjustthestate,ofthe-artbuildingsbutthewholeapproachtoteachingand

leamingthaｔｗａｓｎｅｗ・Ｈｏｗever,morerecentacademieshavebeenlessinnovativeandthereis

norequirementfbralready"outstanding，schoolstodemonstrateinnovation､Inthisrespect,the

academiesprogrammeisabouttobecomeless,notmore,radicallnsteadofbeinghothousesof

experlmentation,academieswillbecomemainstream．

FreeSchooI5

ＡｎｏｔｈｅｒｎｅｗｔｙｐｅｏｆｓｃｈｏｏｌｗｅｃａｎｓｏｏｎｅｘｐｅｃｔｔｏｓｅｅｉｎＥｎｇｌａｎｄｉｓｔｈｅｆｒｅｅschool・The

govemment，senthusiasmfbrsuchschoolsstemsfromtheirvisitsabroad,ｉｎparticulartoSweden

andtoNewYork，FreeschoolsareaI1-abiliWstate-fimdedschooIssetupinresponsetoparental

demand・Ｕｎｄｅｒｔｈｅｎｅｗｐｌａnsitwillbemucheasierfbrcharities,universities,businesses，

educationalgroups,teachersandgroupsofparentstogetinvolvedandstartnewschools・

Ministersareworkingrightacroｓｓｇｏｖｅｍｍｅｎｔｔｏｒｅｍｏｖｅｔｈｅｒｅｄｔａｐｅｗhichcanpreventnew

schoolsfromsettingupfromplanninglawstothedepartment､sownschoolpremisesrules

Forthoseinterestedinhavinganewschoolintheirareabutwithouttheｔｉｍｅｏｒｅｘｐｅｒｌｅｎｃｅｔｏ
ｇ
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setoneup,thereisadviceavailablefmmtheNewSchoolsNetwork,anindependentchariw.The

NewSchoolsNetworkcanalsolinkthemwithmoreexpenencedgroupsandotherparentsto

helpmakethenewschoolareality．

Manygroupshavealreadysubmittedoutlineplans．

Butmanypeoplehaveseverereservationsaboutthispolicy．

FiI5tly,theevidencefmmabroadhasbeenusedratherselectively、InSweden,themajorityof

freeschoolshavebeｅｎｓｅｔｕｐｂｙｍｉｄｄｌｅｃｌａｓｓｐａｒｅｎｔgroups,andsomehaveindeedproved

successfUlandshowngreatimaginationintransfbrmingoldbuildingsintonewleamingspaces・

However,thegeneralfeelingamongstSwedishheadteachersthatlhavemetisthattheyare

spoilingwhatwasaverysuccessfUlnatio､alsystemofschoolingAndtheymostcertainlyare

doingveIylittletoimprovetheleamingofdisadvantagedstudents．

However,ｉｎNewYork,thereareindeedsomemawellousexamplesofnewCharterschools，

setupandrunbypioneeringteachersandparentsthatreallyaremakingadifferencetothe

livesandaspirationsofinnercitychildrenAttainmentisquiteoutstandingasareprogression

ratesontounive応ｉＷ・Butagain,whenlvisitedtheStatesearlierthisyear,mostpeoplelmet

confirmedthattheseinnerciWCharterSchools,particularlyinNewYorkandNewOrleanswere

theexceptionandthat,acrossthecountrytheasevidencethatsuggestedthatstandardsof

attainmentinCharterSchoolswasnohigher,ａｎｄｏｆtenlower,thannormalstateschools．

Freedom,Fairne55,Re5pon5ibiIity

ＡｓｔｈｅｎｅｗｇｏｖｅｍｍｅｎｔｌｅｄｂｙＤａｖｉｄＣａｍeronseekstoreplace“biggovemment”ｗｉｔｈ“big

society',,itsmantrais"freedom,fairness,responsibiliW'，．Ｉneducationwehavecertainlyseen

thefirstoftheseaimsputimmediatelyintoactionbytheAcademiesBill・Butmanyareworried

thatnewfreedoｍｓｗｉｌｌｎotalwaysbeappliedfairlyorresponsibly・InASCLweahappyto
receivemorefreedomtorunourschoolsandtodecidewhatisbestfbrourstudentsbutfreedom

fbroneschoolcanresultindifficultiesfbranotherdowntheroad，Schoolsworkingtogether

inpartnerships,ratherthancompetingwitheachother,hasbeenoneofthemostpleasing

developmentofrecentyears・Aslsaidearlier,ｉｔｈａｓａｌｓｏｃｏｍｅｔｏｂｅａｃｃｅｐｔｅｄａｓｔｈｅmost

effectiveandsustainableschoolimprovementstrategy，Itwouldtherefbrebeagreatlossif

greaterindividualfreedomfbrschools,coming,asitdoes,atatimeofshrinkingresourcescauses

schoolleaderstowithdrawfi･ompartneIshipworking．
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Fargreaterfreedomisalsopromisedinthecurriculumandthewayitisassessed・Despitethe

factthatama1orreⅥewofthecurriculumhasjustbeencompletedbythepreviousgovemment，

ｗｅａｒｅｎｏｗｔｏｈａｖｅａｎｏｔｈｅｒ・Ｉｔｉｓｌｉｋｅｌｙｔｏｃｏｎｓｉｓｔｏｆａｓｌｉｍｍｅｒｃoreandmoreattentionto

knowledgeratherthanskills,ｗｈｉｃｈｔｏｍｏｓｔｏｆｕｓｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｒｅｔｒｏgradestep・Here,weoften

heargovemmentministe応quotetheinspirationtheyhavetakenfromthewritingsofEDHirsch

(rheSchoolsWeNeedandwhywedon'thavethem,Doubledayl996)．

Theｓａｍｅ，too,ｗｉｔｈexaminations：ｔｈｉｓgovemmentdoesnotbelieveitshouldhaveany

involvementinthetypesofaccreditationlnsteadithasalreadysaidmanymoreexaminations

whichhavepreviouslynotbeenfunded(fbrexamplethelGCSE)arenotpermittedand,infUture，

independentexaminationboardswillhavesolecontrol．

TheDiploma,ournewestfbrmoflearning,whichwasdesignedtocombinethebestelements

ofvocationalandacademicleaminghasbeengivenverylukewarmsupport・Againfbllowing

theirfreedommantra,thegovemmenthasliftedtheentitlementofaccesstoalldiplomasfbr

allleamerS,removedtheadditionalsupportmechanisms,includingvitaladditionalfundingand

isleavingittothemarketplacetodecideitsfUture-afUturethatlooksdecidedlybleakasthe

coursesaremoreexpensivetorunButtheyincludesomuchleamingthatisrightfbrthe21s1

centuryStudentsworktogether．ｈｅｙｗｏｒｋｏｎｉｎｔegratedprQjects,theyleamhowtoleamand

howtoapplythatleaming,ThisisjustwhatbusinessandindustIyiscrymgoutfbrwhichmakes

itallthemoresurprisingthattheConservatives,ｗｈｏｈａｖｅａＩｗａｙｓｂｅｅｎｔｈｅｐａｒｔｙｏｆｂｕｓiness，

seemtowishtotumtheclockbackonleamingantogiveknowledgepredomi､anceoverskills・

Theremustbeacentralrolefbrboth！

Condusion

Ibeganwithathankyouandlshallendwithoneltisarealhonourtohavebeeninvitedtojoin

yourconfErence・Inreality,onecouldalreadywriteabookabouttheamountofchangetaking

placeinpubliclifeinEngland,notjustineducationobutacrossallpublicservlces・Withourfirst

coalitiongovemmentthepoliticsisfascinatingtoo・YourEnglishmustbevelygoodifyouhave

fbllowedallthedetailofthistalkbutlamlookingfbrwardtoanswermgyourquestionsandto

fUrtherdiscussionopportunitiesthroughouttheconference．

Onecangetcarriedawaywitheducationalandpoliticalchangebutitwiualwaysremainthejob

ofeducationaltokeeptheirfeetonthegroundandtoremembernevertofbrgettheneedsofthe

children・Andintodaysyoungpeopleliesallourfmureswhichiswhylamsooptimisticabout

thefUture,whateverｏｒpoliticalleadersmightdotoeducation、Thisisbecauseisseetoday
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youngpeoplerightacrosstheworldbelievinginthepowerofleaming．

Thankyouagain．



シンポジウム７５

【質疑応答】

小松玉川大学の小松です。今年のシンポジウムの企画に関しては、上田代表と相談をし、２

月頃に誰にしようかという話になった。そして、３月にジョン・モーガン氏が会長をしている

ASCLの大会に出た。そこで、ＡSCLの事務局長をしているジョン・ダンフオードさんに誰か紹

介してもらえないかという話をし、ちょうど会長になられたジョン・モーガン氏を推薦していた

だいた。私がＡＳＣＬにお願いした理由は主に２つある。日英では、長い間研究者の方をゲストと

して招き、イギリスの教育の研究について話を伺ってきた。しかし、私のようなイギリスの教育

改革の最新の動向を追いかけている者からすると、学校の実態が見えない。考えてみると、私

たちのような大学の教師をしている者は、日本の小・中・高校がどうなっているか知らないこと

が多い。というのは、特に日本の場合大学の先生は学校に勤めたことがないことが多い。そこで、

学校現場のことに大変詳しく、先生たちの考えをご存じの方を日本にお招きするのがよいので

はないかと考えた。イギリスで校長会は２つある。セカンダリーの先生たちから成るＡSCLとプ

ライマリーの先生方の集まりであるNAHT(NationalAssociationofHeadTeacheIs)である。ＮAHT

は、毎年５月の上旬に開かれている。ＡSCLの方は、３月の上旬から中旬にかけて開かれる。私

は、昨年と今年、この２つの組織の年次大会に参加した。特に今年は、選挙が近いということで、

ASCLでは、３つの主要政党の担当者が実際に来て話をすると同時に、メンバーとのディスカッ

ションが行われた。ということで、２つめの理由であるが、政権交代が行われ、さらに考え方の

違う政党が一緒になって政権を担うという珍しい状況になっている。これが学校の現場にいる人

から見るとどのように見えるのかということで、政権交代前後の教育政策の変化についてお話を

いただくことになった。また、モーガンさんは長い間セカンダリーの校長をされており、奥さん

のスーザンさんもセカンダリーの先生であるので、セカンダリーの話についてもご質問いただく

ことができる。それから、大学入試に関わる組織にもセカンダリースクールの代表として入られ

ているので、もし大学進学や職業教育に関することについても興味があればご質問いただければ

と思っている。まず、舘林さんにモーガンさんのプレゼンテーションの内容を簡単に要約してい

ただいて、その後、谷川さんと館林さんからコメントや２人の関心に基づいた質問をお願いしよ

うと思っている。それに対してモーガンさんにお答えいただいた後、今度は皆さんからのご意見

やご質問をお願いしたい。

舘林監査法人トーマツの舘林です。モーガンさんの話を要約すると、トニー・ブレアが言った

｢教育、教育、教育」から「自由、公平、貴任」へとフレーズが大きく変わったということである。

話は２つに分かれていて、ｌつめはモーガンさんが代表を務めているＡＳＣＬの機能やメンバーの

ことである。それから２つめが新政権になってどのようになっていくのかということについて報

告をいただいた。簡単に説明すると、ＡSCLは15000人から成り、他の教員組織と比べると一

番メンバーが増えている。その要因として、学校の財務を担当するビジネスマネージャーがメン

バーになっているからということがあげられる。メンバーに対するサポートとしては、地域ごと

のサポート、法的なことに関するサポート、様々な情報の提供などを行っている。また、政策決

定を行う人たちへの影響力を持った組織である。
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小松今の点に関して補足をすると、ＡSCL（以前はSHA）のメンバーになると、定期的にニュー

