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2006年６月

７日（水）下院教育技能委員会は市民性の教育をめぐり人種平等委員会（CRE）の代表から意見

を聴取した。８日（木）新しい主席視学官にクリステイーン・ギルバートが任命されることが発

表された。初めての女性の任命である。／教育から脱落した若者たちを学習に復帰させるための

1000万ポンドのプログラムが発表された｡／親たちによる学校選択を促進するために選択につい

ての助言者のネットワークを作るための９００万ポンドの予算が教育技能省（DmS）により発表

された。／アンドルー・アドニス学校担当政務次官は人格的社会的身体的教育（PSHE）のため

の全国的な教科団体の創設を発表した。１２日（月）ビル・ランメル高等教育担当副大臣は継続教

育の教職員のための新しい訓練センターのネットワークを次年度までに作り上げるだろうと言明

した。１３日（火）ランメルが現行の研究評価制度に替わる新しい案についての協議のための提案

を発表した。／D函Ｓは１１歳になっても泳ぐことのできない子どもたちは集中的な補習コースを

与えられるようになると発表した。１４日（水）下院教育技能委員会は教育・技能に関わる公的支

出をめぐりＤ皿Ｓのデヴィッド・ベル事務次官らの意見を聴取した。２０日（火）教育水準局

（OfSted）は教職員についての身分照会の記録の保持と手続きの混乱が子どもの安全を十分なも

のとしていないとの報告書『子どもたちを保護する：学校によって任命された教職員の身分照会

の手続きの評価』を発表した。これを受けて、アラン・ジョンソン教育技能大臣は適切な記録が

保管されるための新しい方策を発表した。２２日（木）Ofstedは好成績の学校については視察を減

らすとの方針を発表した。２９日（木）Ｄ皿Ｓは2004/０５年度における停学・退学に関する数字を

発表し、教室内の問題行動に対し断固たる行動をとることが数字の減少につながると言明した。

３０日（金）継続教育の水準と業績の引き上げのための協議が開始された。

７月

４日（火）ジム・ナイト学校担当副大臣はさらに１００校のスペシャリスト・スクールを新たに指

定すると発表した。またアドニスは１４校の特別の教育的なニーズ（SEＮ）にかかわるスペシャ

リスト・スクールの指定を発表した。／OfBtedは報告書『自己評価における最善の実践：学校、

カレッジ、地方当局の調査』を発表し、学校、継続教育カレッジ、地方当局がそれぞれの自己評

価の文化をもつことを求めた。５日（水）大蔵省のボールズ経済大臣とアドニスは子どもたちと
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若者をめぐる政府の政策に関するレビューを開始すると発表した。１１日（火）基礎環境にかかわ

らず才能に恵まれた生徒たちを援助するイニシアチブの開始が発表された。／Ofgtedは教師の専

門的開発に関わる報告書『論理的な鎖：効果的な学校における専門的開発の継続』を発表し、学

校の経営者が水準の向上に果たす専門的開発の役割を認識する必要を訴えた。１２日（水）政府の

旗艦政策の一つである児童保育法案が女王の裁可を得て法律となった。／下院教育技能委員会は

家庭の崩壊が教育上の成績に及ぼす影響について専門家の意見を聴取した。１３日（木）ジョンソ

ンはロンドン市長がロンドンの新しい技能と雇用をめぐる戦略を指導することになると発表した。

／Ofbtedは学習障害および障害をもつ生徒たちに対する教育の質は一般校と特別支援校で差が

ないと結論する報告書『包摂：生徒たちがどこで教えられるかは重要であるか?』を発表した。１９

日（水）ベヴァリー・ヒューズ子ども担当副大臣が子どもたちの反社会的な行動と取り組むため

の子育てコースの概要を発表した。／内閣府は教育技能省の能力をめぐるレビューを発表し、教

育の改善をもたらしているが、将来の挑戦に立ち向かうためにはさらに努力が必要であると評価

した。／政府は英国を世界の創造性のハブとするためにポール・ロバーツの主導の下に作成され

た報告書『若者の間で創造性を育てる』を歓迎した。／下院教育委員会は教育・技能をめぐる公

的支出についてジョンソンから意見を聴取した。２１日（金）OfStedは2005年９月に導入された

新しい視察方式が全国教育研究財団（NFER)の中間報告によると調査対象となった学校の４分の

３で既に学校改善に役立っているとの回答を得たと発表した。これは同時に発表されたOfbted自

身による調査結果とも補い合うものであると評価されている。２５日（火）ナイトはインターネッ

ト利用のいじめに対処するためのガイドラインを発表した。／ランメルがイングランド高等教育

財政委員会（HEFCE）の新しい３人の委員の任命を発表した。２６日（水）Ｏｆｓｔｅｄは学校と子ど

もセンターにおける拡張されたサービスが利用者の自身や学習に対する態度の改善に役立つとい

う調査結果をまとめた報告書を発表した。２７日（木）ヒューズは拡張学校における夏季の活動が

増加していることを歓迎した。／コンサルタント会社であるプライスウォーターハウスクーパー

ズによるアカデミーの評価が発表され、親たちの間でこの新しい種類の中等学校が支持を集めて

いると結論した。／Ofbtedは訪問した学校の大多数が児童生徒の健康と福祉に積極的な貢献をし

ているとの報告書を発表した。２８日（金）１４歳から１９歳における学習の選択を変容させる新し

い資格であるディプロマについての詳しい計画をナイトが発表した。

８月

４日（金）ヒューズが子どもを対象とするサービスの視察をめぐる提案を発表し、協議を開始し

た。１７日（木）ナイトがＡレベル試験における数学の受験者と合格者の大幅な増加を歓迎した。

１８日（金）OfStedは登録された児童保育の提供者の下で大部分の子どもたちが安全で健康に過ご

しているとの報告書を発表した。２４日（木）ジョンソンがＧＣＳＥ試験の成績の上昇を歓迎した。

９月

１日（金）Ofstedは独立学校協議会（ISC)に加盟していない独立学校の視察のやり方の変更をめ

ぐる協議を開始した（１０月１３日まで)。４日（月）ジョンソンは学校給食を改善し子どもたちの

肥満と取り組むための新たな一括予算を発表した。７日（木）Ｄ皿Ｓはトラスト･スクールを通じ
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て多様な教育制度を実現するためのビジョンを発表した。／Ｄ皿Ｓは初等教育におけるリテラシ

ーとヌメラシーの改善を目的とした教師への支援の改善を発表した。８日（金）ジョンソンは新

しい入学規則の制定をめぐる協議を開始し、社会的に不利な環境にある子どもに公正な入学の機

会を与えることの重要性を強調した。／Ofgtedはほとんどの継続教育カレッジが毎年のＯｆｓｔｅｄ

による定期点検を希望しているとのアンケート調査結果を発表した。１１日（月）Ｄ函Ｓはこれま

で指摘されてきた欠点の改善に失敗してきた独立学校であるジヤミア・イスラミア校についての

声明を発表し、秋に行われる教育水準局の視察の結果学校が所定の水準に達していなければ独立

学校の登録を抹消すると述べた。／Ｏｆｂｔｅｄは組織内部と視察対象の両方での人種的平等の実現を

図るための計画を公表した。１２日（火）ランメルはＯＥＣＤの「一目で見る教育」の新しい号が

ＵＫの教育の強力な前進を認めていることを歓迎した。１３日（水）ナイトがキー･ステージ３の

テストにおける数学と理科の成績が着実に上昇したことについて教師、父母、生徒たちに祝辞を

述べた。／D田Ｓは雇用主が従業員に職業訓練を与えることを奨励する施策である「利益を上げ

るための訓練」計画に既に22,000人の個人と6,000人の雇用主が参加していると発表した。／ラ

ンメルは継続教育の指導的な教師たちのための新しい資格を創設すると発表した。１５日（金）

Ｏｆｂｔｅｄは不適切な保育を受けていた１０，０００人の子どもたちを視察と介入の結果適切な状態に置

いたとの報告書を発表した。１９日（火）伝統的な開校時間にとらわれず、児童生徒、父母、地域

住民に門戸を開放する拡張学校が教育効果を上げているという委託研究の成果をＤｆＥＳが発表し

た。２１日（木）ナイトが教師と校長の業績管理についての要件を改正することを予告した。／ナ

イトは児童生徒の欠席を減らすために学校と地方当局への圧力を増すと宣言した。２７日（水）

Ｏｆｂｔｅｄは中等学校における市民性の教授は改善を見せているがその実態はまちまちであり、調査

した学校の４分の１においては不適切であったとする報告書『コンセンサスに向けて：中等学校

における市民性』を発表した。

1０月

３日（火）ジョンソンはイングランド国教会の指導者たちが開設を予定している学校の定員の少

なくとも４分の１を教会に属さない家庭の子どもたちに開放すると発表したことを歓迎した。／

OfStedは２００２年に文化メディアスポーツ省（ＤCMS）によって設けられたく創造的パートナー

シップ＞の効果をめぐる調査の結果を発表し、このイニシアチブが生徒たちの創造性を伸ばすの

に役立っていると結論した。５日（木）ヒューズは政府の重要施策であるシュア･スタート児童セ

ンターが1,000カ所に達し、全国で８０万人の子どもたちが人生のよりよいスタートを切る機会

を与えていると発表した。９日（月）Ｄ皿Ｓが教師と校長の業績管理をめぐる改定された規則を発

表した。１１日（水）ジョンソンが学校におけるＳＥＮをもつ児童生徒を援助するスタッフの訓練

の改善のための新しい取り組みを発表した｡／下院教育技能委員会は市民性の教育をめぐりＣＲＥ

のトレヴァ・フィリップス会長の意見を聴取した。１２日（木）ジョンソンがロン・デアリングに

外国語教育をめぐるレビューの実施を依頼した。１３日（金）ダンダ子ども担当政務次官は子ども

に対する性的犯罪の前科あるいはその恐れをもつ個人が学校やその他の教育施設から排除される

ようにするための規則の協議のための草案を発表した。１６日（月）校長が学校をナイフによる事

件から守るために生徒の武器携行を捜索することができるようになるとジョンソンが発表した。
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１７日（火）2005/06年度の学校スポーツ調査の結果週に少なくとも２時間の体育の授業と学校の

