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　2016年7月にデビッド・キャメロン（David Cameron）から首相の職を引き継いだテリーザ・

メイ（Theresa May）にとって、この1年間は彼女の人生で最も困難な年であっただろう。その

理由は言わずもがな、2019年3月末に控えていたイギリスのEU離脱、いわゆるブレクジット
（Brexit）は円満解決に向かうどころかますます混迷の度合いを深めていき、あまつさえ、6月に

はメイ首相の辞任まで引き起こしてしまったからである。

　この原稿を執筆している段階では、未だ誰が新しいイギリスのリーダーになるかはわからない。

下馬評では、EU離脱の主導的役割を果たした元ロンドン市長、前外務大臣のボリス・ジョンソ

ン（Boris Johnson）が圧倒的な支持を得ているようだが、ふたを開けてみるまでは確定的なこと

は言えまい。本原稿が会員各位の目に触れるころには、新首相が決まり、それに伴って組閣も進

んでいるだろう。

　さて、イギリスの教育動向である。この1年間、教育界ではどのような動きがあったのか。昨

年の紀要で既に報告したように、現在もダミアン・ハインズ（Damian Hinds）が教育大臣を務め

ている。その他の大臣は2019年7月10日現在で以下の通りである。

•学校水準担当大臣（Minister of State for School Standards）：ニック・ギブ（Nick Gibb）

•徒弟制・スキル担当大臣（Minister of State for Apprenticeships and Skills）：アン・ミルト

ン（Anne Milton）

•大学・科学・研究・イノベーション担当大臣（Minister of State for Universities, Science, Re-

search and Innovation）：クリス・スキッドモア（Chris Skidmore）

•子ども・家族担当政務次官（Parliamentary Under Secretary of State for Children and Fami-

lies）：ナディム・ザハウィ（Nadhim Zahawi）

•学校制度担当政務次官（Parliamentary Under Secretary of State for the School System）：ア

グニュー卿（Lord Agnew）

　昨年の同時期と比較すると、大学・科学・研究・イノベーション大臣を除いてはそのままであ

る。2018年11月30日にEU離脱をめぐるテリーザ・メイ前首相の案に反対、辞任したサム・ジ

ーマー（Sam Gyimah）からクリス・スキッドモアに変更されている（2018年12月5日任命）。
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　教育大臣としてのダミアン・ハインズの業績は、第一に職業資格の新制度設計に重点を置いた

点である。具体的には、2020年9月に導入予定予定の職業資格のAレベルとも言うべきTレベル
（TはTechnicalの頭文字）を導入しようとした。本文内「１．継続教育・高等教育、スキルおよ

び職業訓練」にも、このTレベルに関する話題は10件もある。しかし、大臣交代によりこの政

策の継続については疑問符が付くだろう。

　第二は、2019年1月以降の、ベイカー条項（The Baker clause）に違反している教育機関への対

応である。ベイカー条項とは、2017年に制定された「技術と継続教育法（Technical and Further 

Education Act 2017）」に組み込まれた、1986年から89年まで教育長官を務めたケネス・ベイカー
（Kenneth Baker、現在はThe Lord Baker of Dorking）による提案を指す。この条項では、学校は