ズレターが来ると共に、テーマごとの出版物が無料で送られてくる。また、顧問弁護士がおり、

校長はトラブルが起こった時などに相談できる。また、退職直前の校長などは年金などついても

相談できる。このように、管理職組合として機能している。経験から言うと、年次大会には大臣

が来て講演をする。２泊３日の日程でホテルで行われ、そこに出るとその時々の政策の問題につ

いて話を伺うことができる。興味がある方はどうぞ。

舘林また、労働党が１３年の間に何をしたかというと、学校と病院に対する巨額の投資、国レ

ベルの最低賃金の設定、多くの雇用の創出、マイノリティや社会的に恵まれない人たちに対する

救済のしくみの整備などである。また、労働党政権の教育に関してうまくいった点として、学校

のICTに関する投資、学校評価に関してより自己評価に特化したシステムの整備、生徒の学習に

関する到達レベルの厳格化、学校で働く教員以外の職、たとえば、補助教員やビジネスマネージ

ャーなどの職の配置、学校間で教育の質を向上させるための仕組み作りなどをあげていた。それ

から、新しい連立政権に関して特徴的なことは、教員の資格などに関する外郭団体が消滅してい

ったということである。また、学校の建物の再建築に関するプログラムも中断してしまっている。

また、特徴的なこととしてアカデミーの拡大がある。新しいアカデミーが９月から開校する。し

かし、実際今までとどこが異なるのかに関してはまだ明らかになっていない。またこれとは別に

新しくフリースクールというものが言われていて、これは保護者の希望によって設立が可能な学

校である。これは保護者が経営に関わるということではなく、保護者の希望によって作られるも

のであり、利益を目標としたものではない。スウェーデンやニューヨークで行われていることを

イギリスでもやってはどうかということで新政権はこれを導入するようである。ただ、スウェー

デンの中でも大きな議論があるものをなぜイギリスに導入するのかについて大きな疑問もあるよ

うである。また、新政権の「自由、公平、貴任」に関して、新しい自由は歓迎するが、それは公

平さと責任を伴うものであるということと、１つの学校が自由を持つことで他の学校にダメージ

を与えてはいけないということ、つまり地域全体がよくならなければならないということをおっ

しゃっていた。最後に、構造的な改革ということではなく、むしろ教員の教えることと生徒の学

習内容の水準を上げていくことが重要だとおっしゃっていた。

小松では、次に谷川さんにコメントをお願いする。

谷川今日のコメントは、小堀さんの本からインスピレーションを得ている。小堀さんの分析に

よると、サッチャーの時代とブレアの時代を比較した場合、サッチャー時代の国家を一言で表す

とレッセフェールである。市場化を行い、競争原理を働かせることが目的である。学校は競争を

行うブラックボックスになっている。その結果、アウトカムが出てくるわけであるが、レッセフ

ェールであるので、どのようなアウトカムが出てくるのかについてはさほど大きな関心が集ま

らない。したがって、格差の問題や貧困の問題がクローズアップされたというのが小堀さんの分

析である。それに対して、ブレアの国家像は、RegulatoIyStateである。同様に、まずターゲッ

トが設定される。ナショナルターゲット、ローカルターゲット、スクールターゲット、パーソナ

ルターゲットと厳格にターゲットが設定される。そして、サッチャー時代と同じように、市場化

を行い、競争をするわけであるが、それは手段にすぎない。学校のアウトカムはよいものでな
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ければならない。それが目的であるので、それを達成するためにOfStedが学校に厳しく対応す

る。さらに、numeracyhoursやliteracyhou応のような細かな規制が学校にかかる。このよう

に、行政からの規制によってよい結果を得る。そして、国際的な競争にも対応できるようにする。

また、貧困の問題も念頭においている。以上のような形で説明されている。ブレアの一般的な政

策の特徴の１つはjoined-upgovemmentである。これは、教育の分野では、EducationalAction

ZoneやEveryChildMatteIs、医療の分野ではHealthActionZoneなどが取り組まれてきた。そ

して、このような取り組みの中では、コミュニティが大きな役割を与えられてきた。すなわち、

RegulatolyStateという考え方に加えてCommuniW-centeredpoliciesがしっかりと機能している

のがブレアの政策の特徴である。ブレアはコミュニタリアンであるということが盛んに言われ続

けてきた。以上のことを前提に、本日の私の質問に移りたい。まず、モーガンさんのスピーチの

中では教員の自律性や自由ということが強調されていた。しかし、RegulatoryStateの考え方は

このような教員の自律性や自由を信頼しないところから生まれているのではないか。より厳密に

言えば、教員の自律性や自由だけで教育はよくなるのかという問題から出発しているのではない

か。次に、今日おもしろく聞いたのが、学校は本当に行政（中央政府、地方政府）からの通達や

助言を拒否できるのか。日本の場合、指導主事が学校に入るのを拒否できる学校はない。次は、

RegulatoIyStateとCommuniW-centeredpoliciesとの関係についてである。小堀さんが言うには、

RegulatoryStateとCommuniW-centeredpoliciesの考え方は対立する。そこで、お話を伺ってい

てすごく関心を持ったのが、nationalframework,localflexibilityというフレーズである。このフ

レーズの実態、現実をもう少し教えていただきたい。最後に、EveIyChildMattersは今後どうな

るのか。

モーガンRegulato『ｙStateの考え方は、教員に対する不信から生まれたものではない。１５年

前、OfStedやNationalStrategiesはとてもよいものと考えられていた。というのも、当時の教

育制度はあまり効果的なものではなく、教員の教え方の質に一貫性がなかったからである。他

方、OfStedは学校のトップにとって大きなプレッシャーになることや国の側からの１つの基準

で、また、「優れている｣、「よい」などの一言で評価されるという問題点もあった。OfStedが導

入されたことのメリットは、現場の教員が１つの基準を与えられることによって、それに沿うよ

うに一貫性を持って教えられるようになったことである。１５年前までは、学校が様々な視点か

ら評価されることはほとんどなく、単にテストの点のみで評価されていた。しかし、現在では教

員の教え方の質も向上し、ほとんどの学校がエビデンスに基づいた自己評価を行っている。今で

も中央政府が提示するnationalframeworkはあるが、以前ほどの規制ではない。なので、先ほ

どのスピーチの中でも申し上げたように、政府が各学校の改善に積極的に関わるのではなく、学

校間での協力によって学校改善を行うべきである。1つの成功している学校のリーダーが、うま

くいっていない学校に方法などを伝えることによって、うまくいっていない学校も成功できるよ

うになるという方法も使っている。RegulatoryStateの考え方は教員を信用していないのではな

いかという質問に対する答えであるが、私はそうは思わない。病院を例に考えてみよう。政府が

どこに病院を建設するか決定することは、歓迎する。しかし、政府が私の医者に対して私をどの

ように治療するかについて干渉すれば、私は喜ばないであろう。教員についても同様のことが言
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えて、中央政府や地方政府が学校教育を整備してくれるのはとてもうれしい。しかし、政治家や

政府が私たちに教師がどのように教えるのかを指示するはうれしくない。人々に対して、どの専

門職を一番信頼でき、どの専門職が一番信用できないかを尋ねた最近の調査では、医者を抜い

て第一位が校長であった。一番信用されていないのは政治家であった。では、次の質問に移りた

い。nationalfmmework,localflexibiliWのlocalという言葉で私が意味しているのは、自分の学

校であるとか、学校間のパートナーシップであり、nationalframeworkとは、どのようなものを

教えるかなど緩い規制を意味している。localに関して、イギリスの学校では、よく知られてい

るように校長が学校のお金の使途を決定できる。たとえば、１０名の教員を解雇し、２０名のティ

ーチングアシスタントを雇うことができる。それに対してティーチャーユニオンが反発したとし

ても、エビデンスを提示することで説得することができる。学校はそれぞれに異なるニーズを持

っている。うまくいっていない学校では、多くのシニアマネージャーを必要とするが、うまくい

っている学校では、シニアマネージャーを少なくして、ミドルマネージャーに権限を委譲してい

る。生徒も異なるニーズを持っている。豊かな地域と恵まれない地域とでは生徒に対する教え方

も異なる。つまり、おおまかなnationalframeworkを踏まえたうえで、localなニーズに基づい

て教育を行うということである。次に、EveIyChildMattersの将来についてである。新政権にな

って、DepartmentfbrChildren,SchoolsandFamilies(DCSF)がDepartmentfbrEducationに変わ

ったのは何かを示唆しているように思う。しかしながら、旧政権と新政権の優先事項は共通して

いて、「ギャップを埋めること」すなわち、恵まれない子どもと恵まれた子のギャップと埋める

ことであると私は考えている。勉強ができない子どもたちは、単に能力の問題だけではなく、両

親が教育において成功することの意味をあまり理解していなかったり、社会的に恵まれない環境

にいるために勉強できる部屋がなかったり、メンタルヘルスの面で問題がある子どもが多かった

りする。このことが、最近イングランドにおいて問題になっている。このような問題に対応する

ために、学校では、教員だけではなく、カウンセラーを常設したり、子どもたちの面倒を見る人

物を置いたりしている。私が教員になったころは、教員がパストラルケアも担当していたが、現

在はそのような様々 なスタッフを置いて、子どものニーズに応えられるようにしている。ＤＣＳＦ

がDepartmentfbrEducationに変わったことが示唆することは、学習に一番の重点を起きながら

も、このような子どもたちの幅広いニーズにも配慮するということであると思う。政権が変わ

っても、優先事項は共通していて、ギャップを埋めること、すべての子どもの到達度を向上させ

ること、教え方や学習の質を向上させることである。ＴＩMSSやＰISAでトップをとるような国に

共通しているのは、教員の質が高いということである。フィンランドでは修士を終えた学生の約

１０％が教員になっている。新しい教育大臣のゴーブ氏は、この政策を参考にし、優秀な学生が

教員になることを奨励したいと言っている。

小松では、次に舘林さんからどうぞ。

舘林私は１９９５年から２００２年までイギリスにいて、トニー・プレアが出てきて国全体が沸き

立った時を経験している。ブレアがICTを学校に導入した時、様々 なキャンペーンを行った。た

とえば、テスコで買い物をすると、トークンのようなものがあってそれを学校に持って行くと学

校の器具が買える。なので、当時社会が変わってきているということを実感した。しかしながら、
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私は、学校の質を高めることは大切であるけれども、産業界を活性化するために学校が使われて

いるのではないかという印象を持った。ＩＣＴが学校に導入されると学習方法も変わってくるので、

子どもたちが興味を持つようになった。そのような動きとともに、アシスタントスタッフやビジ

ネスマネージャーが導入されるなど、教員の役割が変化してきていてより細分化してきているよ

うに思う。しかし、役割を厳密に分担できない部分もあるし、子どもたちを総合的に見ることが

できなくなるという面もあるのではないか。なので、’つめの質問は、役割の細分化は本当に可

能であり、効率的なのかということである。それから、教員に求められている知識とスキルにつ

いてご意見を伺いたいというのが、２つめである。それから、３つめが外部の企業が学校に関わ

ることについてであるが、実際に企業がお金を出して学校を建設するなど実際にお金を出すとい

う点が1つ、２つめが子どもたちが企業に行って労働体験をするなどの面である。それから、保

謹者の面から見た時に、学校選択など保護者に選択をする権利がある。前政権も現在の政権もギ

ャップを埋めると言いつつも、選択権を与えることでますますギャップが開いていくのではない

かという心配がある。なぜかというと、保護者間で学校を選択するための知識や意欲に差がある

からであり、そこに危険性があるのではないか。

モーガン役割が細分化されていることについての質問であるが、これはよいことであると考え

ている。以前はカウンセラーなどをＬＡから派遣してもらっていたが､現在は学校が雇用している。

’人1人の子どもを全面的に理解してくれる人が必要であると私も思う。その役割を担うのがパ

ーソナルチューターである。教員がパーソナルチューターの役割を果たす。過去には、教員は自

らを教科を教える者であって、子どもの先生ではないとみなしていた。保守党政権には、教員は

教科の知識を教える者と考えるのではなく、すべての子どもの全人格的な発達という面を忘れな

いでもらいたいと思っている。私は､印象的な教員は､子どものニーズに応じて子どもを動機づけ、

成功をもたらす教員であると信じている。すべての教員が、能力のある子どもだけでなく、学習

障害の子どもも教えることができるべきである。過去５年で、教員の教えること以外の業務が制

限されてきている。教員は、授業の準備をする時間を保証されている。また、教員は休んだ同僚

の分の仕事を肩代わりしたり、壁の飾り付けをしたりする必要はなく、これらはティーチングア

シスタントの仕事である。しかし、これらの教員の労働条件の向上が生徒の学力を向上させたと

いう研究は存在していない。次は、企業の関わりについての話である。ご指摘のように、テスコ

による取り組みは、テスコに一番利益をもたらした。ＥＣＭの中には、１人１人の子どもにビジ

ネススキルをつけるというものがある。なので、たとえば私の学校では、６週間に1度、全学年

合同でビジネスに関するシュミレーションをしている。また、他のグループは、フットボールス

タジアムに行き、フットボールスタジアムの運営方法を学んでいる。現代の重要な関心事として、

環境問題やフェアトレードの問題がある。子どもたちは、それらのことに関してリーダーの役割

を果たすことができる。たとえば、自分たちが購入する食べ物がフェアトレードを通じたものか

どうかを確認したり、両親に車で通勤するのを控えるように言ったりできる。次に、保護者の観

点や学校の選択に関する質問に移るが､｢選択」というのは誤解を招く言葉であると思う。「好み」

という言葉が適切ではないかと思う。私の学校は、とても人気がある学校である。もし私の町の

保護者や子どもに尋ねれば、半数が私の学校に来たいと答えるであろう。しかし、それに応えよ
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うと思えば、12000人を引き受けなければならないが、私の学校が引き受けられる人数は１２００