スポーツを行っている子どもたちの数が政府の目標を超えて全体の８０％に達したと発表された。

これに関連してＯｆＢｔｅｄは学校スポーツ･パートナーシップが生徒たちにスポーツへの動機付けを

与えていることを明らかにした。／この日の夜、ジョンソンは政府が教育視学法案を修正し、地

方教育当局が信仰学校の２５％までを他の信仰あるいは無信仰の家族の子どもたちに開放させる

ことができるようにしたと発表した。１９日（木）ナイトが５科目以上のＧＣＳＥで好成績を収め

た若者の割合がさらに改善されたことを歓迎した。２３日（月）下院教育技能委員会はロンドンに

おける技能の問題をめぐりケン・リヴィングストン市長、学習技能協議会（LSC)のクリス・バン

クス他の関係者の証言を求めた。２４日（火）OEStedは市場調査会社であるイプソス・モリに委託

した調査の結果親たちの９割以上が学校への視察を支持しているとの結果を得たと発表した。２６

日（木）ヒューズは児童保育法の一環としての幼児期基礎段階の基本的枠組みをめぐる協議に対

する回答を公表し、遊戯に基礎を置くアプローチと学習と保育の統合という方針を歓迎した。／

またヒューズは企業が職場に保育所を設けることを支援するための168億ポンドの一括予算を発

表した。３１日（火）ジョンソンは職業訓練の水準を向上させることを目的とした投資情報サービ

ス、建設、製造業の３種類の全国技能アカデミーが発足したことを発表した。

1１月

２日（木）政府は下院の教育技能特別委員会の継続教育をめぐる報告書に対する回答を発表した。

３日（金）Ｏｆｂｔｅｄは学校内における軽度の問題行動をめぐる報告書『行動の改善』を発表し、学

校全体の改善のプログラムの一部としてこれらの行動に取り組むことが成功の鍵であると述べた。

６日（月）ナイトは環境に配慮しエネルギーと水を節約する学校の実現のために３億７５００万ポン

ドの支出を発表した。／下院教育技能委員会は市民性の教育をめぐりアドニスから意見を聴取、

また覚書を受け取った。８日（水）教育視学法案が女王の裁可を得た。／ホープ技能担当政務次

官は２００６年に開始された「利益を上げるために訓練」の事業に１万人の雇用主と５万人の従業

員が参加していると発表した。９日（木）政府はＤ函ＳとＤＣＭＳにより合同で委託された若者の

創造性を育てるためのロバート・レビューの報告書に対し回答し、創造的なポートフォリオの開

発や拡張学校による創造性の育成に努めることを公表した。１４日（火）ダンダは学校およびカレ

ッジに勤務する教職員の採用に関してＤ函Ｓが新たに発行した募集ガイダンスの改訂版により子

どもや青年に有害な影響を及ぼす人物の排除が強化されたと発表した。／ホープが成人の間での

ヌメラシーヘの取り組みの強化を呼びかけた。１７日（金）ランメルは大学がイスラムの名を借り

た暴力を伴う過激な主張を防ぐための指針を発表した。１９日（日）いじめ反対週間に入り、ジョ

ンソンは防止に成功を収めてきた「ビア・メンタリング」計画をさらに普及させることを発表し

た。２０日（月）老朽化した建物をもつ初等学校に改築のための１億５０００万ポンドの支出が発表

された。／下院教育技能委員会は子どもを対象とする事業をめぐりヒューズその他の関係者の証

言を求めた。２１日（火）ジョンソンは継続教育機関に基礎学位の授与権を与え、成績不振のカレ

ッジに対する介入体制を改善する継続教育訓練法案を発表した。２２日（水）2005/０６年度の主席

勅任視学官年次報告書が公表され、教育・保育施設の大多数は良好な状態にあるが、最善のもの

と最悪のものとのギャップは容認しがたいものであると結論した。これに対してナイトは全体と
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しての改善を喜ぶというコメントを発表した。２３日（木）２００６年度のＧＣＳＥ試験の結果パキス

タン、バングラデシュおよびブラック・カリビアンなどのエスニック・マイノリティーの生徒の

成績がさらに改善されたことが発表され、アドニスがこの改善を歓迎した。２８日（火）ジョンソ

ンは児童生徒の人格的な発達を促すような教室外での教育活動を奨励するための２７０万ポンドの

一括予算を発表した。／学生ローン会社によって公表された数字によると新入学生が受ける財政

的な支援が1996/97年度に比べて４０％前後増加していることが明らかになった｡２９日(水)Ｄ皿Ｓ

は高等教育の機会を拡大することを目的とする専門家によるシンポジムを開催、多くの高等教育

機関による機会の拡大の取り組みが明らかになったことをランメルが歓迎した。３０日（木）ヒュ

ーズは各地のシュア･スタート・センターの運営についての新しい取り組みを明らかにし、子ども

たちの貧困と生活(の見通し)の改善をめぐる地方の要求に取り組む意欲を示した。／首相と教育

大臣は１６歳以上のすべての生徒たちが国際バカロレアを受験することを認め、より多くの選択

を提供することを発表した。

1２月

４日(月)ダンダが持続可能な開発を学校生活のあらゆる面に組み込む戦略をめぐる協議の結果を

発表した。５日(火)Ｏ企tedの報告書はくロンドン・チャレンジ＞イニシアチブの成果としてロン

ドンの学校が劇的な改善を遂げ､全国平均を上回る速度で水準を向上させていることを賞賛した。

この改善はＤ皿Ｓによっても歓迎された。６日(水)ジョンソンはブラウン蔵相が発表した予算に

先立つ報告書の中でくあらゆる子どもを読書家に＞プログラムを初めとする教育関係の要望事項

が優先的に取り上げられていることを歓迎した。７日(木)初等学校成績･到達度一覧表が公表され、

キー･ステージ２における英語と数学の到達の水準が過去最高であったことが示された｡１２日（火）

ジョンソンは14歳から１９歳の青年を対象とする教育の改善と新しいデイプロマの開発を推進す

る４人の人物としてアラン･ジョーンズ英国トヨタ会長、マイク・トムリンソン元主席視学官、ロ

ンドン･サウスバンク大学のディアン･ホプキン副総長、リーズ大学のマイケル･アーサー副総長を

指名することを発表した。１３日（水）２００４年に大蔵省によりＵＫにおける世界レベルの技能の

実現を求めてレビューを委託されたサンディー・リーチを中心とする委員会の最終報告書が発表

され2020年までの到達目標を示すとともに､経営者による技能訓練へのいっそうの協力を求め
た｡／下院教育委員会はOfstedの業務をめぐりギルバート他の関係者の証言を求めた｡１４日（木）

初等中等教育における外国語の教授をめぐるデアリング委員会の中間報告書が公表された。初等

教育における外国語め導入推進が主な内容となっている。／ナイトは600校の中等学校が最新式
、

の校舎および施設をもつ学校へと改築される予定であると発表した。２７~日（水）ホープは新年の

安売りセールが店主たちのヌメラシーの貧弱さによって思ったよりも儲からないとして、数学上

達キャンペーンへの参加を呼びかけた。

2007年１月

８日(月)2006年教育視学法第６条の下で地方当局はこの日から､ユース･クラブ､スポーツ施設、

芸術プロジェクトなどを通じて青年に対する｢前向きの活動｣を展開することを求められることに

なった。／ジョンソンは協議文書『しっかりとした前進を遂げる』を発表し、どの子どもも置き
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去りすることもなく、それぞれの十分な可能性を発揮できるように保証するために一対一の教授