Year8からYear13にわたるすべての生徒が「教育と訓練プロバイダーの範囲（range of education 

and training providers）」にアクセスできることを保証しなければならない、とするものである。

しかし、2019年1月9日、民間シンクタンクである公共政策研究所（The Institute for Public Poli-

cy Research：IPPR）が出版した報告書『ベイカー条項：導入から1年後（The Baker clause: One 

year on）』によれば、全英の継続教育機関の実に3分の2がこの条項に違反している、とのことで

あった。そこでその対応として、教育大臣名でおよそ176件の警告文書が発せられた。ちなみに、

サイト上ではこれらは「学校査察と教育機関のパフォーマンス（Inspections and performance of 

education providers）」にタグ付けされているが、表1の注に記しているようにその警告文書の数

が176もあるので該当ニュース数から省いたことを付記しておく。

　さて、本題に入る前に本稿で取り上げる情報について、説明をしておきたい。過去7号にわた

り連載してきた本「イギリス教育の動向」では、イギリス政府の公式サイトに掲載されている情

報を整理して会員諸兄姉にお届けしてきた。周知のとおり、近年ではネットのトレンドが想像以

上のスピードで移り変わる。イギリス政府の公式サイトも例外ではなく、それこそ自身の教育政

策と同様、猫の目のようにサイトがリニューアルしている。最も大きなサイトリニューアルが、

各省庁がバラバラに管理していた公式サイトを統合したGOV.UK（https://www.gov.uk/）の登場

である。筆者の記憶ではおよそ5年ほど前にこの統合がなされ、各情報には日付はもちろんのこ

と、各省庁別、政策別などにタグ付けがなされ、検索しやすくなるなど、いい意味で必要な情報

に容易にたどり着けるようになった。しかし一方で、それまでの様々な枠組みがスクラップ＆ビ

ルドされ、旧情報との統合に骨が折れたことは今でもよく覚えている。

　本稿の執筆に先立ち、いつものように情報をまとめようとGOV.UKを訪れたところ、およそ5

年ぶりになる大幅なリニューアルがなされていたことに気がついた。たとえばGOV.UKのトッ

プページでは、イギリス政府が行う公共サービスを16のトピックに分類、紹介している。「教

育」関連では大項目として「チャイルドケアと子育て（Childcare and parenting）」と「教育と学

び（Education and learning）」が設定され、それぞれに中項目、小項目（サブトピック）が設定さ

れている。「チャイルドケアと子育て」では、妊娠と出産（Pregnancy and birth）、養育・養子

縁組・代理家族（Fostering, adoption and surrogacy）、子どもがいる家庭への経済的援助（Financial 

help if you have children）、チャイルドケア（Childcare）、学校と教育（Schools and education）、離

婚・別居・法的問題（Divorce, separation and legal issues）の6項目に分類されている。「教育と学
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び」では、徒弟制度・14～19歳の教育と職業訓練（Apprenticeships, 14 to 19 education and training 

for work）、入学と転校（School admissions and transport to school）、学校とカリキュラム（Schools 

and curriculum）、学生ファイナンス（Student finance）、大学と高等教育（Universities and higher 

education）と5つの中項目に分けられている。小項目に関してはここで紹介することは割愛する。

　しかし、先述のように、このような便利なサイトを志向しての改編は往々にして、旧来使用し

ていた分類枠組みをスクラップ＆ビルドする。その結果だと思われるが、本稿が過去使用し、今

年もそれになぞらえようとしてきた枠組みも、かなり変わってしまった。昨年は24ものトピッ

クが掲載されていたが、今年は20のトピックへとスリム化している。今回、筆者がイギリスの

教育動向を知るうえで情報として扱ったのは、トップサイトの最下段にある“Departments and 

policy”からリンクが張られている‟News and communications”であるが、この項目は以前のサ

イトには存在せず、それに相当するものがPress Releaseであった。さらにここで扱われている

トピックを見てみると、それらは、上述のサイトトップに見られたトピックと表現が異なってい

る。たとえばイギリスの教育動向に関連するトピックとして適当なのは、教育、訓練、スキル

表1　2018年3月―2019年2月までの教育動向

順位 トピック ニュース 政策
文書 合計

1 継続教育・高等教育、スキルおよび職業訓練（Further and higher education, skills 
and vocational training） 70 10 80

2 恵まれない子どもたちへの教育（Education of disadvantaged children） 36 3 39

3 教育力とリーダーシップ（Teaching and leadership） 27 11 38

4 学校のカリキュラム（School curriculum） 28 0 28

5 子どものための防犯とソーシャルケア（Safeguarding and social care for children） 25 3 28

5 学校経営と管理（Running and managing a school） 23 1 24

7 生徒の幸福、行動および出席（Pupil wellbeing, behaviour and attendance） 11 3 14

8 学校査察と教育機関のパフォーマンス（Inspections and performance of education 
providers）＊ 11 9 2

9 特別な教育的ニーズおよび障害（SEND）と高いニーズ（Special educational needs 
and disability（SEND）and high needs） 10 0 10