人である。政治家は、保護者に選択権を与えているという幻想を抱かせる。現実には、保護者は

地元の学校がベストをつくしているということを知りたいだけである。

小松では、残り３０分ありますので、皆様方から質問をどうぞｂ

森川緊縮財政だからこそ、新しいタイプの学校を作ることはやめるのではないか。それよりも、

イングランドでは、フオーマティブアセスメントを導入する学校が増えてきていて、それによっ

てスタンダードを上げるということが行われているかと思う。

モーガン前政権の時代からAssessmentfbrLeamingという言葉が使われていて、これが今後

も継続されるかどうかはまだわからない。ただ、ここで重要なことは、子どもの学習を教員が本

当に理解しているのかということである。子どもが何がわかっていて、何ができるようになった

のかを教員が把握していることが重要で、それによって、教員は授業を組み立てたり、何を教え

るのかを決定したりできる。OfStedが評価を行う時には、よい授業が行われているのかという

点が重要であって、教員が教えていることを子どもがしっかり理解していること、子どもが教え

られたことをできているということをOfStedも重点的に評価している。

森川そうすると、OfStedはAssessmentfbrLeamingをしっかり見て評価をしているというこ

となのか。

モーガンOfStedがAssessmentfbrLeamingを見る時には、教員が教えていることと子どもが

学んでいることとの相互作用によって授業が行われているかということを見ている。OfStedの

査察官は、教員に尋ねるよりも、子どもたちに「君は何を学んでいるのか｣、「次は何をすればよ

いのか」などについて尋ねることによって、教員が教えたことが生徒に伝わっているのかという

ことを見ている。

宮島西武文理大学の宮島です。今までお話しされてきた内容やプレゼンテーターの先生方のお

話には、１つ視点が欠けているのではないか。それは、子どもそのものである。サッチャー時代

の子ども、プレア時代の子ども、今現在の子どもについて何か質的な変化があれば教えていただ

きたい。というのも、日本でも１０年少し前からゆとり教育が導入され、日本の子どもの質がか

なり変わってきたように思う。政策が国民の質に影響を与える実例になってしまったという気が

している。そこで、イギリスでは頻繁に変わる政策が子どもたちにどのような影響を与えている

のかを質問したい。

モーガンまず、子どもを学習者という視点から見ていきたい。ブレア政権時代には、子ども

をいかに学習に関わらせていくのかという点が重点的に取り組まれた。たとえば、授業の組み

立ては、１０分間教員が話をし、１０分間子ども同士で話をさせ、そして’０分間子どもに発表さ

せ、教員がまとめ、子どもが作業をするという流れである。次に、子どもを1人の人間として考

えてみたい。時代によってどのような若者が主流になるのかは変化する。たとえば、６０年代の

社会問題により積極的に関わっていこうとした若者と比べると、８０年代の若者は、より自己中

心的であると思った。２０１０年の時点で、子どもたちを私の視点から見てみると、子どもたちは

世界的な環境問題やコミュニティの問題に関してより配慮し、関わっていこうとしていると思う。

私が今一番心配していることは以下のことである。この１３年間、国レベル、学校レベル、個人
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レベルにおいてターゲットが設定されてきたが、たとえ個人レベルでよい資格をとったとして

も、需要と供給のバランスが崩れているため、たとえ７０万の学生が大学に入りたくても５０万

人の学生しか受け入れることができない。２０万の学生は､資格がないのではなく、資格はあるが、

空きがないので入れない。そうすると、学生はもっともっとよい成績をとらなければならないと

いう個人レベルのプレッシャーを抱えていくことになる。そして、学校を終えても常にがんばり

続けなければならない。これが、どのような影響を与えるのかが心配である。

舘林奥さんのスーザンさんの方は、違うご意見をお持ちであると思う。スーザンさんは、全く

やる気がない子どもが多いと言っていた。がんばってもがんばらなくても同じという気持ちがあ

り、よい仕事に就きたいなどの気持ちがない。また十代の妊娠なども問題になっている。

宮島そちらの方が重要な問題であると思う。

新井（浅）城西大学のあらいです。ｌつめは、パーソナルチューターの話をされたが、ホーム

チューターとの違いを確認したい。

モーガン同じことを意味している。大事なことは、教員が１人１人の生徒のことをしっかり見

つめているということである。

新井（浅）ＱCDAが廃止されるということであるが、なぜ突然廃止するのか、今後どうなるの

かなどについて教えてください。

モーガンＱＣＤＡの廃止の理由について、一つ目は、現実問題として、ＱCDAは規模が大きくな

りすぎてしまい、経費がかかりすぎるということである。もう一つは、理念的な面である。カリ

キュラムの開発やカリキュラムの内容が実際にうまく教えられているのかどうかについてのモ

ニタリング機能については、これまで政府の外郭団体としてやってきたが、今後は政府の中に取

り入れていく。なので、外にある組織としてはなくしてしまった。初等学校の最後に行う試験に

対して政府は責任を負うことになるが、政府はこれを早く導入したいという気持ちが強いために、

これがどのような効果をもたらすのか、失敗した時に誰が責任を負うのか等についてあまり考え

ていないように思う。

新井（浅）中等学校については試験団体が行い、初等学校は政府が行うという理解でよいか。

モーガンそれでよい。以前は、いくつか試験を作成する会社があって、どこの会社の試験問題

を選ぶかは教科の主任が決定していた。ところが、標準化されたものがなかったので、試験が易

しくなってしまうこともあった。その後、統一されるようになり、全国的な水準を保つことがで

きるようになった。しかし、今回それがまたなくなってしまうことによって、どのような影響を

及ぼすのかについては懸念事項である。

志村上越教育大学の志村です。シチズンシップ教育の性格は、政権交代によってどのように

なりそうなのかという点が１点です。もう一つは、sustainableschoolstrategyやeducationfbr

sustainabledevelopmentに関わる話がいくつも出ていたが、実際にはどのような教科を中心に

行われているのか。

モーガン毎日新しいアナウンスメントが発表されている段階なので、まだはっきりとしたこ

とが言えないというのが現状である。ただし、カリキュラムの見直しが行われるのは確実である。
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カリキュラムの見直しは行われたばかりであるのに、また行うのかと思う。しかし、政府はやは

り自分たちの色を出していきたいために、カリキュラムの見直しを行うふりをするのではないか。

シチズンシップ教育が導入されたとき、これは教員が教えられるものなのかという疑問があり、

個人としては拒否してきた。しかし、私は学校の中で子どもたちが民主的な手続きを踏むしくみ

を構築してきた。たとえば、子どもと大人を対等に置いたり、子どもの側から出てくる要望を実

現するしくみを作ったりした。具体的には、教員を雇用する際に、教員だけでなく生徒もインタ

ビューに加わらせて、自分たちも力を行使できるのであるということを学ばせた。新政権になっ

て今後どうなるかはわからないが、シチズンシップ教育は重要ではないのでやめるという方向に

はならないと思う。しかし、そのシチズンシップ教育に割かれる時間は少し少なくなるのではな

いか。中身に関してどういうことを教えるかについてのリストがあるが、それが変わっていくで

あろうと思っている。学校の中で、子どもたちをコミュニティの一員として、国民として、グロ

ーバル市民として育てていくことには今後も変わりはないであろう。それは、２１世紀の教育を

考える上で重要であるからである。たとえば、スーザンの学校で懸賞があった。政治について自

分の意見を述べるというものであったが、生徒が政治について意見を持つことができたことは教

員にとっても大きな励みであり、シチズンシップ教育の一つの大きな成果であると思っている。

スーザンテレビの番組で、クエスチョンタイムというものがあるが、それをまねて子どもたち

が地元の議員を招いて模擬クエスチョンタイムをすることがある。その時、子どもたちは議員に

対する質問を組み立てることができ、実際に質問でき、子どもたちが決定に関わることができる。

そして、子どもたちは議員とディベートできる。これは、1年に１回行われており、今までに６

回行われた。

小松先ほどからの議論を聞いていて思ったことは、イギリスというのは、問題を発見して、そ

れに対応する組織を作って、だんだん人も金も増えてきた頃に、廃止になる。ちょうどわれわれ

も、同じような経験をしつつある。たとえば、今日新聞に出ていた全国学力調査の問題もそうで、

お互いに学ぶことがあるのではないか。現場の先生方の代表として、また時には政策に対崎され

る方として、現状をお話いただき、私がモーガンさんを招いた意図が少しは実現できたのではな

いかと思っている。最後に、ジョン・モーガンさんと奥様のスーザンさんに拍手をお願いします。
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【投稿論文】

ロンドン学務委員会と欠食児童
一欠食児童に関する合同委員会（1900～1904年）に注目して－

はじめに

内山由理

(首都大学東京大学院博士課程）

１８７０年基礎教育法によって地方に設けられた学務委員会（theSchoolBoard）は、各地の既存

のヴオランタリー・スクール（宗教団体による私立学校：VoluntarySchool）の隙間を埋めるように、

地方税によるボード･スクール（学務委員会立学校：BoardSchool）を設置し、強制就学条項によ

ってできるだけ多くの児童を就学させた'・その一方で１９世紀末に長期化した不況は多数の失

業者を産み、貧困地区のボード・スクールは欠食児童（underfbdchildren)2を抱えることになった。

こうした状況に民間のチャリティ協会3や個人によるヴオランタリーな救済活動は、安価ある

いは無償の給食を支給することによって欠食児童の就学を支援した。１８９０年代には大都市の学

務委員会も増大する欠食児童の存在を無視できなくなり、ロンドン学務委員会（LondonSchool

Board・’870年～1904年)4は、１９００年にヴオランタリズムによる欠食児童の救済活動の調整．

監督を行う機関として、欠食児童に関する合同委員会（TheJointCommitteeonUnderfedChildren・

'900年～1904年)5を設屑している。本稿はロンドン学務委員会をとりあげ、地方教育行政がど

のように民間のチャリティ協会を編成していったのかを考察するものである。

一般にイギリス公教育政策史上、出席する欠食児童の救済に関する国家法として、１９０６年に

おける学校給食法（TheEducation（Provisionofmeals）Act・以下、「1906年学校給食法」とする）

があげられる。１９０６年学校給食法は、義務教育制度のなかで初めて公的な学校給食を法制化し、

地方教育当局（theLocalEducationAulhority）が任意に欠食児童への給食費の一部を負担すること

を認めたものである6もこの点で、出席する欠食児童を「公的に保謹すべき児童」として包摂し

たという点で歴史的意義は大きく7、貧しい児童の就学を支援する教育法の端緒として知られる

同法については、すでに三好信浩氏や宮腰英一氏による議会法成立の研究8に詳しい。

しかし’906年学校給食法の性格は、あくまで最低限度の公的扶助を志向したものであり、欠

食児童の救済の担い手は従来通りのヴオランタリーな活動にあった。たとえば社会史家エレン・

ロスは出席する欠食児童の救済の在り方を、労働者の家族･民間のチャリティ協会･公的扶助（行

政）という視角から描き、１９０６年学校給食法以後の公的な給食の受給を最小限に留めようとす

る傾向があったのに対し、既存のヴォランタリーな活動は、貧しい労働者の家族を支援し続けた

様子を叙述している９．また、ロンドンの教育福祉サービスを概説したスーザン・ウイリアムら

による『ロンドンの子どもたち』では、１９０６年学校給食法施行後のロンドンに設問された児童

保護委員会（TheChildren'sCareCommittee)には、多くのチャリティ協会の女性ヴオランタリー。
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ワーカーたちが活躍したことに注目している。本著は彼女たちによる貧しい児童への食事の提供