を含む教育方法や､評価の改善に取り組むことを表明した｡９日(火)2006年教育視学法に基づき、

2007年２月に発効し、２００８学年度の入学から適用される学校の入学をめぐる新しい規則が発表

された。１０日(水)ジョンソンとブラウンが家庭での読書を奨励するために開発されたトウールキ

ットを紹介し､親子での読書の取り組みを呼びかけた。１１日(木)ナイトがＧＣＳＥ試験における英

語と数学の成績の改善を祝賀した。またアドニスはロンドンの公営学校が過去最高の成績を上げ

たことを賞賛した。１２日（金）Ｏｆｂｔｅｄは継続教育カレッジに対するこれまでよりも軽減された視

察をめぐる協議を開始した。１６日(火)ジョンソンは音楽教育の推進のための１０００万ポンドの予

算を公表した。１８日(木)ランメルは前年に公表された技能の改善に関するリーチ報告書を受けて、

継続教育の改善を目指す新たな協議文書『技能の隙間を狭める一雇用主たちを運転席に座らせる』

を発表した。／ナイトは学校におけるリーダーシップをめぐってプライスウォーターハウスクー

パーズに委託していた研究の報告書を発表し、学校の指導者たちにはこれまで以上に多くの役割

が求められるとして、その育成に尽力すると述べた。１９日（金）OfStedは教員養成をめぐる３

つのイニシアチブのレビューの結果が報告書としてまとめられ、それぞれが全般的な改善を示し

ていると発表した。２５日(木)ジョンソンは市民性の授業の中で英国的な価値を理解するために生

徒たちは英国の歴史を学ぶ必要があると述べた。３０日(火)アドニスは新たに１５校に特別の教育

的なニーズにこたえるスペシャリスト･スクールの地位を与えることを発表した。

２月

１日(木)アドニスは新たに７２校がスペシャリスト･スクールの地位を得、さらに５カ所の地方当

局の下にある中等学校がすべてこの地位を得たと発表した。／ジョンソンは子どもたちの肥満を

防ぐために体育の授業を通じて健康的な生活スタイルについてもっと教えるようにすることを計

画していると述べた。５日(月)資格カリキュラム開発機構(QCA)によるキー･ステージ３のカリキ

ュラム･レビューは基礎基本の習得、より大きな柔軟性の創造、古典の保護を提案し、ジョンソン

は特に柔軟性について歓迎の移行を表明した。６日(火)ジョンソンは教師の給与と勤務条件の変

更についての提案を発表した。／ヒューズは全国チャイルドマインディング連合会(NCMA)によ

って発表されたシュア･スタート･センターの８７％が地域のチャイルドマインダーと協力してい

るという結果について、協力が親たちに子どもの養育をめぐるより大きな選択と自信とを与えて

いると歓迎の意を表明した。７日(水)ナイトは政府の旗艦教育政策の一つであるトラスト･スクー

ルをめぐり新たに７つの協力団体(機関)を発表した｡８日(木)ブラウンとジョンソンは雇用主たち

に｢技能をめぐる約束｣に調印するように呼びかけた｡／アドニスはＰＳＨＥの新しい教科団体が発

足したことを発表した。／ヒューズは政府による子育て支援のための新たな戦略と７５０万ポンド

の予算を発表した。１２日(月)アドニスは独立学校と公営学校の連携をめぐる第９回目の公募に当

選した１８のプロジェクトに２２０万ポンドを提供することを発表した。１４日(水)大学カレッジ入

学事業(UCAS)は２００７年の高等教育入学希望者が前年度に比べて19,000人増えて過去最大とな

ったと発表し、ランメルは政府の政策の成功が証明されたと言明した。／OfStedは地方当局が運

営するユース・サービスについての報告書を公表し、全体として改善されているが、５件に１件

は相当な改善を必要とすると述べた。／ユニセフ・インノチェンティ研究センターが先進国にお
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ける子どもと青年の幸福について行った国際的な評価作業でＵＫの子どもと青年の状態が最下位

になった（ユニセフ・プレス・リリースhttp:"wwwもuniceforg/media/media-38299.html）１５

日(木)首相とランメルは大学の財政的独立を強化するための資金援助に対する６億ポンドの支援

を発表した｡２０日(火)ホープは１５０万人の成人学習者たちが政府の｢生活のための技能｣戦略を通

じて基礎的な技能を獲得し、政府が２００１年に設定した目標が達成されたと発表した。２１日（水）

下院教育技能委員会は１６歳以後の技能をめぐり専門家の意見を聴取した。２２日(木)ヒューズは

全国統計局の妊娠をめぐる統計がティーンエージャーの妊娠の減少を示したことについて政府の

取り組みの成功の現れであると述べた。／ホープはシェフィールド大学のマツキントッシュによ

る研究が政府の資金援助を受けた徒弟訓練に参加した若者はその後受けなかったものよりも高い

賃金を受け取っていると結論したことを発表し、訓練には十分な価値があると述べた。２３日（金）

会計検査院(NAO)がアカデミーは出資に見合った効果を上げて軌道に乗っていると認めたことを

ジョンソンが政策の正しさを証明するものだと述べた。２７日(火)GCSE５科目あるいはそれに相

当する職業資格試験に良好な成績で合格した若者の数と割合が大幅に増加して､全体の７１．４パー

セントとなったことが発表され、ナイトがすばらしいニュースだと述べた。２８日（水）下院教育

技能委員会は１６歳以後の技能をめぐり関係機関の代表から意見を聴取した。

３月

１日(木)ヒューズは全国児童事務局の幼児部門のオーウェン部長とともに幼児期の学習と保育を

推進するための関係機関の協力を通じて質の改善を実現するプロジェクトを発表した。／ナイト

はＧＣＳＥの数学と理科の成績向上を歓迎し、さらなる制席の改善のために男子生徒の読み書きへ

の取り組み強化の推進を公約した｡６日(火)ジョンソンは若者たちが１８歳まで教育もしくは訓練

に留まるという構想がＴＮＳコンシューマー･オムニバスが行った調査により世論の支持を受けて

いることがわかったと述べた。／Ofgtedは基礎段階（３歳から５歳）の教育・保育施設１４４ヵ所

の調査結果をまとめ、大部分は効果的に機能しているが、まだ改善の余地があり、特に全体の３

分の１の施設については子どもたちの到達した水準が期待以下であったとする報告書を発表した。

７日(水)ヒューズが幼児期の教育について長期的に安定した財政を確保するための提案をめぐる

協議を発表した。８日(木)アドニスは特別の教育的ニーズをもつ子どもたちのための支援を改善

する取り組みについて発表した。１２日(月)ジョンソンが７歳から１４歳まで外国語を必修とする

というデアリングによる外国語教育をめぐる最終報告書の内容が外国語学習のルネサンスとなる

と歓迎した。１３日(火)ＤｍＳは幼児期にあるすべての子どもたちの質の高い発達、学習と保育の

ための新しい枠組みであるく早期基礎段階＞(EYFS)を発表した。／理科、技術、工学および数学

の教育を推進するための専門家や雇用主による政策助言フォーラムの結成が発表された。１４日

(水)ジョンソンは子どもの人生のチャンスと教育における成功に果たす親の役割を説明し、政府

が親たちをどのように支援するかを述べた『あらゆる親が関わりをもつ』という文書を公表した。

特に全国読み方年と関連して、家庭での読書の取り組みの重要性を強調した。１５日(木)Ｄ皿Ｓの

統計速報は労働力の４分の３近くがGCSE５科目合格相当の第２水準の資格を持ち、リーチ報告

書（2006年１２月１３日）の掲げた２０２０年までに人口の９０％という目標に向けて着実に前進し

ていることを示したとランメルが述べた。１９日（月）ジョンソンは１月８日に発表された協議文
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書『しっかりとした前進を遂げる』に基づいてその先導的な実験を推進する１０カ所の地方当局

を発表した。２０日（火）Ｄ皿Ｓは学校の制服の費用が問題になる中で各学校の制服をめぐる方針

についてのガイドラインを発表した。２１日（水）政府は子ども向けに政府とその仕事について説

明するウェブサイトであるDirectgovKidsを開始したと発表した。２２日（木）ジョンソンは緑書

『期待を引き上げる』を発表して、2015年からすべての若者が１８歳まで何らかの形態の教育も

しくは訓練に留まる制度を実現し、国と国民の経済の成功を図ると表明した。２６日（月）下院教

育技能委員会は１６歳以降の技能をめぐり関係機関の代表から意見を聴取した｡２７日(火)2005/０６

年度の高等教育への参加率が前年を２ポイント上回って４３パーセントとなったことが明らかに

なった。また2006/０７年度の継続教育をめぐる統計速報は継続教育を受けている１９歳以下の青

年の数が前年度よりも5.1％増加して６８万８千人となり、受講するコースの内容や期間について

も前進が見られることが明らかになった。２８日（水）Ｄ函Ｓの委託による青年の金銭感覚をめぐ

る意識調査で、家庭内でこの問題が取り上げられていないために、青年たちが金銭のやりくりを

めぐり苦労していることが明らかにされた。／ジョンソンとナイトは２００８年９月から若者たち

が取得できる新設のディプロマを発表し、より多くの技能を提供し、職業選択の幅を広げるもの

だと述べた。／ランメルは継続教育カレッジへの設備投資による学習環境の改善が参加水準を向

上させるという学習技能協議会（LSC）による研究結果を公表した。／ダンダが子ども相手に働

くソーシャルワーカーたちの仕事を助けるためのモバイル技術への１３０万ポンドの支出を発表し

た。２９日（木）ランメルはＵＫの大学を卒業した海外からの学生がさらに１年間滞在できる国際

卒業生計画を発表した。３０日（金）ＬＳＣはＤ函S、Ofbtedおよび品質改善機構の協力を得て、継

続教育機関・提供者についての明確な評価を学習者と雇用主に提供する枠組みを示す文書である

『卓越性の枠組み：水準の引き上げと選択のための情報提供』を発表した。

４月

１日（日）OfStedは成人学習視学団（ALI)その他の子どもおよび成人の学習・保育の視察にかか

わってきた諸機関を統合し、新しく拡大された責任領域をもつ教育・児童事業・技能水準局に改

組された。ジョンソンはOfStedのこの再編を歓迎した。２日（月）学校内に留まらず学校外にお

ける生徒の問題行動についても生徒を処罰できるようにする、あらゆる形態でのいじめに対する

取り組みを学校の法的な義務とするなどの学校における規律をめぐるより厳しい対応を目指す法

改正が行われた。４日（水）ジョンソンはロンドンの学校の水準を向上させるイニシアチブであ

る「ロンドン・チャレンジ」をさらに３年継続させ、他の都市にも同じようなプログラムを拡大

すると言明した。１０日（火）OfStedは大部分の地方当局が子どもおよび青年を対象とする事業に

おいて改善を見せているとの報告書を発表した。１１日（水）シュア・スタート子どもセンターが

1,250カ所で活動し、利用する子どもたちの数が１００万人を超えたとヒューズが発表した。／

O企tedはＰＳＨＥをめぐる報告書『変革の時？人格的社会的保健的教育』を発表し、この領域の

教育に着実な前進が見られるが、すべての若者のニーズにこたえるにはまだ改善の余地があると

述べた｡１７日（火）ＬＳＣは2005/０６年度における継続教育の学習者の資格取得率が７７％となり、

2006/０７年度までに７６％という政府の目標を早期達成しただけでなく、その他の面でも多くの成

功を示したと発表した。１９日（木）ホープは２百万人の若者と成人が基本的技能にかかわる資格
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を取得していることは訓練が雇用主の要求に応えていることを証明すると述べた。２５日（水）ヒ