10 学校とアカデミーの資金（School and academy funding） 7 1 8

11 学校とアカデミーの財務管理と保証（School and academy financial management and assurance） 7 0 7

12 チャイルドケアと乳幼児期（Childcare and early years） 6 0 6

13 養子縁組、養育および代理家族（Adoption, fostering and surrogacy） 4 1 5

13 子どもの健康と児童福祉（Children’s health and welfare） 4 1 5

15 子どもがいる家庭への経済的援助（Financial help if you have children） 1 0 1

16 学生のための資金とファイナンス（Funding and finance for students） 0 0 0

16 就学・通学（Starting and attending school） 0 0 0

16 離婚、別居および法的問題（Divorce, separation and legal issues） 0 0 0

16 妊娠と出産（Pregnancy and birth） 0 0 0

16 青年雇用と社会問題（Youth employment and social issues） 0 0 0

（GOV.UKより筆者が独自に集計。＊…条項違反校およびその予備軍への警告文書（Warning Notice、Minded to 
terminate letter）176件を除く）



92　日英教育研究フォーラム 23 号

（Education, training and skills）と子育て、チャイルドケア、チルドレンズ・サービス（Parenting, 

childcare and children’s service）の2つ、この大項目にぶら下がるサブトピックは以下の項目であ

る。

教育、訓練、スキル（Education, training and skills）12のサブトピック

•恵まれない子どもたちへの教育（Education of disadvantaged children）

•学生のための資金とファイナンス（Funding and finance for students）

•継続教育・高等教育、スキルおよび職業訓練（Further and higher education, skills and voca-

tional training）

•学校査察と教育機関のパフォーマンス（Inspections and performance of education providers）

•生徒の幸福、行動および出席（Pupil wellbeing, behaviour and attendance）

•学校経営と管理（Running and managing a school）

•学校とアカデミーの財務管理と保証（School and academy financial management and assur-

ance）

•学校とアカデミーの資金（School and academy funding）

•学校のカリキュラム（School curriculum）

•特別な教育的ニーズおよび障害（SEND）と高いニーズ（Special educational needs and disa-

bility（SEND）and high needs）

•就学・通学（Starting and attending school）

•教育力とリーダーシップ（Teaching and leadership）

子育て、チャイルドケア、チルドレンズ・サービス（Parenting, childcare and children’s 

service）8のサブトピック

•養子縁組、養育および代理家族（Adoption, fostering and surrogacy）

•チャイルドケアと乳幼児期（Childcare and early years）

•子どもの健康と児童福祉（Children’s health and welfare）

•離婚、別居および法的問題（Divorce, separation and legal issues）

•子どもがいる家庭への経済的援助（Financial help if you have children）

•妊娠と出産（Pregnancy and birth）

•子どものための防犯とソーシャルケア（Safeguarding and social care for children）

•青年雇用と社会問題（Youth employment and social issues）

　サイト閲覧者は、このようなトピックからさらにサブトピック、関連組織（organisation）、関

連人物（person）、関連地域（world location）に加えて、日付による検索が可能である。さらに加

えるならば、これらのトピックにタグ付けされている項目は、ガイダンスと規制（Guidance and 

regulation）、ニュースとコミュニケーション（News and communications）、政策文書と協議（Poli-

cy papers and consultations）、透明性と情報公開の自由（Transparency and freedom of information 
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releases）という4つのみになっている。ちなみに以前は、1）演説（Speech）、2）新聞報道
（Press release）、3）透明度データ（Transparency data）、4）コレクション（Collection）、5）ガイ

ダンス（Guidance）、6）研究と分析（Research and analysis）、7）公式統計（Official Statistics）、8）

ニュース・ストーリー（News story）、9）形式（Form）、10）協議結果（Consultation outcome）、

11）インパクト評価（Impact assessment）、12）非公開協議（Closed consultation）、13）政策文書
（Policy paper）と、実に13ものタグが設定されていた。これまでの構成と比べると雲泥の差であ