やチャリティ基金による資金集め、および食堂の衛生環境の改善や貧しい児童の家庭訪問などの

活動に、学校におけるソーシャル・ワーカーの役割を見出してい'0．

先行研究は近年の福祉の混合経済（TheMixedEconomyofWelfare）史の影響を受け、国家福祉

の増大という視点から描かれた福祉の在り方を見直し、それまで公的行政の陰に埋もれていたヴ

オランタリーな活動を評価している'1。しかしながら、これらの研究では１９世紀末から２０世

紀初頭のイギリス福祉国家の建設期（民間から行政へ、救貧から福祉へという移行）にあたるコレ

クテイビズム期において、１９０６年学校給食法施行前後の地方教育行政が、救済の担い手であっ

た民間のヴォランタリーな活動をいかに動員し、どのように編成したのかについて十分に描いて

おらず、その実態は明らかではない。学校給食に関する実質的な制度の把握には、ヴオランタリ

ーな活動を視野に入れた地方教育行政の具体的な分析が必要である。

そこで本稿では、まずロンドン学務委員会の「欠食児童に関する合同委員会」（以下、合同委員

会とする）がボード・スクールに設置した小委員会の設置をとりあげ、学校給食法成立前夜にお

いて成立しつつあった地方教育行政と民間の活動領域（ヴオランタリズム）の在り方を考察する。

合同委員会はヴオランタリーな救済活動を補填することを目的に設置された委員会であり、欠食

児童の多く出席するボード・スクールに、現場での救済活動を調整・監督する窓口として小委員

会（TheSub-Committee）を設置した。小委員会はボード・スクール関係者の他に、支援を行う

チャリティ協会によって構成されることが定められ、この小委員会の設置によってそれまで私的

な関係を軸に展開していたボード・スクールでの欠食児童の救済活動は地方教育行政へ編成され

ていったと考えられる。本稿ではとりわけ小委員会の設置を拒否した学校の事例をとりあげ、こ

れらの学校と合同委員会の交渉の過程に注目しながら、地方教育行政にヴォランタリーな活動が

編成される過程を検討した。以下、第１章では、１８８０年代以降のロンドンのボード・スクール

へ通う欠食児童と、彼らを救済したチャリティ協会の活動の状況を概観する。続く第２章では、

ロンドン学務委員会の設置した欠食児童に関する合同委員会が、民間のチャリティ協会の活動を

調整・監督する機構を整えていく過程を詳細に検討する。

１ロンドンの欠食児童とチャリティ協会

（１）ボード・スクールに出席する欠食児童

はじめに、ロンドンの学校に出席する欠食児童と、これを救済した民間のチャリティ協会の規

模について確認しよう。1870年からボード・スクールは設個数を増やし、就学児率は１８８０年

代には約３０万人になり、1890年代には４０万人以上に上った。他方、１９世紀末のロンドンは

急速な都市化と人口の増加に加えて度重なる不況により、ロンドン各地の貧困を深刻化させてい

た。同時に、就学率の増加と並行するように授業に身の入らない栄養不良で欠食と疑われる児童

の存在が問題化した'2．表ｌは１８８９年と１８９９年にロンドンのボード・スクールおよびヴオラ

ンタリー・スクールに出席する欠食児童数（チャリティ協会から食事をもらう児童数）の調査報告

書のデータをまとめたものである。
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表１ボード．スクールおよびヴォランタリー・スクールの欠食児童数

1882年報告書 1899年報告書

平均出席児数 全欠食児童数 平均出席児数 全欠食児童数

Ｃｉｔｙ 4554 330（7%） 3370 206（6%）

Chelsea 46872 3225（7%） 46474 4462（10%）

Finsbury 60754 7443（12%） 52174 6809（13%）

Greenwich 46021 4174（9%） 42128 3659（9%）

Hackney 58459 7088（12%） 52611 8317（16%）

EastIJnmheth 48147 5032（11%） 49576 5166（10%）

WestTambeth 65079 5905（9%） 61768 5807（9%）

Maryleborn 55283 3327（6%） 38428 4661（12%）

Southwark 35608 6941（20%） 26645 5912（22%）

TbwerHamletg 67682 10546（16%） 67956 9344（14%）

Westmingter 17680 1001（6%） 8815 807（9%）

Tbtal 506139 55012（11%） 449945 55150（12%）

註：（）内は平均州席児数に対する欠食児而数の削合をさす。（単位・人）

出典：IpndonSchoolBoamd、ｍｅ雁ＰＣ'mfasp"jajmmmjIIeemu"dEJfi虻ﾉchj肋砂"､1889（pp､17.18)．および耐ｅ
雁PC〃ofaSPedaI釦b“mm伽econundh訂允ddljldrw1.1899（p､48)．

出席する欠食児童数の割合は全体の平均出席児数でみると１８８９年は11％、１８９９年は１２％

である。データから推測するに地域別の欠食児童数の割合は、市の中心やロンドン西部のウェス

トミンスター地区やメリルボン地区では概ね6％～１２％であるのに対し､ロンドン東部のタワー・

ハムレッツ地区、ハックニー地区およびロンドン南部のサザック地区では概ね１２％～２２％と出

席する欠食児童が多くなることがわかる。

（２）チャリティ協会とボード・スクールのネットワーク

こうした多くの欠食児竜を救済したのが、腿間のチャリティ協会や個人によるヴオランタリー

な活動からの支援だった。各ボード・スクールは教師、学校管理者などの学校関係者と近隣のチ

ャリティ協会や牧師らからチャリティ基金を集め、教会、スープ・キッチンなどで欠食児童に安

価（０５～６ペンス）あるいは無償の食事（スープやパンなど）を施していた。こうした地域の小

さな救済活動に加えて、欠食児童の増加した１８８０年代にはロンドンの貧困地域を中心に、比較

的規模の大きいチャリティ協会が次々と生まれ'3、チャリティ協会とボード・スクールのネット

ワークが重層的に形成されるようになった。

サザク地区では、大衆紙『レフェリー』の編集者Ｇ・シム（GeorgeSim）とオレンジ・スト

リート校の校長Ｅバーグウィン（ElisabethBurgwin）によるレフェリー児童無料給食基金（The

RefEreeChildren，sFreeDinnersandBreakfastsFund）が設立され、１８９５年には２つのチャリティ

協会と２校へ資金を提供し、１８９９年にサザック地区、フインズベリ地区などに存在する１１の

チャリティ協会と５６校に資金を提供した14．東ランベス地区では、１８９２年に全国教師組合の

教員らによって、東ランベス教師協会（ThcEastLambethTcachers.sAssociation)'5が結成された。

同協会はヴィクトリー・プレイス校のＷ・リビー校長を中心に学校関係者や成績の良い裕福な

学生から寄付金を集め、１８９５年には東ランベス地区の１７のチャリティ協会と３０校を支援

し'6,1899年には東ランベス地区の全７８校のうち４５校に資金を提供していた'7．タワー・ハ

ムレッツ地区では、1883年にＡ・ペニントン（AnnaPennington）がボード・スクール児童無償
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給食協会（TheBoardSchoolChildren，sFreeDinneIsFund）を設立し、１８８７年には７つのチャリテ

ィ協会と１６校のボード・スクールを支援し'８，１８９９年には２６校を支援した'9。

しかし、こうした私的なネットワークをもってしても、欠食児童を多く抱えるすべてのボード・

スクールに十分な資金は行き渡っていたわけではなかった。また、救済の仕方や救済すべき児童

に関する考え方は、救済の担い手によって様々であった。民間のチャリティ協会は貧しい労働者

の自立を促すことを第一義的に重視し、救済によって欠食児童やその親が「堕落」しないと認め

られた児童(Thedeserving）のみを選別して救済することが一般的であったが20、救済に値する

とされた児童に無償で食事を提供するチャリティ協会もあれば、なかには無償給食の提供には厳

しい選別基準を設けるチャリティ協会も存在した２１．こうした状況に、1889年１１月にロンド

ン学務委員会の議長Ｃ・ディグル（CharlseDiggle）は、ロンドン最大規模のチャリティ協会であ

るロンドン学校給食協会（TheLondonSchoolsDinnerAssociation．以下、「LSDA」とする)22を設立

した。ＬSDAはロンドン全土の様々 なチャリティ協会の組織化に乗り出し23、食事の提供価格や

食事の与え方などに共通のルールをもたらすとともに、支援を必要とする基礎学校やチャリティ

協会に資金を送ろうとした24．ＬＳＤＡは、１８９５年には９０のチャリティ協会と学校に、１８９９年

には５３のチャリティ協会と６９校に資金を送り、その実績を伸ばしていた。しかしLSDＡのよう

な規模の大きいチャリティ協会ですら、すべてのチャリティ協会とボード・スクールのネットワ

ークを取り持つことは事実上、不可能であったし、十分な資金を提供することも困難であった25。

２ロンドン学務委員会の取り組み

（１）ロンドン学務委員会と欠食児童問題

１８８０年代半ばにはロンドン学務委員会で、増大する欠食児童数の存在はボード・スクール

の管理・運営上の議題として取りあげられるようになった。１８８５年に社会民主連盟（Social

DemocraticFederation）出身のＡ・ヒックス（AmieHicks）や1888年にフェビアン協会出身のＡ・

ベサント（AnnieBeasant）らが当選し、進歩派（TheProgressives）はヴオランタリズムや救貧法

による貧困救済の限界を指摘し、ロンドン学務委員会はボード・スクールに出席する貧しい労働

者の児童の学習を保障するために、地方税によって彼らに一日一回の無償給食を提供するように

求めた。しかし学務委員会の多数派であった穏健派（nleModerates）からは、多額の地方税を余

儀なくされる提案として猛反対され、欠食児童の救済はそもそも学務委員会の権限を越えるもの

であり、ヴォランタリズムに一任されるべきだとした。また児童に無償給食を提供することは、

結局は児童の親の養育能力を脆弱にさせると進歩派を批判したのだった26°

こうした議論の最中にロンドン学務委員会はボード・スクールに出席する欠食児童の大規模な

調査を行った。１８９４年に発足した基礎学校に出席する欠食児童に関する特別委員会（theSpccial
CommitteeonunderfedchildrenattendingpublicelementaIyschools）は、１８９０年代初頭に生じた不

況の影響から、チャリティ協会から食事を提供される欠食児童のうち、無償で給食をもらう児童

の割合が非常に高くなり、ボード．スクールに通う児童の親の貧困の自助能力の限界を報告した27。

さらに’898年に多目的委員会に設置された欠食児童に関する特別小委員会（TheSpecialSub-
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CommitteeoftheGeneralPurposesCommitteeonUnderlbdChildren）は、ボード・スクールに加え

ヴオランタリー・スクールに出席する欠食児童の存在を明らかにした。また、同委員会はチャリ

ティ協会から支援を受けられない基礎学校が数多く存在していることや、欠食児童の選別の仕方

や食事を与えるスープ・キッチンや教会の設備の在り様は多様でしかも、十分な状態で運営され

ていないと報告した28。

これを受けて１８９８年秋の学務委員会選挙で大多数の議席を確保した進歩派は、１８９９年２月

に、全国教師組合のＴ・マクナマラ（ThomasMacnamara）やウリッチ出身のＭ・アダムズ（Maly

Bridges-Adams）らを中心に、ボード・スクールへの無償給食の導入をもちかける本格的な議論を

行った29．穏健派の議長Ｃ・エリオット（CharlesElliot）は時期尚早であると強く批判し、現段階

ではまずボード・スクールへ通う欠食児童に関する調査委員会を常設し、出席する欠食児童の状

況やヴオランタリーな救済活動について詳しく把捉する必要があると提案した30。進歩派と穏健

派の議論は白熱したが、結局エリオットの提案に加えてロンドン学務委員会にヴオランタリーな

活動の欠陥を補う委員会を設置するということで両者の妥協点を見出した。

1899年１１月にロンドン学務委員会は、①救済の担い手たる民間のチャリティ協会と連絡を

取り、いわゆるfillingthegapsの原則で支援を必要とするボード・スクールに対する資金の「量

的」な調整を行うこと、そしてロンドン学務委員会は資金の「量的」な調整を行う上で､ボード・

スクールに出席する欠食児童の状況を把握する必要があるとして、②欠食児童の通うボード・ス

クールに小委員会（TheSub-Committee）なる機関を設置し、どれほどの欠食児童がどのように救

済されているのかというヴオランタリーな救済活動の「質｣、すなわち欠食児童の選別や救済活

動の詳細を調査、監督することを勧告した31。

（２）欠食児童に関する合同委員会（1900-1904年）の設置

１９００年３月にはロンドン学務委員会の学校管理委員会(TheSchoolManagementCommittcc)に、

ボード・スクールに出席する欠食児童を救済するヴオランタリー活動を調整・監督する機関とし

て欠食児童に関する合同委員会（TheJointCommitteeonUnderfbdChildren､以下合同委員会とする）

が附置された。同委員会はＣ・エリオットを議長とする学務委員会議員８名、ロンドン州議会

議長（TheChairmanofLondonCountyCouncil）および主教区教育局（DioceanBoardofEducation）

の代表者４名、カトリック派の私立学校、ロンドン学務委員会の代表学校管理者委員会（The

CommitteeofRepresentativeManagers）からそれぞれ２名の代表者、そして４つの主要なチャリ

ティ協会の代表者４名からなる２１名の委員で構成された32．同委員会の業務は以下のように定

められた。

①チャリティ協会の支援を受けるボード・スクールから欠食児童の救済の状況の報告（食事

を調理し供給する仕組み、食事を受け取った日、食事の籾類や供給された食事の内容と、欠食児童

の数とリストを記載した報告書）を受ける。

②支援の必要な児童の選別を行うよう各ボード・スクールに促す。

③各学校に必些な資金を送るためにチャリティ協会と連絡を取り、また必要があれば各学

校の小委員会に支援を与える。
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④チャリティ基金では賄えないほどの困窮が懸念される場合には、主要なチャリティ協会