ューズは家族と子育てをめぐる団体と大学が協力して地域の子育て支援者の養成機関である全国

子育て支援者アカデミー（NAPP）を2007年１０月から発足させることを発表した。／ＵCASは

2007年における高等教育進学者がこの時点で過去最高であることを示した｡ランメルは応募者が

増加し続けているのは政府の政策の正しさを証明するものであるとコメントした。２６日（木）ナ

イトは地方当局が維持する学校に勤務する人々の数が過去１２ヶ月間に17,300人増加していると

いう数字を公表し、教育改善のための整備が進んでいることを自賛した。

５月

２日（水）気象環境の変化の理解を促進する資料パックがイングランド中の学校に配布された。３

日（木）Ｏｆｇｔｅｄの仕事ぶりについての生徒を対象とする世論調査と全国教育研究財団による独立

の調査の報告がまとまり、OfStedの視察について大多数が支持しているが、改善の余地もあると

の結果であった。／2007/０８年度にロンドンの継続教育カレッジで学ぶ英語以外の言語の話し手

に対する英語支援教育のための３５００万ポンドの予算が発表された。４日（金）継続教育の教師た

ちの養成センターのネットワークである教師養成における卓越性センター（CET、を２００７年

９月から発足させるとランメルが発表した。８日（火）Ofbtedは継続教育カレッジの視察方法を

より釣り合いのとれたものとする変更のための協議の結果をまとめ、好成績のカレッジの視察期

間を２００７年９月から短縮し、失敗もしくは不満足な成績で改善を見せていないカレッジについ

ては厳しい点検の下に置く方針を発表した。９日（水）下院教育技能委員会はＯｆｂｔｅｄの業務をめ

ぐりギルバート他の関係者の証言を求めた。１１日（金）アドニスは中等学校に学ぶ英才児たちが

授業時間外にその才能を伸ばすためにオンラインで学習できるように大学や学校の協力を得て９

つの「卓越性のハブ」を設けると述べた。１４日（月）ＤｍＳは学校建築をめぐる全国調査の結果

をまとめた『よりよい建築、よりよいデザイン、よりよい教育』を発表した｡過去１０年間に1,106

校の校舎が新築され、27,000教室が改善され、1,260カ所の子どもセンターが新設されたことが

公表された。／首相はトラスト・スクールの先導的な取り組み６９例に加え、さらに１４０件の応

募があることを歓迎し、アカデミーの設置目標を400校に引き上げることを表明した。／下院教

育技能委員会は１６歳以後の技能の訓練をめぐり関係機関の代表から意見を焼酎した。１５日（火）

ジョンソンは１８歳まで教育・訓練に留まらなければならないという提案をめぐり若者たちの意

見の聴取を開始した。１６日（水）保守党の影の教育大臣であるデヴィッド・ウィレッツ議員が英

国産業連盟（CBI）の会議で「よりよい学校とより多くの社会的モビリテイー」と題する演説を

行い、保守党が政権を取ってもグラマー・スクールの設置を推進することはなく、現政権の新し

い種類の中等学校の増設の方針を継承すると述べて党の内外に大きな波紋を投げかけた。(保守党

のニュース･ページhttpWconservatives・com/tile､do?de仁news・listing型ageの演説のコーナーよ

り入手可能)；ジョンソンはイングランドの男子青年たちに読書を勧めるためにすべての中等学校

に２０冊の無償の図書を配布することを発表した。／ランメルは理工系の進路を選ぶ若者を増や

すための取り組みを発表した。／アドニスが弱体校あるいは失敗校に対するより厳しいガイドラ

インを発表した。１７日（木）公共政策研究所（IPPR）における演説で、ジョンソンは教育が社

会的なモビリテイーにとってきわめて重要であるとして成績のギャップの縮小に努めることを強
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調した。２１日（月）エド・ボールズ経済副大臣とアドニスは障害児の生活の改善のために３億４

千万ポンドを支出すると発表した。／ランメルはスタッフオードシャー大学で試行されている２

年制の速習学位の試みが成功しているとの調査結果を発表した。／下院教育技能委員会は１６歳

以後の技能の訓練をめぐり関係方面の代表者の意見を聴取した。２２日（火）ランメルは継続教育

機関の自治に向けて改革を推進する２つのグループの責任者を発表した。また、教育・訓練の機

会を失した２５歳以下の成人に対し資格取得のための無償のコースを設けることを発表した。２３

日（水）Ｄ皿Ｓは他の関連省庁と合同で子どものためのサービスの改善に関する協議を開始する

ことを発表した。／下院教育技能委員会はスペシャリスト・スクール。アンド・アカデミー・ト

ラストのシリル・テーラー会長を初めとする関係者から意見を聴取した。２４日（木）ジョンソン

は学校の支援スタッフの給与と勤務条件を全国的に統一するための枠組みの策定を作業グループ

に指示したことを発表した。／ヒューズは全国統計局が十代における妊娠が引き続き減少してい

ると発表したことについて政府の施策が成功していることを示すものだとコメントした。２５日

（金）Ｄ皿Ｓは2006年教育視学法の規定の一部がこの日から効力をもつため、親の学校改善への

発言力が強化されたと述べた。／OfStedはキー・ステージ４における職業的なカリキュラムをめ

ぐる報告書を発表し、多くの生徒たちがそれぞれのニーズにあったコースの中からより広く柔軟

性を持った選択を行うことが可能になっていると評価した。２９日（火）ヒューズは不利益を受け

ている環境にある親が子どもの発達と学習を援助できることを目指す基金の創設を発表した。３１

日（木）政府は学校を安全にするために生徒たちによるナイフやその他の攻撃的な武器の携行の

有無を教師が捜索する権限を与えるガイダンスを公表した。／ＤｍＳは３．４歳児１１３万人が無償

の幼児教育を利用しており、これは過去最高の数字であると発表した。

［以上、イギリス教育技能省のニュース・ルームhttp://Wwwdfbs､goⅦuk/Pns/newslist､cgi；

OfStedのニュース・ルームhttp;"www・ofgted,gov・uk/portal/；下院の教育技能委員会http:"ｗ

ｗｗparliament・uk/parliamentary-committees/educationandskillscommittee､ｃｈｍより入手

したプレス・ノーティスをもとに作成した。それ以外の記事もごくわずかだが紹介している。時

間の関係で依然としてもっぱらイングランドの動向のみを追っていること、政府機関以外の情報

源をほとんど検索できず、政府与党の自画自賛的な記事の紹介になってしまっている点が悔やま

れる。

６月

１日（金）アラン･ジョンソン教育技能大臣は初等学校の児童たちの前進を援助するための最初の

報告書が発表され、「見えない子どもたち｣、「安全地帯にいたがる子どもたち｣、学習の進度の遅

い子どもたちに特に注意を払って教育することを呼び掛け､その手立てを明らかにした｡３日（日）

保守党のデヴイッド・キヤメロン党首が「サンデー・タイムズ」に寄稿した論説の中で、保守党

は１１歳時の試験とグラマー・スクールの復活をめざすのではなく、現在の学校の制度の中で能力

別のクラス編成の推進や校長の権限の拡大を通じて教育水準の引き上げをめざすと論じて党内外

に波紋を起こした。４日（月）ビル・ランメル高等教育担当副大臣はイスラム研究が高等教育に

おける「戦略的」科目となると発表した。６日（水）ジョンソンは１日に発表した報告を受けて、

2007年９月から２年間にわたり学習進度の遅い児童生徒に対する英語/数学の１対１への指導を
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含む促進策をイングランドの484校で実施すると発表した。１１日（月）ジョンソンは大マンチェ