と連絡をとること。

⑤公衆に対して欠食児童の救済を与えられるように報知し、当該業務についての関心を刺

激すること。

欠食児童の出席するボード・スクールには、小委員会（TheSUb-Committee）を設置し、現場

レベルにおけるヴオランタリーな活動の状況を監督する窓口とした。小委員会はボード・スクー

ルの校長、複数の学校管理者や出席監督官やチャリティ協会から構成された。

小委員会の業務は、以下に定められた。

①ボード・スクール内の欠食児童のリストを作成し報告をする。

②資金提供者であるチャリティ協会の一つと連絡をとること。

③食事の提供と分配に必要な準備を行う。

小委員会の業務報告は、ボード・スクールの校長によって任意に設置された地区委員会（The

DivisionCommittcc）あるいは合同委員会に報告されることとなった33。

それでは合同委員会の動向を、ボード・スクールやチャリティ協会はどのように受け止めたの

か。資金の調整役であった合同委員会には、’９００－１９０１年にはヴオランタリー・スクールを

含め、資金不足である１６校からチャリティ協会との仲介を求める要望が届けられた。合同委員

会は、これらの学校の要望をレフェリー児童無料給食基金や東ランベス教師協会と協議し、支援

の必要と思われる学校に資金（１５シリング～１０ポンド）やテーブルなどの物品を提供した。（『欠

食児童に関する合同委員会議事録』SBL/0289,1900年１２月１０日）ただし合同委員会の議事録には

その後学校から要望が届けられたという記録はない。

小委員会の設俄状況についてはどうだろうか。当初、欠食児竜に関する合同委員会はロンドン

全域のボード・スクール４８２校中２２９校を支援が必要な学校として小委員会の設置を見込んで

いた。１９００－１９０１年の間に２３４校に、1904年には２６９校に小委員会を設置し、「大多数の

ボード．スクールから協力を得られた」と合同委員会は報告している34.しかし、小委員会は現

場から必ずしも十分に理解されたわけではなかった。ボード・スクールの側にたてば、小委員会

の業務は事務的にあまりにも煩雑な内容であった。欠食児童に関する合同委員会は、食事を提供

される児童が欠食児童であるかどうかを明確にするべく、小委員会のメンバー（学校管理者や教師、

出席監督官：SchoolBoardVisitorsら）が欠食と疑われる貧しい児童の家庭を訪問・調査をし、欠

食児童のリストを毎週書き直すように求めたからである。こうした要請に現場の体制は不十分

であった。1900年から４年間に集められた小委員会からの報告について、合同委員会の事務官

Ａ・クレイ（ArlhurClay）は、欠食児童の家庭に関する事項の大半が不十分であったと指摘して

いる３５。

（３）小委員会の設置をめぐる事例

しかし合同委員会の最も大きな障壁は、小委員会の設置を拒否する学校群であった。議事録に

よれば、欠食児竜の非常に多いタワー・ハムレッツ地区とサザク地区、束ランベス地区の３５校

は小委員会の設置を拒否していた36。これらのボード・スクールは表向き「小委員会を設圃しな
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表２ボード・スクールにおける小委員会の設置状況

1901年 1902年 1903年 1904年

Ｃｉｔｙ １ １ ０ １

Chelgea ２ ２ ８ ８

Finsbury 2１ 2１ 1９ 2６

Greenwich ５ ８ ９ 1１

Hackney 2５ 2６ 2５ 3４

EastT且mbeth 2１ 1９ 2５ 2３

WestLambeth 1６ 1９ 2１ 2６

Maryleborne ５ ６ ６ ６

Southwark 1８ 1３ 1５ 2１

TbwerHamlets 3１ 3４ 3７ 2８

Westmingter ０ ０ ０ ０

Tbtal 145校(222校） 149校(184校） 165校（194校） 184校(190校）

註：合同委員会の年次報告謝には、限られた数の学校の欠食児童の救済の状況を紀絞している。
翼２ではそれらのうち小委il会を役洲した学校数をあげた。（）内は年次慨iliOI}に,過‘樋された

学校の総数をさす。

出典：LondonSchoolBoardAnnuaﾉREpo応ofIheJbimCbmmjneeonUhdbI企dChj肋即,1900.1904.

くても救済活動は順調である」「教師の過剰な労働を引き起こす」「制度を変える必要がない」と

のべたが、これらの訴えの背景に合同委員会は、民間の微域をあくまで保持しようとするチャリ

ティ協会の寄付者たちの意向を読み取っていた。1902年の報告書には「チャリティによる寄付

を集め、食事の供給をしている者達には（外部の者から誰を受給者とするかという）選別する行為

を（外部から）邪魔されずに、自ら選んだ貧民にチャリティを与える権利があるという感情」が
●●●●●●●●●●

あり、この感情は「金を出せば口も出せる」というチャリティの寄付者たちによって小委員会の

投閥は拒否されたとある37．合同委員会はこれらのボード・スクールには、学務委員会議員やチ

ャリティ協会の者が直接訪問して小委員会を設置するように求めている。これらの学校との交渉

の末に、結果として小委員会を設置した事例は数多くみられたが、設置に至らなかった事例もみ

られた。このことは民間の領域（ヴオランタリズム）と学務委員会との関係はア・プリオリに進

展したわけではなかったことを示している。

以下の三つの事例は、ヴォランタリーな活動の調整・監督機関として合同委員会が様々な体を

なす現場に対して、なしえた部分と限界であった部分を示した。

①委員会の設置された事例（ヴオランタリーな活動の維持）

小委員会の設置に反対したボード・スクールのなかには、小委員会の設置によって自らのヴ

オランタリーな救済活動が縮小されることを恐れたケースが最も多い。たとえば、東ランベス

地区のほとんどの学校へ資金を提供していた東ランベス教師協会（TheEastLambethTeachers，

sAssociation・以下、「ELTA」とする）は、ＥＬＴＡから支援を受けている７校（FlintSt・校、King

andQueenSt・校、SandfbrdRow校、HarpersSt,校、RockinghamSt,校、MichaelFaraday校

,WestmorelandRd校）は、小委員会の設置を拒否した。これらのボード・スクールは、すでに

１０年間にわたりＥＬＴＡと各学校との協働で救済活動を行ってきた。これらのボード・スクールは、

従来通りのヴオランタリーな活動が合同委員会の介入することによって縮小するのではないかと
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危慎していた（ibid.,SBL/0289,1900年３月１日)。

この訴えについて合同委員会は既存のヴオランタリーな活動を認める方針を示している。合同委

員会は、ＥETAの自治を奨励することを伝え（ibid.,SBL/0290,1902年１２月８日)、年に数回の

欠食児童数の報告書を合同委員会に送るように申し出た（ibid,1903年１月２３日)。このよう

な合同委員会の申し出に、ＥＬＴＡは小委員会の設置を快諾する旨を送っている（ibid.,1903年４

月７日）合同委員会がヴォランタリーな活動の自治を認めたことによって、小委員会が設問さ

れたケースは１２校以上あった38。

②委員会の設置された事例（ボード・スクールの統制）

他方、合同委員会はボード・スクールの救済活動で、欠食児童の選別に怠慢がある場合には、

ボード．スクールの管理．運営上の問題とされた39.以下の事例は合同委員会によって、欠食児

童を選別する行為に怠慢が疑われたボード・スクールに小委員会が設置された事例である。サザ

ク地区のブラック・プライア・グループの３校（MarlboroughSt,校、PocockSt,校、Wcstminster

BridgeRd､校）およびセント・ジョージズ・グループ（Belvedere-Place校、LantSt､校）の５校は、

サザク無料給食協会（SouthwarkFreeDinnerAssociation）とＬＳＤＡから資金を受けていた。合同

委員会は、セント・ジョージズ・グループのベルベドレ・プレイス校の学校管理者のＥ・パウウ

ェル(ElenorPowell)４０から小委員会の設置を快諾する報告を受けていた｡彼女によれば､ファーム．

ハウス基金(TheFarmHouseFund)４１は選別をしないまま、同グループの学校に出席する欠食児童

を救済しているというのである（ibid・’1901年６月１８日)。しかし、パウウェルの申し出は、グ

ループの代表である学校管理者Ｊ・パスコル（JamesPascall）によって否定された。パスコルは

合同委員会に対して、グループでは学校管理者と教師による委員会を独自に運常し、欠食児童を

選別したリストを作成していると報告し、現行の運営を保持するためにも小委員会の設置の拒否

を申し出たのである（SBL/0289,1902年１２月３日)。

合同委員会ではＡ・クレイがＪ・パスコルの訴えの信懸性を疑ったがＣ･エリオットの勧めに

よってＥＬＴＡと同様に小委員会の不設置を決定した（SBI,/0290,1903年３月３０日)。

しかし、この一旦認められた小委員会の不設個の決定は、その後再び合同委員会に届けられたＥ・

パウウェルの書簡によって一変した。Ｅ・パウウェルが、再びサザク地区のボード・スクールに

通う欠食児童は適切な選別もされないまま救済されており、Ｊ・パスコル氏の小委員会は機能し

ていないという書簡を合同委員会に送ったからである（ibid,1903年５月２５日）。合同委員会の

Ａ・クレイは、Ｅ・パウウェルによる二度目の報告を受けてＪ・パスコルのボード．スクールの管

理は疑わしい上にロンドン学務委員会を裏切る行為だとし、同グループに小委員会の設侭を求め

た(ibid.,1903年５月２５日)42．その後Ｊ・パスコルは合同委員会の求めに応じ、ボード．スクー

ルに小委員会を設置したのだった。

③委員会の設圃されなかった事例（合同委員会の限界）

しかし合同委員会は、ボード・スクールがチャリティ協会からまったく協力を得ることできず、

小委員会が設置されなかった場合もあった。タワー・ハムレッツ地区のキャサリン・ストリー
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ト・グループ（ScruttonSL校、ChathamGarden校、CatherineS１．校）のうち、スクラットン・スト

リート校は小委員会の設置を拒否していた。同校は、バス師（Rev､ABass）によってセント・ジ

ェームズ教会の中で食事が提供されており、教会による欠食児童の救済活動にはボード・スクー

ルが関与するべきではないという理由からであった（ibid.,1902年１２月４日)。この事態につい

て、同校を直接訪問した合同委員会のＡ・クレイは「教会内で行われている救済活動を直接調査

し、かつ合同委員会と連絡の取れる人物がいないこと」を問題の原因とし（SBL/0290,1903年１

月１９日)、同校に教会内で調査を行う人物を任命し、さらに食事のチケットの分配をバス牧師で

はなく、同校の校長が担うことを申し出た（ibid.,1903年５月１５日．1903年１２月１４日)。

しかし、スクラットン・ストリート校は「学校の校長は（学校内で）欠食児童にチケットを与

えているが､実際の食事の分配はバス牧師のスープ･キッチンのなかで行われている。（そこでは）

選別されないままスープが子どもに配られている。しかしジェームズ教会の救済活動の一切につ

いてボード・スクールは関与できない｣と回答した(ibid.,1904年２月３日)。結局､スクラットン・

ストリート校に小委員会は設置されることはなかった。また、合同委員会は、ＬSDAのガンドリ

ー氏からジェームズ教会内ではバス師によって「余ったスープが食券の持っていない児童にも与

えられている」（＝欠食児童の選別の怠慢）という報告を受けていたが（ibid,1904年３月２１日）

これについての追求はなかった。

おわりに

以上、本稿は、１９０６年学校給食法以前における地方教育行政とヴオランタリーな活動の関係

の在り方を示す一つの事例として、ロンドン学務委員会の「欠食児茄に関する合同委員会」の活

動について、ボード・スクールに小委員会が設置される過程を中心に明らかにしてきた。ロンド

ン学務委員会は、社会主義の影響を受けた新しい行政改革を主張した進歩派と従来通りのヴオラ

ンタリズムを基調とする穏健派との妥協から、欠食児童の救済を行う既存のヴオランタリーな活

動の限界を補うための合同委員会を設置した。合同委員会について概ね以下のような結論を述べ

ておく。

まず、合同委員会はロンドン各地の既存のヴォランタリーの活動のあり方に慎重に取り組んで

いた。Ｅｕ,Ａのようにチャリティの自治を強く主張した事例にみたように、小委員会を設置した

としても、欠食児童の救済活動の実際は彼ら民間による活動の裁量やネットワークに委ねられ、

ヴオランタリーな活動は縮小することなく地方教育行政に編成されたのだった。

その一方、合同委員会はボード・スクールでの欠食児童の救済活動の調査．監督機関として、欠

食児童の実態を調査するという目的で小委員会を設置し、それまで自発的に行われていた欠食児

童の救済活動を、教師やチャリティ協会に対して明らかにするように求めた。サザック区の事例

が示したように、合同委員会は欠食児童の選別の怠慢を疑われたボード・スクールには積極的に

小委員会の設置を促すなど、民間の救済活動の運営の効率性に地方教育行政が介入する動向をみ

せた。

ただし、第２章の（３）で述べたように小委員会は欠食児童の選別に関する情報（児童の家庭
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状況等）を十分に報告しなかったし、第２章の（４）で検討したように、小委員会の設置に強く

反対したボード・スクールは１９０４年まで存在し小委員会の設置に至らなかった事例もあった。

こうした合同委員会のイニシアティブの欠如は、１９０６年学校給食法施行以前の地方教育行政の

限界を示すものである。

軒余曲折を経ながらも合同委員会は１９００年から１９０４年という短い期間に、２６９校のボード

・スクールに小委員会を設置した。小委員会の設置数の増加が意味するところは、現場レベルに

おいてロンドンの広範囲のボード・スクールとチャリティ協会の関係がチャリティの寄付者によ

る私的な関係から、納税者に対して開かれている地方教育行政のもとに編成された関係へと推移

しつつあったことを示している｡これによってロンドンでは地域で自発的に結ばれていたボード・

スクールとチャリティ協会によるネットワークと地方教育行政の接続は可能となった。こうした

動向は１９０６年学校給食法の議会審査過程において、学校給食を管轄する当局を巡り、それまで

貧民の調査や救済を管轄してきた貧民保護委員会（TheCommitteeofTheGuardianofThePoor）で

はなく、地方教育当局への権限の委譲を妥当とする意見を導いた要因の一つといえるだろう。

その後、１９０６年学校給食法によって新たな権限を得たロンドンの教育当局は、本格的にヴオ

ランタリーな活動を再編成し始めることとなる。これについては別稿で明らかにしたい。

11870年基礎教育法により、学務委員会による基礎学校はボード・スクール、またイギリス国教会

系の国民協会や非国教徒系の内外学校協会に代表される宗教団体の基金に基づく基礎学校はヴォラン

タリー・スクールとされた。

２本稿では、救済の担い手であるチャリティ協会や牧師、教師などから「食事を提供される必要のあ

る（necessious）児童」と判断された児童をさす。

３本稿ではチャリティ協会とは、寄付者による寄付をもとに独自の目的とルールをもつ貧民救済の民

間の非営利団体をさしている。この解釈はフィランスロピ史の研究を行った金淫氏に準じている。宮

腰英一『十九世紀英国の基金立文法学校』（創文社、2000）はしがきｐｖｉｉ金津周作『チャリティと

イギリス近代』（京都大学、2008)ｐｐ､３，４３‐８１

４ロンドン学務委員会（theLondonSchoolBoard,１８７０‐1904.以下、「LSB」とする）は、１０区の学

区の学校に地方税によって校舎の建設、人事任命権やカリキュラム管理などを行った。ロンドン学務

委員会は１９０２年教育法によって廃止され、1904年にロンドン州議会内のロンドン教育委員会（the

LondonEducationCommittee）に再編成された。

５１９００年－１９０４年の欠食児童に関する合同委員会の年次報告書AmuajIEponsof[heＪひjmcommj蝉

OnundeI119dChjld把､(1901‐1904)、および議事録耐emjnuIeof的eﾉり加fcommjnEgonundbIだ｡chjldIm，

SBL/0289(1900‐1901)、SBL/0290(1901.1904）（LondonMetropolitanArchives所蔵）を使用。

６１９０６年学校給食法は地方教育当局に以下の権限を与えた。①食事を供給の組織化と命令②当局

代表と民間のチャリティ協会から構成される委員会の設置③学校食堂（schoolcanteens）の運営

④食堂の設備及び職員の提供、食事の提供のための公債の募集および補助金の支出である。地方税の

支出はチャリティ協会の資金や親の資金が不十分な場合にのみ、教育院の承認が認められる。ただし
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地方税１ポンドについてｌ/２ペンスの付加税を超えてはならない⑤地方教育当局は親に経費を請求

する権限をもつというものである。

７HarryHendrick,Ｃｈ耐ＷｂｊｆﾖＩＦ,縦、､ﾉDimensjon3Cbn舵mpomJyDebare(Bristol‘2003),ｐｐ,１９‐８６‘帝

国主義にあった当時のイギリスでは、南ア戦争の戦線での不健康な兵士の「体力低下」（Physical

Deterioration）問題や、「国民効率」（NationalEfficiency）運動の世論をうけた「国民の児童」への期

待は高まっていた。

８三好信浩『イギリス労働党の公教育政策史』（亜紀書房、1974）宮腰英一「２０世紀初頭イギリスに

おける学校福祉立法の成立過程とその社会的背景一｢学校給食法」（1906）の成立をめぐって」（『東

北大学教育学部研究年報』34,1986)、新村洋史「イギリス民衆学校史と教育･学校給食の制定過程」

（『中京女子大学紀要』36,2002）ブライアン･サイモン／成田克也訳『イギリス教育史Ⅱ』（亜紀書房、

1966)。BemlyGilbert,771eevo川nonofna伽najjnE唖ncem即lajn:[heo昭insof的ewe脆応s随[e(London’

1966).MildredBulkley,肪e企edjngofschoojchjldl笹､(London,１９１４)．

９EllenRoss,Loveandro〃-morhemoodjnourcasrLondon(London,1992),αWng：wesremjdeasof

phijanthmRy､editedbyJ､Schneewind(NewYork・’996),ｐｐｌ７９‐198.ＪｏｈｎＨｕｒｔ,E1eme"瞳Iyeduca【わ、

andwoIkingcjassI860-l918(I‘ondon,1979)．

1o彼女らは児童や親に対して威圧的な男性の出席監督官と異なり、より共感的な立場で家族への生活

支援を行う存在として労働者たちと関わっていた｡ASusanWilliams・Patricklvin,CarolineMoTse･ｍｅ

ＣｈｊﾉdrEnofLondon:a肱endanceandwe脆把a〔schoo〃870.１９９０(London,2001)がある。

1ｌ高田実「｢福祉の複合体」史が語るもの」（『九州国際大学経営経済論集』１３‐１/2,2006)、パット・

セイン『イギリス福祉国家の社会史』（ミネルヴァ書房、2001)。GeoffreyFinlayson,CjtjzEn.s掴reand

sociaﾉｗｅ"自応ｍＢｒ〔ainI830-I990(Oxfbrd,1994).ｐ､３.BemardHarTis,meol1g加sof山e師ＵｓｈＨﾊe脆雁

ｓＩａに(NewYork,2004),ｐｐ､１‐１４

１２通学する貧しい児童（欠食児童を含む）への改正教育令の出来高払い制度の施行への批判から生じ

た「重圧論争」については宮腰、前掲書、ｐｌｌｌｏ

１３１９０５～６年にかけて資金提供を行った各チャリティ協会のチャリティ総額は以下の通り。

London8chooldinner88ociety 畠1700

TheRefereecMdTenPsdinner8fUnd ＆4000

Londonvegetarianassociation 墨700

TheDe8titutechjldｪも､'８dinner8society Ｓ933

ＴｈｅＥａＢｔＬｎｍｂｅｔｈ亜丞her8,8aggociation ＆400

SouthwarkFreeMeal8A8gociation 墨750

(Ipndoncountycouncn,Annuaﾉ『℃Pononlmdbr花dcMU応ncDmm加ee,１９０５．６）

１４１８９５年欠食児童に関する特別委員会報告書（MeajsjbrschooﾉchjjdrEn：RBPormfaSpecjajcommjr舵eon

undbI企ddXjdrEn,1895.以下、「LSBRepo砿1895」とする）ｐ､５２、および１８９９年多目的委員会に設置

された欠食児童に関する特別小委員会の報告書（theReporIoraspecjalsub-commjI〔eeofthe“neI副puIpose

commjrIee,1899.以下、「ISBReporT,1899」とする）ｐ２４４．レフェリー協会はフインズベリー地区

（６校)、ハックニー地区（８校)、タワー・ハムレッツ地区（６校)、サザック地区（６校)、グリニッ

ジ地区（２校)、東ランベス地区（４校)、西ランベス地区（１校)、メリルボン地区（３校)、チェルシ
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－地区（３校)、バラ地区（５校)に支援を提供した。（）内はボード・スクール及びヴオランタリー・

スクールを含む。

l5LSBREport,1895.Mr､Libbysevidencepp,10-15.

16ＥＬＴＡの支援した学校は、カンバウェル（１２校)、ペツカム（1校)、ワルワース（８校)、ニユーイ

ントン他（９校）ＬSBR巴porr,1895,ｐ,49.

17カンバウェル（１４校)、ワルワース（３校)、ペッカム（２校)。（）内はボード・スクール及びヴ

オランタリー・スクールを含む。ＬＳＢＲ℃porr,ｐ､245．

l8Charityorganizationsociety,Cha”andﾉbod:『℃PC冗ofrhesPe℃iaﾉcommjrにeof〔hecha"〃oJganjzamn

socjeりUponsoUpkjIchen､1887.Ｍ応.Pennington'sevidencep､４５．

１９タワー・ハムレット地区(１４校)､ハックニー地区(３校)､西ランベス地区(２校)､メリルボン地区(６

校)、フインズベリ地区（１校)、LSBREport,ｐ､２４６．

２０AlanKiddOpcjLpp､７４‐８６．

２１レフェリー児童無償給食基金やボード・スクール無償給食協会は無償の食事を提供を認めたが、慈

善組織協会（ChariworganizationsocieW）は欠食児童の親からの食費の支払いを主張した。LSB

RepoIT‘1895,Appendixlpp､１‐７１．

２２１８８９年２月に欠食児童調査委員会の識決によって設置された。ＬSDAの執行委員会は、ラジッド・

スクール協会のＪ・カークoohnKirk）やフェビアン協会のＳ・へドラム（StewartHeadlam）が参加

している。LSBRepmt,1895,Ｍr､Spalding'sevidencep､３

２３加入したチャリティ協会には安価給食協議会(ThePennyDinnerCouncil）貧困児童支援協会（the

PoorChildren･sAidsociety）南部ロンドン学校給食基金（TheSouthLondonSchoolsDmnerFund）

アニー・ベサント夫人基金（MIsAnnieBeasant'ｓFund）ファーム・ハウス基金（lheFamlHouse

Fund)ボード・スクール無償給食基金(TheBoardSchoolsFreeDinnersFund).貧困児童給食協会(nle

DestituteChildren‘sDinnerAssociation）などである。LSBREpoIT,1889,ｐｐ,３．４．

２４LSBRt3poIT,1895,Mr､Spaldingsevidencepp､1-5.

251906年の議会調査にてＬSDAは自身の協会への寄付金を収集することすら困難になっていると報

告した。Parliamentalypapers：themに唾pa血memajcDmmjt〔eeon的emedjCaﾉinspec[jonand絶edjngof

chiJdrEnarrendjngpubﾉj℃eﾉbmemalyschoojsl905．ｐ､46.

26s℃hooﾉboa㎡chmn雄３October,1885,sとhooﾉboa耐chmn”e26January,１８８９．

２７ロンドン学務委員会は無償給食の受給率が９０％という驚くべき数字を報告している。LSB

RePolT､1895,ｐ,3.