スター､バーミンガムを中心とするブラック･カントリー地方とロンドンのもっとも貧しい地域に

おける教育の向上のための挑戦を発表した。ロンドンの挑戦は2003年に始められたものの継続で

ある。１９日（火）ビヴァリー･ヒューズ子ども･家庭担当副大臣が幼児に対するフォニックスによ

る教授を推進することを改めて強調した。２１日（木）内閣府は教育を含む公的部門での雑用を減

らす戦略を開始した。２５日（火）拡張学校に出席する子どもたちがＧＣＳＥで出席していない子ど

もたちよりも好成績を挙げているとの調査結果が発表された。２６日（水）ＤｆＥＳの統計速報による

と１６歳を過ぎてもフルタイムの教育にとどまる青年の数が増加し､教育･雇用･訓練を受けていな

い１６/１７歳（NEET）の減少傾向が見られる。／学校からの排除についての例年の統計が発表され

ジム・ナイト学校担当副大臣は学校が問題行動に対し厳しい態度をとっていることの効果が現れ

ているとコメントした。２８日（木）新たに首相に就任したゴードン･ブラウンはこれまでの教育

技能省（DfES）に換えて、子ども･学校･家庭省（DCSF）と革新･大学･技能省（DIUS）を設置する

ことを決め､エド･ボールズを子ども･学校･家庭大臣(SecretaryofStateforChildren,Schools

andFamilies）に、ジョン･デンハムを革新･大学･技能大臣（SecretaryofStateforlnnovation，

UniversitiesandSkills）に任命した。

７月

２日（月）ナイトが水準引き上げのための学校園計画に公式に着手する。３日（火）新たに１０８

校がスペシャリスト・スクールの地位を得た。このうち２９校が特別の教育的ニーズをもつ生徒た

ちのための学校である。４日（水）ＤＩＵＳの閣僚チームが発表され、ビル･ランメルが生涯学習･継

続･高等教育担当副大臣に、イアン･ピアソンが科学･核心担当副大臣に、デヴィッド･ラミーが技

能担当政務次官に、上院議員であるトリースマン卿が知的財産･品質担当政務次官に任命された。

／子どもたちのヘルプラインのために３千万ポンドの資金援助が発表された。６日（金）ボール

ズが学校における問題行動との取り組みのための１３７０万ポンドの資金提供を発表した｡また親た

ちが子どもたちの安全を守るための社会的ネットワークのための３４００万ポンドの資金提供が発

表された。９日（月）ＤCSFの新たな閣僚チームが発表された。ボールズのもとに、ナイトが学校・

学習担当副大臣、上院議員であるアンドルー･アドニスが学校・学習担当政務次官、ベヴァリー・

ヒューズが子ども・青年・家庭担当副大臣、ケヴィン・ブレナンが子ども・青年・家庭担当政務

次官である。１０日（火）ボールズは新しい全国教育的卓越性協議会（NationalCouncilfor

EducationalExcellence）のメンバーを発表した。大臣を議長として、学校の指導者たちのほか

に、実業界、大学、任意制部門から委員が選ばれており、英国産業連盟ＣＢＩのリチヤード・ラン

バート総裁のような大物が含まれている。協議会の上級助言者はマイケル・バーバーである。ま

たボールズは初等学校と幼児を対象とする数学教授のレビューをピーター・ウィリアムズが長を

務めるグループに委託し、さらにアカデミー・プログラムの推進の方向を示した。１２日（木）ボ

ールズは新しい中等カリキュラムを発表し、英語と数学の基礎の習得と水準の引き上げに役立つ

であろうと述べた。１３日（金）ボールズがＱＣＡの新しい評議会メンバーを発表した。あらゆる子

どもが週に５時間のスポーツを行うキャンペーンが発表された。１７日（火）ボールズは学校およ

び子どものための学校外施設が６月の洪水によって受けた被害を修復するための１０００万ポンドの
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資金提供を発表した。１８日（水）政府は子どもと若者の安全に関する協議を開始した。ＮCEEの第

１回会合が開かれた。１９日（木）十代の母親、若い父親と彼らの子どもたちに対する新しい援助

の計画が発表された。コンサルタント会社であるプライスウォーターハウス・クーパーズによる

調査はアカデミーが特に不利益の著しい地域における親たちの支持を受けていることを明らかに

した。ナイトは学校がコミュニティー結合の中で重要な役割を果たすことを政府が保証すると言

明した。２４日（火）ボールズは雇用主が新しい工学のディプロマを支持しているという調査結果

を歓迎した。２５日（水）朝食クラブ、時間外の補習、スポーツ・音楽・ドラマなどの放課後クラ

ブへのアクセスを可能にする拡張学校への１０億ポンドの資金提供を発表した。２６日（木）ヒュ

ーズは１０年計画の下で青年のための施設の更新と改善を発表した。２７日（金）ボールズが６月

の洪水によって損害を受けた地域への回復のための１０００万ポンドを発表した。

８月

２日（木）政府が不利益を受けている幼児の生活改善のためのシュア・スタート計画を初めとす

るプログラムへの４０億ポンドの支出を発表した。６日（月）ブレナンは学校の制服の価格が不当

に高くなっていることを批判した。７日（火）キー・ステージ２の全国試験の成績が記録的に高

いものであり、英語においてジェンダー・ギャップが狭まっているとの結果が発表された。１０日

（金）７月に洪水の被害を受けた地域に対する400万ポンドの回復のための補助金が発表された。

１４日（火）ナイトがキー・ステージ３の全国テストの好結果をめぐり生徒、親と教師たちに祝意

を述べた｡１６日(木)ナイトが数学のＡレベルの合格率が回復を見せたことを称賛した｡２３日（木）

ナイトがＧＣＳＥの結果が上昇したことを歓迎したがあらゆる生徒に世界レベルの教育という野心

の実現のためにはまだ努力の余地があると述べた。２８日（火）ヒューズは拡張学校が7,000校に

達したと発表した。３０日（木）キー・ステージ１の全国テストの結果が全般的に高い水準を示し

たと発表された。

９月

４日（火）ボールズは子どもたちの問題行動をめぐり校長の権限を強化し、親たちの責任をより

厳しく追及する新たな方策を発表した。／ボールズは成功を収めている学校と弱体校との協働お

よび合併が水準の引き上げをもたらしていると述べた。６日（木）ブラウン、ボールズ、パーネ

ル文化相は合同で新しい情報技術の活用と、有害な情報から子どもたちを守るためのタニャ・バ

イロン博士を長とするレビューの取り組みを発表した。／ブラウンとボールズは新しい学校の建

設のために今後３年間に２１０億ポンドを投入すること、子どもたちのためのサービスが今後１０

年間にどのように改善されうる科についての全国的な論議を開始することを発表した。／ナイト

は洪水の被害にあった学校が新学年に無事に授業を開始したことをめぐりスタッフと関係者の努

力を称賛した。７日（金）ボールズとアッシャー財務副大臣は児童信託基金（CTF）の資金を学校

における数学の教授に利用すると発表した。１０日（月）キリスト教、ヒンズー教、ユダヤ教、イ

スラム教およびシーク教の信仰学校の支援者たちが２１世紀のイングランドにおける宗教学校に

ついて共有されるビジョンを明らかにする文書を発表した。１１日（火）ボールズはアラン・ジョ

ンソン保健相とともに言語コミュニケーションに障害を持つ子どもと若者のためのサービスをめ
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ぐるレビューを開始すると発表した。／政府は父母に対し学期中に子どもたちを休暇へと連れ出

さないように考慮を求めた。１３日（木）ヒューズは恵まれない若者たちがさまざまな学校外の活

動に取り組むための１４５０万ポンドの政府のイニシアチブを発表した。１８日（火）ナイトとラン

メルは経済開発協力機構（OECD）が毎年発行する「一目で見る教育」の中でＵＫの教育が依然とし

て強力な状態を保っていると評価したことを歓迎した。／アドニスはジェフ・ウィッティー教授

らによる学校評議会の活動についての報告書「真の意思決定?活動する学校評議会」の発行を歓迎

し、学校評議会が学校生活に果たしている役割を強調した。２０日（木）子どもたちを新しい技術

を使った有害な情報から守るための方策のレビューがタニャ・バイロン博士を中心に取り組まれ

ることになると発表された。／ロンドンの特に貧しい地域の若者たちのためのサービスを推進す

る６千万ポンドの取り組み「ロンドン・ユース・オファー」がケン・リヴィングストン市長とボ

ールズによって発表された。／ナイトは新たに導入されるデイプロマがスキルの開発で大きな役

割を演じるであろうと述べた。２１日（金）ボールズはあらゆる形態のいじめに対抗する一連のガ

イダンスを発表した。２６日（水）ボールズはQCAの活動を補強する試験と資格制度についての新

しい独立の規制機関を創設する意向を発表した。／ナイトは学校支援スタッフの役割と地位につ

いての取り決めを改善する取り組みを発表した。／ボールズは初等学校の児童に対する書き方を

中心とする新しい集中的な支援プログラム｢あらゆる子どもが作家である」を発表した｡２９日(土）

リーズ、ロンドン、ポーツマス、バーミンガムの４都市を衛星通信で結び、ボールズ、アドニス、

ブレナン、ナイトの各閣僚がそれぞれの集会に参加して、今後１０年間の子どもをめぐる政策につ

いて意見を交換する行事が行われた。

1０月

２日（火）アドニスが成功を収めている独立学校がアカデミーの経営に関与することを奨励する

案内書を公表した。３日（水）同一地域の学校間の連携と結合を奨励する３００万ポンドのプロジ

ェクトが発表された。４日（木）学校の制服に要する費用があまり高くならないようにするガイ

ダンスを政府が発表した。９日（火）ボールズが政府による包括的歳出見直し（SpendingReview）

を歓迎した。ヒューズが大マンチェスター市域の教育改善キャンペーンの助言者としてメル･エイ

ンズカウを発表した。またナイトがブラック･カントリー地方の教育改善の助言者として１０日

（水）教室と学校の施設を変容させるための２１９億ポンドの財源が発表された。１１日（木）ヒュ

ーズが５歳児の到達度が上がっていることを評価する一方で、幼児教育におけるさらなる改善の

取り組みが必要であると述べた。１５日（月）政府はあらゆるコミュニティーにシュア･スタート・

子どもセンターを設ける取り組みを指示した。政府は学校のスポーツにおける「静かな革命」を

称賛した。１６日（火）バーカウが言語とコミュニケーションに関するニーズをもつ子どもたちの

ための特別の支援施設について専門家たちの意見を求めた。１７日（水）主席視学官による年次報

告書の発表に対し、アドニスはもっとも肯定的で激励的な評価であるとのコメントを述べた。／

アドニスは特別の教育的ニーズをもつ子どもたちのための新しい取り組みを発表した｡１８日（木）

ナイトはGCSE試験で５個以上の好成績の合格を得た受験生が全体の６０％を超えて、目標を１年

早く達成したことを称賛し、特に困難な環境にある地方当局の好成績を喜んでいると発表した。

２４日（水）バイロンが子どもたちと青年を対象にインターネットとビデオ･ゲームについての質
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問を行った。／2008年を読書年として子どもと大人の両方に読書を推進することが経営者、地方

当局、父母を対象に呼びかけられた。２９日（月）ボールズは実業界と大学が新たに設けられたＩＴ

のデイプロマを支持していることを歓迎した。

1１月

２日（木）アドニスはジョン･スタナードを才能に恵まれた若者たちの全国擁護者であると発表し、

すべての学校が校内の才能に恵まれた学習者を見つけ出すように勧めた。５日（月）ボールズは

教育･訓練への参加を１８歳まで義務付ける基礎単位について説明した。６日の「女王演説」で法

案提出が予告された。６日（火）マンチェスター大学のビル･ボイル博士を中心とする研究が、初

等学校では英語と数学以外の授業時間が減少しているだけでなく、英語と数学においても「テス

トのために教える」傾向が強くなっていると指摘した。７日（水）ヒューズは３．４歳児の無償保

育を支援するための５億９千万ポンドの支出を発表した。８日（木）子ども･学校･家庭省の設置

に伴い下院の教育技能特別委員会も改組されて、子ども･学校･家庭委員会が発足し、１４人の委員

が任命された。１２日にバリー･シアマンが委員長に選出された。９日（金）ナイトは校長や副校長

がアフリカの提携校で短期間の就職紹介に従事することを可能にする実験的なプロジェクトを開

始した。／ナイトは学校を火災から守るための新しいガイドを公表した。１２日（月）ナフイール

ド財団のために行われたロンドン大学教育学研究大学院のケン･スポウズ博士らの研究は１４歳か

ら１９歳の青年を対象とする新設のデイプロマがＡレベルの「貧乏な親戚」になる可能性があると

指摘した。１４日（水）下院の革新･大学･技能委員会の１４人の委員が任命され、自民党のフイル・

ウィリスが委員長に選出された。／独立学校と公営学校との連携を支援し、貧困地域の才能に恵

まれた生徒たちの大学進学を援助する４百万ポンドの資金提供が発表された。／ボールズは拘留

中の若者のための教育を改善する計画を発表した。／政府は子どもや青年を成人による有害な影

響から守るための協議を開始した｡／教育関係閣僚たちがユース･サービスの改善に取り組んでい

る新しい青年問題作業集団の活動を視察した。１５日（木）保護を受けている６万人の子どもたち

の生活を改善するための児童青年法案が発表された。／ボールズがいじめ根絶を目指す試行のた

めの300万ポンドを発表した。１６日（金）国民の就職見通しを改善するためのスキルと学習への

支出プログラムが発表された。／ティーンエージャーの妊娠の問題に取り組む政府への５人の助

言者が発表された。１９日（月）ボールズはイングランドにおける子どもと青年の生活のレビュー

である「誇るべき多くのこと」を公表した。２１日（水）初等学校における音楽を推進する歌いま

しょうキャンペーンのための記録的な支出が発表された。／ボールズはノッティンガム、クロイ

ドン、グロスターに３校のアカデミーを新設する計画を発表した。／企業5,000社が新しいデイ

プロマヘの協力を表明した。２２日（木）５６カ所の地方当局が今後３年間にわたり反社会的な行動

に取り組み、困っている父母を支持するための１２９０万ポンドの資金を受け取ることになる。２３

日（金）子どもたちと青年たちがＤＣＳＦの主要な役職の一日体験を行った。２６日（月）ボールズ

とバーカウが吃音の子どもたちのためのマイケル･パリン･センターの活動を称賛した｡２７日（火）

アドニスはカリビアン系の黒人生徒の成績が2003年以来向上し､全国平均に近づいていると発表

した。２８日（水）PIRLSはイングランドの子どもたちは学校外で本を読むことが減少し、2001年

以来もつとも優秀な子どもたちの成績が低下していると指摘した。これに対しボールズは全国読
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書年の取り組みが、読書への情熱をよみがえらせるであろうと述べた。２９日（木）教育または訓

練にとどまる年齢を１８歳に引き上げる改革が実施に移されれば､多大な経済的利益が得られるだ

ろうとの主張をDCSFが援用する。

1２月

３日（月）政府は子どもたちのための計画の中で今後３年間家庭安全装置の普及のための１８００万

ポンドの計画を推進すると発表した。／ナイトは一流の独立学校が将来的には新設のディプロマ

を生徒たちに履修させることを期待すると述べた。４日（火）ブレナンが全国リテラシーおよび

ヌメラシー戦略の１０周年を祝賀する行事に出席した。５日（水）若者たちの間で有益な活動を推

進するための４億２千万ポンドの資金が割り当てられた。／ボールズは言語上の困難を抱える子

どもたちを助けるための新しい計画を発表した。６日（木）キー・ステージ２の全国テストの結

果が発表され、これまでになく多くの１１歳の児童たちが英語､数学および理科で期待される到達

水準に達していることが分かったとアドニスが述べた。７日（金）政府が子どもの誘拐と人身売

買との戦いに加わるようにという呼びかけを専門家と一般の公衆にたいして行った。８日（土）

障害をもつ子どもたち、青年と彼らの家庭を援助するための５３００万ポンドが発表された。１１日

（月）ボールズがすべての子どもたちを対象とする２０２０年に向けての１０億ポンドの子ども計画

を発表した。１２日（火）ボールズとジョンソンが子どもと青年の精神衛生をめぐるサービスのレ

ビューを発表した。１３日（水）アドニスはバーンミンガム市参事会の指導者であるマイク・ウィ

ットビートともに市の教育でアカデミーが中心的な役割を果たすことになると述べた。１４日（木）

DCSFは学校、大学、チャリティーと地方企業の協力によって運営されるトラスト･スクールが軌

道に乗っていると発表した。１７日（日）ボールズとデンハムにより、資格と評価の規制および開

発に関する制度の見直しを検討する協議が開始されたことが公表された。／未来のための学校の

建設についての評価が行われ、計画が校長たちに支持されていることがわかったと発表された。

１８日（月）ナイトは新たに導入されるデイプロマが既存のどのような資格に対応するかについて

のＱＣＡの勧告を受け入れることを表明し、この資格が画期的な性格をもつことになるだろうと述

べた。１９日（火）学校における外国語の学習を推進するための財政的な後押しが発表された。

2008年１月

３日（木）首相が学校卒業者のためのグローバル･フェローシップを発表した。６日（日）政府は

特に恵まれた子どもたちの才能を伸ばすことに失敗してきたとの調査結果をテレグラフが報じて

いる。７日（月）学校リーグ･テーブルをより公正なものにするために生徒の社会経済的な背景を

考慮して作製された「環境を考慮した付加価値的」一覧表が意味のないものであるとの批判をガ

ーデイアンが伝えている。８日（火）ボールズは首相とともに2008年を全国読書年とすることを

発表した。９日（水）ボールズが幼児期から初等教育への移行を円滑に進めるための初等カリキ

ュラムの徹底的なレビューを開始した。１０日（木）ボールズとブレナンは86,000人と推計され

る若者の家出人に対する支援の計画の概要を発表した。／すべての父母が子どもたちの前進につ

いてオンラインで定期的に報告を受けることになるであろうという将来の計画が発表された。／

ナイトは前年行われたＧＣＳＥが記録的な好成績であったことを歓迎した。１１日（金）ＧＣＳＥの成績
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の改善の一方で外国語の受験者が減っていることが懸念されているとガーディアンが報じている。