28LSBRbpoIt,1899,p､6

29多数派報告は９項の勧告を残し、特別困難校の欠食児童に対して地方税によって、ミルクを支給

すること８－(1)、欠食児童に対して、その欠食の状態を確認する権限を申し出ていた８－(2)。また、両

親から食事を得られない子どものケースに対して、ＬＳＢが親を訴える権限をもつことが勧告した

９－(6)(LSBReporT､1899ｐ,8.)。また食券チケットや食事の配給を行政機関が一括して管理することも提

案された（LSBRbPorT,1899,ｐｐ.Ⅸ‐)｡.)。

３０LSBReporT,1899,ｐｐｉｘ－】｡.
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３１エリオツトを中心とする穏健派の意見は３５対１４で可決された。７YmeslDecemberl899.ＬSDA

やレフェリー基金ら主要なチャリティ協会も、ロンドン学務委員会がチャリティ協会の組織化を補

填することには賛成し、そうした目的でボード・スクールの小委員会の設置を認めた（又hooﾉboa㎡

chmnjdぞ９July,LSBREPoIT､1899,MrsBurgwm'sEvidencepp１３．１５.)。

３３ロンドン学務委員会の学校管理委員会によって「欠食児童救済の組織業務を監督する目的のために

任命された合同委員会と称する常設委員会」として設置された。合同委員会は欠食児童の出席するボ

ード・スクールに小委員会を強制的に設圃する権限は有しておらず、設置を拒否したボード・スクー

ルに罰則を与えられない。合同委員会には、学務委員会議員として、穏健派エリオットの他にＥ・デ

ィプディン（EugineDibdin)、進歩派マクナマラ、アダムズの他、Ｇ・ワラス（GrahamWallas)、Ｗ・

ブラウン（WilliamBrown）らが加わった。民間のチャリティ協会としてレフェリー児童無料給食基金、

ボード・スクール児童無料給食協会、ロンドン学校給食協会、貧困児童給食協会の代表者が迎え入れ

られた（LondonCountyCouncil・Annuaﾉ1℃poITof的ejbinrcDmmjrreeonundeJfbdchjjdrEn,1905,ｐｐ､１‐
６.)。

３３ＬＣＣＲＥｐｏｍｌ９０５,ｐ､２．

３４LSBRbpo“1904,ｐ1.

35LSBRBpolT,1904.Appendix,小委員会は１９０１年に２６校（LSBREportbl901,ｐｌ.）が、１９０４年に

６７校（LSBReportl904・ｐ２）の小委員会が機能していなかった。

３６LSBRepo応1902,ｐ１．

３７LSBReporT､1902,ｐ８‐９．

３８フインズベリー地区のTheHolbomSchoolsDinnerAssociation（５つのボード・スクールと数校の

ヴォランタリー・スクール）もこの事例にあたる。

３９クイーンズ・ヘッド（Queenoshead）校の学校管理者は、欠食児童は通学していないと理由から

小委員会の不設置を訴えたが、合同委員会はなおも現場での欠食児童の選別の徹底を理由に小委員会

の設置を促した（SBL/0289,1903年２月２８日)。また、ハックニー地区のＨ・モートン議員は、キ

ャナル・ストリート（CanalSt.）校を訪問し、同校へレフェリー基金からの支援を手配をする一方で、

小委員会によって食事を提供する児童の選別は厳密にされるよう求めた（SBL/0289,1901年１月２８

日)。

４０１８８７年にケンブリッジ大学ガートン・カレッジやロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ・カレッジ

の女性たちによって女性セツルメント大学（Women，sUniveIsitySettlement）がサザクに設立され

ていた。パウウェルは同施設の財務担当者であった。彼女以外に、ギフオード懐（MissGiffbrd）が

ポーコック・ストリート校の学校管理者に任命されている。KatharmeBeauman,Womenandthe

settlementmovement.(London､1996)ｐ,72.

41同基金の出資者は、サザック無料給食協会のＴ・ハンター（T11omasHunter）である。

４２書簡には女性セツルメント大学の理事Ｈ・グラツドストーン（HelenGladstone）や教育院（Board

ofEducation）のＷ・シェパード（Ｗ・Sheppard）の署名がある（SBI′/0289,1903年５月２５日)。

４３宮腰、前掲書、ｐ､135.136。



【Abstract】

TheLondonSchoolBoardandUnderfedChildren

-AcasestudyoftheJointCommitteeonUnderfedChildren(1900-1904）

Uchiyama,Ｙｕｒｉ

(rokyoMetropolitanUnive応ityDoctoralCourse）

Inthelatel9thandearly20thcenturies,theadministrativerefbrmledtoconstructthenew

relationshipbetweenthevoluntaryandstatutoIysectoIsTheEducationActofl906(Provision

ofmeals)empoweredtheLocalEducationAuthoritiestoreorgamsevoluntaIyassociationswhich

hadbeenengagedinrelievingunderfedchildrenatelementaryschools､Thispaperexamines

theprocessofreachingaconsensusbetweenthevoluntaryassociationsandtheLondonSchool

Board(LSB)befbretheEducationActofl906・

Inthelatel9thcentury,therewereanumberofvoluntaryassociationswhichwereengaged

inrelievingunderfedchildrenwhoattendedboardschoolsinLondon.(Chapterlshowsthe

amountofcollectedcharities.)Yetalargenumberofchildrenattendingboardschoolswereleft

hungry､Inl899otheLSBagreedtofbrmtheJointCommitteeonUnderfedChildren,apermanent

co-ordinatingcommitteetosupplementthevoluntaIyeffbrts､ThepurposeoftheCommitteewas

tocommunicatewiththevoluntaIyassocaitionsfbrnecessaIyschools,andtosupelvisethework

oforganizingrelieffbrunderfedchildren・ＴｈｅｎｔｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｓｅｔｕｐｔｈｅｓｕｂ－ｃｏmmitteesin

boardschools・Thesub-committeeshouldsubmitthelistsofthenumberofunderfedchildren，

andthedatesandtheplacesfbrservingdinners・

However,theprogressmadeslow,Thecontentsofthereportsfromthesub-committeeswere

lesssatisfactoIythantheCommitteeexpected､Moreover,someofboardschoolsrefUsedto

fbrｍｔｈｅｓub-committees,tlyingtomaintaintheirautonomybasedonvoluntarism､YettheLSB

finallysucceededinputtingthesub-committeesinthoseschoolsexceptonebythetimeofits
abolishmentinl904

Suchanincreasingnumbersofthesub-committeesinboardschoolsdisclosethefactthat

notonlythedonorsofvoluntaryassociationsbutｔｈｅｒａｔｅｐａｙｅｒｓｏｆＬＳＢｃａｍｅｔｏｂｅｃｏｎｃemed

withthechariq/administrationlnotherwords,itshowsthehistoricalchangeof‘thecharityto
be'．



【書評】

広瀬裕子著『イギリスの‘性教育政策史一自由化の影と国家「介入｣」

（勤草書房、２００９年）

佐藤千津

(東京学芸大学）

イングランドには、アングロ・サクソン時代に遡る神話的な歴史認識に基づいた「生まれな

がらの自由」という権利意識がある。それは「伝統的な自由」として正当化され、国家権力を制

限する力を持ってきた'。そのイギリスで自由が私的領域の不安定化をもたらし、国家が個人の

自由を理由にそれを放置することももはやできない段階にきている。近代社会の成熟とともに、

社会秩序をも音もなく乱す潜在的な力を持った自由とは一体何なのか。

自由になったことで生じる問題は近代以降の社会が初めて経験する課題といってもよいだろ

う。「近代性」に由来するこの難問に私たちはどう向き合ったらよいのか。本書はイギリスの性

教育政策史を分析することで、その問題構造を解き明かそうという壮大なスケールを持った研究

の成果である。性教育がイギリスの学校で義務必修化されるにいたった制度化過程を分析するこ

とで、「自由」と背中合わせの「私的領域の不安定化」という現象を特定する。そのうえで、私

的領域の不安定化によって揺らぎ始めた社会秩序を国家が回復する営みとして「性教育制度化」

を捉える。単純な二元論では説明できない新たな次元における「公」と「私」のリアルな共生関

係の構図を鮮やかに描き出している。独創的な着想に視界が一変する思いである。

「あとがき」によれば、本書は著者が東京大学から博士（教育学）の学位を授与された学位請

求論文に加筆修正を行ったものである｡イギリスでの丹念な資料収集とインタビュー調査を含め、

時間をかけて丁寧にまとめられた貴重な研究である。本書の学術的意義は、何よりもまず、政策

分析の領域で十分に対象化されてこなかった性教育を教育政策研究の文脈に明確に位置づけたこ

と、次にその考察を通じて国家による教育政策の役割や教育行政の性格を理論的に把握する視座

と手法を提示していることにある。本書の構成は以下の通りである。

序章問題の所在と分析方法

第一部性教育制度化前史：１９５０年代～１９６０年代

第１章１９５０年代から1960年代にかけての性教育状況

第２章進歩的性教育の登場

第３章避妊への意味づけの変化

第二部性教育制度化過程：１９７０年代～１９９０年代

第４章進歩的性教育の基本路線
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第５章議会論争：制度化の経緯

第６章性教育義務必修制度の構成

第７章性教育における論争的事項

第８章性教育に対する世論とメディアの性教育報道

第９章道徳的右派による性教育批判の論理

第１Ｏ煮性教育に対する宗教界の見解

第１１章新制度実施動向と授業の実際

終章成熟した近代社会の問題と国家によるメンテナンス

第１部「性教育制度化前史：１９５０年代～１９６０年代」では、性教育制度化、つまり学校教育

での性教育義務必修化の前史的情報が整理される。注目すべきは、性教育論識の転機となった

1960年代の「進歩的性教育」の登場をめぐる言説の分析である。その後の「保革ねじれ現象｣、

つまり保守派による批判の対象とされてきた進歩的性教育が、保守党政権下で義務必修化される

というねじれた現象を読み解く論理が解説されている。もともと労働党と革新派の支持を得てい

た進歩的性教育が、保守党からも支持されるようになったのは、それに付与された「自律的人間

像形成」という目的ゆえである。つまり、進歩的性教育は「自分のセクシユアリティに責任を持

って行動する自律的な人間である」（p､62）ことを求める。「自律性」の重視とそれによる社会の

秩序回復策は、保守党政府による「自己責任による自助努力」という政治原理と見事に符合した

という分析である。（第２章）

１９７０年代に入ると、「避妊」に「人口増加の抑制手段」という機能が付与されることで、家

族計画運動と人口増加抑制策が「避妊の普及」という目的のために軌を一にする。１９７３年国営

医療制度再編法の審議分析からは、避妊が社会政策の手段として位圃づけられていくプロセスが

跡付けられている。避妊をめぐる問題に対する多様な見方の混在とそれゆえの混乱ぶりが浮き彫

りにされるが、それでも人口政策を必要とする時代という大きなうねりのなかで、避妊に対する

社会的認識の変化が性教育論議に不可逆的な流れを作り、性教育制度化への布石となったと指摘

されている。（第３章）

第２部「性教育制度化過程：１９７０年代～1990年代」では、いよいよ性教育制度化過程が

複眼的かつ構造的に考察されていく。まず、性教育をリードした家族計画協会（FamilyPlanning

Association）の活動や戦略の政策立案へのインパクトが分析される（第４章)。続く第５章は本書

のハイライトである。性教育が制度として位置づけられていく道筋が議会論争の分析から焔り出

される。特に、法として初めて性教育に言及した１９８６年第２教育法の法案審議過程の分析は、

性教育への国家関与がそれまでとは異なる次元で議論されていく点で興味深い。性教育の法定化

は、十代の望まない妊娠問題の深刻化という社会変化とそれへの政策的対応が、性教育に「道徳

的枠組みと家族の重視」という目的を持つにいたらしめる過程でもあった。１９８０年代後半にな

ると、HIV/AIDS感染拡大という国際的な社会問題がそれに拍車をかけ、１９９２年論争では進歩

的性教育への肯定的評価はほぼ確定されたと分析されている。つまり、「親の教育の自由を根拠
●●●

にして学校における性教育に反対しえた旧来の原則論は、危機管理のために学校で性教育を行う
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ことは親の教育の自由に優先すると考える新たな原則論に置き換わりつつあった」（p､143）ので