１３日（日）カトリック学校への入学をめざして遅ればせの洗礼を受ける子どもたちが急増してい

るとインディペンデントが報じている。１４日（月）下院における教育･技能法案の審議の中で学

校におけるティーンエージャーに対するキャリア･アドバイスは偏りのないものでなければなら

ないことが強調された｡／サットン・トラストの調査によると半数近くの学校がオックスフォード、

ケンブリッジ両大学への応募について生徒に助言していないことが分かった。１５日（火）ボール

ズは学校の教師たちのための２．４５パーセントの給与の引き上げについての勧告を受け入れるこ

とを発表した。／強力な学校とカレッジは弱体校とその成功をもたらすやり方を共有すべきであ

ると勧告された。／フランセス･ダンが青年司法委員会の議長に任命された。１６日（水）ヒュー

ズは現在の若者支援の取り決めについての実態をめぐる情報を集める活動を発表した。／ボール

ズは成功を収めている公営学校はアカデミーの後援のために３万ポンドまでの額を提供されるこ

とになるだろうと述べた。／チャリティー委員会は独立学校が貧困状態にある人々を援助してい

ることが証明できなければ年間’億ポンドまでの税制上の優遇措置を受けられなくなるだろうと

述べた。１７日（木）学校への入学をめぐる父母による提訴の規則がこの日より実施されることに

なり、学校と地方当局が入学着に関する法令を遵守することが要請された。／マイク・トムリンソ

ンがロンドンの学校の水準向上のための主席助言者に任命された。２１日（月）生徒のナイフ犯罪

を防止するため学校に金属探知機を設置することが検討されているとBBCが報じた。２２日（火）

ボールズは肥満対策の一環として、中等学校で料理の授業を必修とすることを発表した。２４日

（木）ブレナンは学校における精神的な福祉を支援するための試行に取り組む２５の地方当局を発

表した。／ナイトは学校における理科と数学の教授を推進するための’億４千万ポンドの戦略を

発表した。／ボールズはQCAの評議会のメンバーを変更すると発表した。２５日（金）全国教員組

合（NUT）は給与の引き上げをめぐり２１年ぶりの全国ストライキを行うかどうかの組合員投票を

行うと発表した。２７日（日）小規模校の保持を訴える全国小規模学校連合会（NASS）は村落部の

多くの学校が閉鎖の危機に瀕していると主張した。２８日（月）首相はマクドナルドを初めとする

企業の内部資格にＡレベルと等価の資格認定を行ったことを擁護した。２９日（火）教育･訓練か

ら離れる年齢を１８歳に引き上げるという政府の提案が実施されると経済に悪影響が出ると､政府

の助言者であったこともあるロンドン大学キングズ･カレッジのアリソン･ウルフ教授が述べた。

／ヒューズは地方当局と一次医療トラストに対しティーンエージャーの妊娠との取り組みには一

層の努力を傾けるように要請した。３０日（水）労働党政権の誕生以来、１３校に１校の小規模校が

閉校になっており、今後もこの傾向が続くのではないかとの懸念が根強くあることをテレグラフ

とガーデイアンが報じている。／アドニスは才能に恵まれた生徒たちの大学進学への意欲を促進

するための新しい計画として「テイーチ･ファースト」を提案した。３１日（木）ボールズは今後３

年間にわたり学校におけるスポーツを推進するための３千万ポンドの出資を発表した。／アドニ

スは新たに89校がスペシャリスト･スクールの地位を得たが、このうち２４校が特別支援学校であ

ると発表した。

２月

１日（金）中等教育の入学をめぐるＤＣＳＦの委託研究はグラマー･スクールの段階的な廃止が好ま
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しいと結論した。４日（月）ボールズが学校の旅行に際しての安全のガイドを発表した。／ナイ

トが国内の第６年級の生徒たちがアウシュヴィッツを訪問しユダヤ人迫害の実態を学ぶことが出

来るようにと４６５万ポンドの旅費の支給を発表した。５日（火）学校による旅行を容易にするた

めの教師に対する支援が発表された｡／ナイトが学校の新･改築の計画の実施が遅れていることを

認めたとガーデイアンが報じた。７日（木）学校給食の改善のため、学校給食トラストへの２１００

万ポンドの資金援助が発表された｡／テレグラフでヘレフォードのアンソニー･プリッディス主教

が村落部の学校の閉鎖が地域の生活の衰退を早めると警告した。８日（金）ケンブリッジ大学を

中心とする研究者集団による初等教育レビューの一部が発表され、イングランドの初等学校児童

は世界でもっともテストを受けており、極度のプレッシャーにさらされていると指摘した。１４日

（木）ボールズはアンディ･バーナム文化相とともに、すべての子どもたちが週に５時間の文化的

な活動を行う計画を発表した。１６日（土）テレグラフは５歳以下の幼児に対する必修カリキュラ

ムは有害であるとの心理学者の説を紹介した。１８日（月）GCSEテストの外国語科目がより広いコ

ミュニケーションのスキルの必要性を反映すべく変更されると発表された。１９日（火）下院の学

校委員会のシアマン委員長はケンブリッジ大学を中心とする初等教育レビューの報告を踏まえて、

テストのための過度の学習が初等教育に有害な影響を与えているのではないかとナイトに対し質

問した。２１日（木）子どもの個人情報の保護についてのレビューが一層の安全を図る必要を強調

した。２２日（金）QCAの報告書はＡレベルとＧＣＳＥで受験生が高得点を挙げやすい科目を履修する

傾向があることを示しているとガーディアンが報じている。２５日（月）学校における性と家族関

係をめぐる教育のレビューがナイトによって報告された。２６日（火）学校の欠席についての統計

が発表され全般的な欠席は記録的な低さであり、常習性の欠席も減少しているが、／ボールズは

職業的な資格を獲得した青年の数が１年速く目標に達したことで関係者を称賛した。２８日（木）

ティーンエージャーの妊娠をめぐる数字が公表され、２０年間で最低の割合であったことが確認さ

れた。２９日（金）政府は青年のリーダーの育成のための６００万ポンドの支出を発表した。／冒険

的な遊び場や遊具の設置のための２億２５００万ポンドの支出が発表され、６５箇所の地方当局が応

募を要請された。／アカデミーの設置プログラムが新しい「全国的挑戦」プログラムの一部とし

ての設置費用の軽減によりさらに促進されることが、１０校の設置に向けての前進とともに発表さ

れた。

３月

４日（火）シュア･スタートは子どもたちと家族に肯定的な影響を及ぼしているが、５日（水）ヒ

ューズは反社会的行動を予防するための１３００万ポンドを発表し､／ボールズとヒューズは環境に

恵まれずさまざまな危機に直面している若者たちの支援のための２７００万ポンドの支出を発表し

た。／政府は児童青年法に対する修正を提案し、障害をもつ子どもたちの親たちに休暇を提供す

る義務を課すこととした。６日（木）ボールズは英国の銀行その他の金融機関に子どもたちに金

銭的なスキルを与えるための協力を呼びかけた｡／エステル･モリス元教育大臣は全国教育トラス

トで行った演説のなかで、政府の改革の成果は現れているものの、生徒間の成績のギャップは狭

まっていないとして、特に不利益を受けている子どもたちへの取り組みの成果について批判的な

発言を行った。７日（金）ボールズは職業的な学習とアカデミックな学習を結合しＡレベル４．５
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科目分に相当する「スーパー･デイプロマ」の計画を発表した。／ボールズは学校給食トラストの

理事長にマーシヤ・卜ウエルフトリーを任命すると発表した。８日（土）ボールズが政府による子

育てのプログラムの詳細を発表した。９日（日）30,000人を越える生徒たちが親たちの選択した

どの学校にも入学できなかったことが分かった。／ゴールドスミスによるシテイズンシップのレ

ビューは学童も新移民と同様に女王に対する忠誠の誓いを述べ、法律を守ることを誓う儀式を行

うようにすべきだと提案した。１０日（月）ＡＴＬの大会で宿題は初等学校では禁止、中等学校では

制限されるべきだと提案された。１１日（火）学校の入学をめぐる文書による省の声明が発表され

た。１２日（水）ボールズは2011年までに英語と数学を含む５校のGCSE科目の好成績での合格を

あらゆる学校の生徒たちの少なくとも３０％が達成するという水準引き上げの目標を掲げ、実現の

ための２億ポンドの一括予算を歓迎した。１３日（木）ナイトは科学、技術、工学と数学に関する

資料のコレクション･センターがヨークに建設され､学校からのアクセスが可能になるであろうと

発表した。１４日（金）ボールズはワイクにおけるアカデミーの計画が前進したと発表した｡／DCＳＦ

は教師向けテレビの好ましい応募者を発表した。／読み方の教授方法としてフオニックスの採用

がすぐれた効果をあげているとボールズは言明したが、さらなる改善を求めた。一方ガーディア

ンは200万人の子どもたちが読書上の困難を持っているとの調査結果を報じている。１５日（土）

教師たちが海外で教えて､その経験を国内に持ち帰ることをより容易にするための１３００万ポンド

の年金計画が発表された。／3大教員組合の一つである教師･講師連合会ATLの大会で数千人の子

どもたちが家庭や親子関係の崩壊のために学校で苦しんでいると報告された。１６日（日）ＡＴＬの

調査によると圧倒的多数の教師が初等学校における宿題の禁止を要求していることが分かった。

１７日（月）成人と若者へのスキルの伝達を改善するための地方当局に対する７０億ポンドの資金

の移転の詳細が政府によって説明された。１８日（火）政府は若者の反社会的な行動への取り組み

が手遅れにならないための集中的な働きかけを行うことを発表した。１９日（水）中等学校の72％

と継続教育カレッジの８８パーセントが2009年９月にデイプロマを提供するであろうと政府が発

表した。／ATLの大会は教師に対し暴力を振るう１０歳以上の児童生徒には告訴も辞さないとの決

議を行った。２０日（木）言語表現とコミュニケーションに困難をもつ子どもと青年に対する支援

をめぐるバーコー･レビューが発表された。２１日（金）ATLの大会で東欧、中東とアフリカからの

移民の子どもたちの増加に対応するためにもっと多くの予算が必要とされることが訴えられた。

２２日（土）３大教員組合の一つである全国教員組合NUTの大会で一部の甘やかされた攻撃的な子

どもの行動が学校を破壊していることが指摘された。２３日（日）３大教員組合の一つである全国

学校教師連合･女教員組合NASUWTの大会でイギリスの学校の校舎の老朽化がひどくなっているこ

とが指摘された。２４日（月）ＮＵＴは公営学校では児童生徒のそれぞれの信仰に基づく宗教教育を

行うべきだと提案した。２５日（火）保守党の影の教育大臣であるマイケル･ゴーヴは地方当局か

ら中等学校を独立させる教育改革案を明らかにした。／NUTは学校のなかでの軍隊への志願を勧

誘する活動に反対する運動を開始することにした。２６日（水）保護を受けている子どもたちが学

校による写真と旅券を得ることになった。／生徒たちの行動２７日（木）ボールズとアンディ・

バーナムは不適切な情報から子どもたちたちを守るためのバイロン･レビューの勧告を歓迎し､そ

の実施に取り組むことを言明した。報告書は政府、企業と父母に子どもたちをデジタル世界に潜

むさまざまな危険から守るために協力するように勧めている。／ナイトは地理の学習をより持続
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的なものとするために「地殻変動」とも言うべき取り組みの計画を３年間にわたり実施すると言

明した。２８日（金）ボールズはすべての中等学校が排除した生徒１人に対して、他校が排除した

生徒を１人受け入れなければならないよう法律で強制すると述べた．／学校給食トラストは児童

生徒がジャンク・フードを食べないようにする取り組みを強めると発表した｡／ボールズは生徒た

ちがアルコール飲料、薬物、盗品を所持しているかどうかを検査する権限を教師たちに与える意

向を表明した。３０日（日）児童生徒の野外での遊戯や活動を活性化させるという政府の公約にも

かかわらず、学校の運動場が売却される事例があとを絶たないと各日曜紙が報じている。３１日

（月）新しい資格制度が青年､父母と雇用主にとってより分かり易いものとなるだろうと述べた。

／ガーデイアンによると、１８歳未満で大学に入学する青年の数が過去６年間で５０パーセント以

上増加し、8,000人に近づいている。

４月

２日（水）学校の入学規則の遵守をめぐるＤＣSFの文書とボールズによる書簡が学校審理官に送ら

れた。／ボールズは資格と試験制度の規制組織となるoFQUALの議長としてカスリーン･タッター

ソール女史を任命することを発表した。／全国教員組合（NUT）は給与の引き上げをめぐり政府側

の回答を不服として１日ストライキを行うことを決めた。３日（木）ボールズは子どもたちのた

めの計画の第２の段階を発表し、作業場とトラストの整備を約束した。／信仰学校は法律に規定

された入学手続きを守っていないことが指摘される一方で､政府の姿勢にも不満が集まっている。

７日（月）子どもたちに及ぼされるコマーシャリズムの影響のレビューが発表された。／NUTのス

ティーヴ･シノット書記長が急死した。９日（水）中等学校の建物の新･改築に向けての計画が新

しい提案の下で促進され、合理化されると発表された。／さらに１１５校が政府の旗艦教育政策で

ある水準引き上げのための外部との協力関係を結ぶトラスト学校計画に加わることになると発表

された。１０日（木）ガーディアンによると標準到達度Ｓａｔｓ試験に対する学校の信頼が低下し、

採点のやり直しの要求が英語だけで１０万件を越えている。１４日（月）子どもと青年の精神衛生

にかかわる事業（CA｝nlS）の独立レビューの議長であるジョー･デヴィッドソンが一般からの証言

を求めた。１５日（火）地価が値上がりするなかで数百の初等学校の敷地が地方当局によって住宅

業者に売却されているとテレグラフおよびガーディアンが報じている。１６日（水）インディペン

デントによるとマイケル･ゴーヴは労働党政権発足以来無資格の教員の数が急増したとの非難を

行った。２２日（火）４月２４日に全国教員組合（NUT）が予定している給料の引き上げを求める全

国ストライキに対するナイトの意見が公表された。２４日（木）ＮＵＴのストライキが行われ、全国

で当初の予想を上回る8,000校が影響を受けたと推計されている。なおブレア前首相の子息がこ

のストライキに加わったとの情報もある。２６日（土）ＮＵＴの行ったストライキについて、親をは

じめ各方面の意見は否定的であるとＴＥＳがまとめている。２８日（月）吃音をもつ子どもたちへの

新しい援助をボールズが発表した。２９日（火）教師と支援職員についての統計が発表され、１年

前に比べて20,100人のスタッフが増加していることが分かった｡／ガーディアンは教員が不足し

ているために第６年級の生徒に報酬を支払って下級生を教えさせている学校があると報じた。
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５月

１日（木）一部の学校に入学希望が殺到するため、多くの児童生徒が第一次志望の学校に入学で

きず、入学する学校が全く決まっていない児童生徒も出ていることが各紙により報道された。２

日（金）タイムズのインタビューでイングランドー般教職協議会（GTC）のキース･バートリー事

務局長は約24,000人の指導力の不足した教員たちを近隣の学校に移して研修させるべきである

と述べた。／リヴァプールで全国校長連合会（NAHT）の大会が開かれた。４日（日）ヒューズが

NAHTの大会で、校長を支援するための一連の方策を明らかにした。大会ではofstedによる視察

の恐怖のために職場を去る教師が少なくないことが問題となった。５日（月）ＮAHTの大会で一部

の親たちが子どもたちを学校に任せ切りにする傾向が取り上げられ、ブルックス書記長は政府の

学童保育時間を延長しようとする動きを批判した。６日（火）中道左派系のシンクタンクである

公共政策研究所（IPPR）は指導力の低い教師たちの仕事ぶりが生徒たちの成績に悪影響を及ぼし

ているという研究成果を発表した。言語障害をめぐる政府の文書が発表された。／ヒューズは大

マンチェスターの学校の水準を上げるための野心的な計画に取り組むことを発表した。７日（水）

保守系の日刊紙「テレグラフ」は約３５万人の児童生徒が毎週の少なくとも１日は学校に出席して

おらず、欠席の問題は依然として深刻であると報じた。政府は冬季における病気が影響したとし

ているが、教員組合は政府の過度の干渉が授業の生気を奪っていることが大きいと述べている。

／ナイトはブラック･カントリーの教育水準を上げるための取り組みを開始した｡／ボールズは父

母たちがこれまで行われてきた父母の夕べのような催しよりも、学校とのもっとインフォーマル

な接触を望んでいるとの調査結果を公表した。８日（木）ギルバートは親たちの要求により視学

官が学校に出向くことができるように制度を変える意向を表明した。／学校のガバナンスを強化

するためのレビューの開始がナイトによって発表された。９日（金）独立の報告書の結果による

と､早期のリテラシー･プログラムは成功を収めている｡／保守党の影の学校大臣であるマイケル・

ゴーヴはスキルや同情心に焦点を当てる「進歩的な」教え方が子どもたちを損ねてきたと非難し

た。１３日（水）下院の子ども･学校･家庭特別委員会はＳａｔｓテストが子どもたちの教育に有害な

方向に誤って利用されているとして、その緊急の改革を要求した。１４日（水）ofstedのギルバー

ト主席視学官は下院の子ども･学校･家庭特別委員会で貧弱な試験結果しか挙げていないことが自

動的に学校の閉鎖を意味するものでないと証言した｡／ボールズはテイムズ労働･年金大臣ととも

に子どもたちの貧困を減らすためにロンドンの関係者たちと会合を行った。／ボールズは政府の

教育と子どもをめぐる事業に関する立法計画の草案を発表し、これが教育の水準を上げ、事業の

改善に役立つであろうと述べた。／ブレナンとコーカーは子どものインターネットにおける安全

のためのUK委員会が2008年９月に発足するであろうと発表した｡バイロン･レビューの勧告を実

施するものである。１５日（木）障害を抱える子どもたちをもつ親たちが児童保育により容易にア

クセスできることを保障する3500万ポンドの試行プロジェクトが発表された｡また障害をもつ子

どもたちの生活を変えるための一連の対策が発表された。１６日（金）ボールズはカリキュラム、

資格と試験の規制機関であるofqualが発足したことを発表した｡／ゴーヴはアドニスの教育改革

への貢献を称賛し、保守党が政権の座に着いた場合、労働党から離党すれば閣僚ポストを準備す

ると言明した。１８日（日）日曜紙オブザーヴァーは食縄価格の値上がりに伴って学校での夕食の

値上げが問題になってきていると報じた。１９日（月）才能に恵まれた青年の大学進学を推進する
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ための公営学校と独立学校の協力関係にイートン校が加入することが発表された｡｢協力の新しい

時代」が始まったと宣伝された。２０日（火）問題行動により学校を排除される児童生徒に対する

新しい取り組みの計画がボールズにより発表された。生徒付託施設(pupilreferralunits:PRU）

は代替的教育センター（alternativeeducationcentres）と改称され、民間企業やチャリティー

がこの新しい施設に参入できることになる。／閣僚たちは子どもたちが遊びについての意見を述

べ、遊び場を自由に設計できるようなウェブサイトを開設したと発表した。２１日（水）０fsted

は学校が生徒たちにもっと環境保護と維持の重要性を教育すべきであると警告した。／ボールズ

はディプロマの実施が近づいたことに関連してその重要性を新たに強調した。２２日（木）政府は

校長たちに児童生徒の間での遊び仲間集団が学校生活に悪影響を持つ事例について対策を講じる

ように指示した。／初等･中等学校への入学をめぐる不服提訴についての統計が発表され、ナイト

は制度が親たちにとって不利になることなく運営されていると述べたが、郵便番号を使うくじ引

きによる解決に不満をもつ親たちも少なくない。２３日（金）ＮＵＴは賃金引上げの要求が入れられ

ない場合年内に再度ストライキを行うことも辞さないと言明した。２５日（日）ＩPPRは学年を８

週間ずつの５学期に編成する学校暦の採用を提唱した。２７日（火）ナイトはどの学校にも最低１

人は悪い教師がいると述べ、教職の質の向上に努めることを約束した。２８日（水）保護を受けて

いる子どもたちの才能を見出すための２５００万ポンドの基金を伴う計画が発表された。／デーリ

ー･テレグラフは学校のリーグ･テーブルが無意味であるとの記事を掲載した。／保守党は政権の

座についた際に、ＤＣＳＦとＤＩＵＳの二元制を維持するとゴーヴが述べた。３０日（金）政府は独立安

全機構(IndependentSafeguardingAuthority)の協議に対する回答を発表した。

以上、特に注記したものを除き、イングランドに関する事項である。主な情報源は：

DCＳＦプレス･ノーティスhttp://www､dcsf,gov・ｕｋ/pns／

DIUSプレス・リリースhttp://nds・coi/gov・ｕｋ／

であり、他に定期的に配信を受けている全国ＰＴＡ協議会(NationalConfederationofParent

TeacherAssociations：ＮＣPTA，http://www､ncpta,or9.uk)のニュースレターによる情報が有益で

あった。不行き届きのため記載の精粗が生じたことをお詫びしたい。
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