ある。このような経緯から、1993年教育法では中等学校における性教育の義務必修化が定めら

れたのである。

これ以降の各章は、性教育制度化を可能にした社会背景が構造的に理解できる内容となって

いる。まず、制度化過程における代表的論争であった「避妊指導の仕方」と「同性愛の扱い方」

が取り上げられ、争点となった法制度上の論点とそれの解釈から、制度化への伏線を浮き上がら

せる（第７章)。

次に､世論､メディア､関係諸団体の性教育に対する見解が整理･分析されている。第８章では、

学校での性教育を支持した世論の形成を新聞報道から探る。特筆すべきは、学校での性教育に対

し、賛成でも反対でもなく、無関心とも取れる消極的な態度を示す親の存在である。著者が指摘

する「親自身が確たる価値観を持ちえず、また持っている場合にもそれぞれの価値観が多様化し

ている状況が出現している」（p､215）という社会背景は、私的領域の不安定化に直接につながる

要因であり、今後の社会政策を分析するうえでも重要な点である。

「道徳的右派」の性教育批判の論理や宗教界の見解についても貴重な資料をひも解き、性教育

制度化への基盤がいかに整えられていったかが分析されている（第９章・第１０章)。

最後には１９９３年教育法による新しい性教育制度運用の実態が、ケンブリッジ市の事例から

紹介されている。第５章で見た政府妥協案が実際には形式的なものとなり、プラクティカルな運

用がなされているという実態は、イギリス社会の価値多元化状況をよく映し出していて興味深い

(第１１章)。

以上、不十分ながらも評者なりに本書の主張や論点の流れを見てきた。本書が対象とする内容

と直接には関係しないが、近年のイギリスの社会政策、例えば学校の「拡張サービス（extended

seIvice)」なども「自律性を再生する手法」と解釈するとまた別の見方ができる。著者も指摘す

るように「自由になったこと」から派生する様々な新しい社会問題には未だ終わりが見えない。

解決の糸口を探る現実的対応の試行錯誤がイギリスでも続いているようだ。著者が性教育政策の

問題をどのように追跡し、分析していくのか、今後の研究に注目し、その知見や洞察に学びたい。

本書は「公」と「私｣、「国家」と「個人」の関係を今日的文脈において解き明かす。それは

社会の在り方それ自体を問う視点を持つものである。教育行政や教育政策の分野はもとより、イ

ギリス教育研究にとっても大きな道標となるにちがいない待望の書の公刊である。

１Ａ､ギャンブル（都筑忠七・小笠原欣幸訳）『イギリス衰退１００年史』みすず書房、1987年。



日英教育学会の歩み・他ＩＯ３

日英教育研究フォーラム／日英教育学会研究大会の歩み

結成記念大会１９９２年７月２８日

テーマ１９８０年代の教育改革

早稲田大学国際会議場

第２回大会１９９３年７月２６日・２７日中央大学駿河台記念館

テーマ教育史研究の現在

第３回大会１９９４年８月２７日・２８日国立教育研究所

テーマ教育社会学の現在

ゲストスティーブン・ボール（ロンドン、キングス・カレッジ）

第４回大会１９９５年８月２３日・２４日早稲田大学国際会議場

テーマ職業資格問題

ゲストジョン・ミッチェル（スコットランド視学官）

第５回大会１９９６年８月３１日・９月１日立命館大学末川記念館

テーマ教師教育の動向と課題

ゲストリチャード・オルドリッチ（ロンドン大学大学院教育学研究科）

第６回大会１９９７年８月２６日・２７日早稲田大学教育学部

テーマ１９８０年代教育改革の意義

ゲストゲリー・マカロック（シェフィールド大学）

第７回大会１９９８年９月１７日・１８日早稲田大学国際会溌場

テーマ教師教育の将来

ゲストピーター・ギルロイ（シェフィールド大学）／清水潔(文部省高！/清水潔(文部省高等教育局）

第８ 回大 会１ ９９９年９月６日・７日京 都 大 学 楽 友 会 館

テーマ高等教育改革に関する日英比較

ゲストロナルド・バーネット（ロンドン大学院大学教育学研究科）
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第９回大会２０００年９月３０日・１０月１日早稲田大学国際会議場

テーマ２１世紀の学校教育とカリキュラムの構造

ゲストマイケル。Ｆ・ヤング（ロンドン大学院大学教育学研究科）

第１０回大会２００１年９月２９日・９月３０日早稲田大学教育学部

テーマ教育とセクシュアリティ

ゲストダイアン・レナード（ロンドン大学院大学教育学研究科）

マイケル・ライス（ロンドン大学院大学教育学研究科）

第１１回大会２００２年９月２９日・３０日早稲田大学

テーマイスラームと学校・教育

ゲストジェフリー・ウオルフオード（オックスフォード大学グリーンカレッジ）

第１２回大会２００３年７月２０日・２１日京都女子大学

テーマ英国の教育界におけるく公私＞関係の現状とその示唆するもの

ゲストヴィヴィアン・アンソニー（前全国校長会事務局長）

＊この年から日英教育学会と改称

第１３回大会２００４年７月２６日・２７日東京都立大学

テーマ「第三の道」？としてのニュー・レイバーの教育政策

ゲストシャロン・ゲワーツ（ロンドン大学キングス・カレッジ）

第１４回大会２００５年７月２３日・２４日悌教大学

テーマ教育におけるキイワードとしてのミドルクラス

ゲストステイーブン・ボール（ロンドン大学教育学大学院）

第１５回大会2006年７月２９日・３０日東京都立大学

テーマ比較教育の昨日・今日・明日

ゲストマイケル・クロスリー（ブリストル大学）

第１６回大会2007年７月１４日・１５日京都女子大学

テーマイギリスのinspectionから学べること。学べないこと

第１７回大会2008年７月１２日・１３日東京都立大学

テーマ公立中等学校改革の日英比較

ゲストデヴィッド・クルック（ロンドン大学教育学大学院）



第１８回大会2009年７月１８日・１９日名古屋芸術大学

テーマ教育における分権はどうあるべきか

ゲストダグラス・オスラー（前スコットランド主席視学官）

京都女子大学第１９回大会２０１０年７月３１日・８月１日京都女子

テーマ総選挙後の英国の教育改革

ケストジョン・モーガン（英国中等学校長会ASCL会長）

日英教育学会の歩み・他１０５
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◇ 会 則◇

1992年７月２８日制定・施行

改正1995年８月

改正１９９６年８月

改正２００２年９月

改正２００３年７月

改正２００７年７月

改正２００８年７月

第１条（名称）本会は日英教育学会（TheJapan-UKEducationForum）と称する。

第２条（目的）イギリス教育の研究を多角的に発展させ、日本の教育の進展と日英両国の教育

研究者の交流および両国の親善に貢献することを目的とする。

第３条（事業）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

本学会の目的を達成するためにつぎの事業を行なう。

イギリスの教育に関する情報の交換

イギリス教育に関する研究機会の提供

｢ニュースレター」の発行

『日英教育研究フォーラム』の発行

その他、目的に合致する諸活動

第４条（会員）イギリス教育の研究に携わる者および関心を持つ者で、本学会の目的に賛同す

る者をもって会員とする。

会員には一般会員と紀要会員の別を設ける。

★申し合わせ事項（2008年総会）

○紀要会員は本人からの申し出により、運営委員会の識を経て紀要会員となることができる。

参考：退職者

○紀要会員は選挙権、被選挙権はもたないものとする。

第５条（役員）

（１）

（２）

本学会につぎの役員を置く。

代表１名。代表は本学会を代表する。

必要に応じて副代表1名をおくことが出来る。



第９条（会則変更）会則変更は総会出席者（委任状を含む）の３分の２以上の賛成を要する。

運営委員若干名。運営委員は代表を補佐し学会に運営に当たる。

監査２名。監査は本学会の会計を監査する。

役員の任期は３年とする。再任を妨げない。

１
１
３
４

く
く

本学会に次の組織を設ける。

総会。総会は本学会の最高議決機関である。年１回開催する。

運営委員会。運営委員会は代表が召集し、本学会の運営に当たる。

第６条（組織）

（１）

（２）

第７条（会費）会費は年額5,000円とする。紀要会員の会費は年額2.000円とする。

第８条（会計年度）会計年度は４月１日から３月３１日とする。

日英教育学会の歩み・他１０７

第１０条（事務局）

（１）事務局長を１名おく。

（２）事務局長は運営委員の互選によって選出される。

★申し合わせ事項

事務局は当分の間悌教大学におく。

住所京都市北区紫野北花ノ坊町９６悌教大学教育学部谷川研究室

事務局長は谷川至孝とする。

本会則は１９９２年７月２８日から施行する。

本会則は1996年４月１日に遡って施行する。

本会則は２００２年４月１日に遡って施行する。

本会則は２００３年８月１日から施行する。

本会則は２００７年８月１日から施行する。

本会則は２００８年７月１３日から施行する。

本会則は２００９年７月２０日から施行する。

１
１
１
１
１
１
Ｉ

貝
貝
貝
貝
貝
貝
貝

附
附
附
附
附
附
附

改正の要点

1995年改正内容

1996年改正内容

2002年改正内容

5000円に改正

｢役員再任不可」を「再任を妨げない」に改正

年会費を３０００円から４０００円に改正

年会費を４０００円から

日英教育研究フォーラムを日英教育学会に名称を変更（2003年度から）
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2007年改正内容役員任期を２年から３年に改正

2008年改正内容紀要会員制度の設置、「分会」の削除、

情に合わせた改正

2009年改正内容年会費を５０００円から６０００円に改正

｢紀要会員」制度の創設、その他実



◇選挙規定◇

学会規約第５条に定める運営委員選出のため、本規定を定める。本学会の運営

委員の選出は、以下の各条の定めに従って行われなければならない。

運営委員選出に関する選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれを行う。

選挙管理会の委員は２名とする。

選挙管理委員は、運営委員会の推薦により、代表が委嘱する。委嘱は改選の年

の２月末日までに行われなければならない。

選挙及び被選挙権有資格者は、改選の年の４月末の時点で、年会費の未納が４

年未満のものとする。但し紀要会員は含まない。

運営委員の選出は、８名連記とし、郵送の無記名投票で行う。

当選の決定は、得票順とする。

同点者が生じた場合は、選挙管理委員会の抽選による。

選挙管理委員は、当選者および次点者を明記した選挙結果を運営委員会および

改選の年の総会で報告しなければならない。ただし、得票数は公表せず、その

記録を事務局に保管するものとする。

第１条

条
条
条

２
３
４

第
第
第

第５条

条
条
条
条

６
７
８
９

第
第
第
第

2004年７月２６日

改正２００７年７月１４日

役員任期２年を３年に改正したため、選挙管理委員の任期も改正した。

日英救育学会の歩み・他１０９
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◇日英教育学会紀要投稿規定◇

改正２００８年７月１３日

ｌ）投稿受付は随時とするが、最終締切は毎３月３１日とする。

２）投稿資格は本学会の会員であること。

３）論文の形式は自由であるが、表紙にタイトルと氏名を明記すること。本文は註を含め、４００

字詰め原稿用紙５０枚以下とする。英文の場合は５０００words程度とする。打ち出し原稿

３部のほかに、英文要約（500words以内）をつけ、フロッピー・CD-ROM｡Ｅメール（テ

キストファイル、またはword文書）で提出する。論文は未発表のものに限る（口頭発表

はその限りではない)。

４）事務局は投稿論文を受け取り後、すみやかに３名から構成される審査委員会（うち委員長と

しての運営委員１名以上を含む）を設置し、論文の審査を依頼する。

５）投稿論文は一切返却しない。

６）審査委員会は提出された論文に対して修正を求めることができる。

７）審査委員会の構成および審査過程、審査結果は公表しない。

８）採用論文は本学会の紀要に掲載される。

論文提出先

〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町９６

俳教大学教育学部谷川至孝研究室気付

日英教育学会事務局

E-mailyoshi@bukkyo-uacjp



◆編集後記◆

例年より大分遅れての第１４号お届けとなった。

長年にわたり紀要の編集を担当された大田直子さんを突然失い、第１４号の編集作業は半年以

上にわたって休止を余儀なくされていた。作業を引き継いだものの実のところそれまでの作業の

記録が見つからず、大部分の原稿は新たに手配することになった。ことによると大田さんが手配

されていた原稿を落としている可能性もある。多々の不備とともに関係者には不手際をお詫びし

たい。

作業の遅れは、発行時期を例年の夏の大会時から秋に移すことで対応した。今号はその移行に

伴い２００９年と２０１０年の２回の大会のシンポジウムの記録を収録している。また大田さんへの

追悼セクションには、会員の方々から思い出をお寄せ頂いた。

大田さんには改めて今までのご尽力にお礼申し上げるとともに、心からお悔やみ申し上げたい。

最後になったが、世織書房の皆様にはいつもながら、多大なお世話になった。お礼申し上げる。

（紀要編集代表広瀬裕子）

日英教育研究フォーラムNo.14

2010年１２月２４日発行

編者日英教育学会

代 表上 田学

〒603-8301京都市北区紫野北花ノ坊町９６悌教大学教育学部谷川至孝研究室気付

製作世織書房

Japan-UKEducationForum PrintedinJapanlSSNl343-llO2