る。非常にすっきりと、検索しやすくなったことは間違いなかろう。

　今回のサイト・リニューアルによってもたらされた情報のスリム化と利便性は、本稿において

は、以下の2点の不都合を引き起こした。すなわち、①24のトピックが20トピックにスリム化

され枠組みが変更されたため、過年度と単純にその傾向を比較することが難しくなってしまった、

という点、②タグ付けが13から4つへと激減したため、News and communicationsとPolicy Pa-

persの項目に該当する情報が爆発的に増加してしまった、という点である。従来は分割されて

いた継続教育と高等教育、スキルと職業訓練に関連する情報が統合されたために80件という数

にまで膨れ上がったのはその一例である。

　以上のようなことから本稿では、一度ランキングをリセットすること、かつこれまで筆者の乏

しい英語力を酷使して無理やり日本語に翻訳してお届けしてきた情報を原文のままお届けするこ

とにする。たぶんこの方が会員諸兄姉の便宜に適うのではないだろうか。会員諸兄姉におかれて

はこういった事情をご理解いただき、ご海容を願う次第である。

１．継続教育・高等教育・スキルおよび職業訓練（Further and higher educa-
tion,  skills and vocational training）80件

2018年
3月12日

3月14日
3月16日
3月21日
3月23日
3月27日
3月29日
4月 1日
4月 5日
4月 6日
4月18日
5月 3日
5月17日

5月24日
5月27日
5月29日

▶Universities to be rated by subject quality
▶Apprenticeships and Skills Minister celebrates National Apprenticeship Week
▶Association of Colleges Governance Summit
▶ Institute for Apprenticeships: statutory notice
▶Call for Evidence opens for review of post-18 education
▶ Education Secretary visits Nottingham
▶ Skills Minister calls on employers to join new T Level panels
▶Multi-million pound fund for adult learning announced
▶ SoS writes to Nicola Dandridge (OfS) delegating Prevent monitoring duty
▶ Further Education Commissioner objective setting letter
▶ 600,000 graduates to benefit from financial milestone
▶Help for nursing students affected by loan overpayments
▶ Sam Gyimah hosts free speech summit
▶New support for young care leavers starting an apprenticeship
（政策文書）Apprenticeship funding from May 2017: equality analysis
▶ T Levels: ministerial direction
▶New T Levels mark a revolution in technical education
▶ £170m competition launched for new Institutes of Technology
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6月 7日

6月18日

6月20日
6月21日
6月26日

6月28日

7月 2日
7月 3日
7月18日
7月20日

8月10日
8月14日
9月 3日
9月 5日
9月10日
9月11日
9月13日
10月 2日
10月 8日

10月12日
10月18日
11月 2日
11月 6日

▶Universities Minister calls for a better deal for students
▶Northern Powerhouse Minister calls for ‘Ivy League of the North’ to rival the best 

universities in the world
▶Digital and science engineering to be taught at new college
▶ £22m fund launched to boost construction skills
▶ £5million to attract over 100 industry experts into teaching
▶Data revolution for students
▶Greater flexibility for apprenticeship levy as transfers extended
▶Universities Minister launches open data competition
▶Multi-million pound fund launched to help colleges improve
▶New package of measures announced on student mental health
▶ Further financial support for UK and EU students
（政策文書）Higher education student finance 2019 to 2020: equality analysis
▶New multi-million pound deal to boost skills across West Midlands
▶ Students praise quality of colleges and training providers
（政策文書）Higher Education and Research Act: impact assessments
（政策文書）Treating students fairly: response to the House of Lords report
▶Research reveals lesser known qualifications could help boost skills and jobs
▶ T Levels move another step closer as competition launches
▶Universities Minister speaks at UUK annual conference
▶ Leading industry experts to design new T Levels
▶ International education study highlights UK strength
▶Minister commits to transnational partnership
▶New education and skills measures announced
▶Construction Industry Training Board: government priorities
▶ Engineering Construction Industry Training Board: priorities letter
▶ FE providers benefit from scheme to boost teaching workforce
▶Adults to benefit from digital skills overhaul
▶Universities Minister pledges to transform student choice
▶Next phase of multi-million pound college improvement fund launches

11月 7日
11月16日
11月18日
11月19日
11月20日

11月23日
11月26日
11月27日

11月29日
11月30日
12月 4日
12月 6日

12月12日
12月19日

▶ Teachers to benefit from £8 million initiative to boost skills ahead of T Levels roll-out
▶Construction industry to benefit from major skills boost
▶Government boosts student choice with two-year degrees
（政策文書）Review of TEF: terms of reference
▶ Top college leaders to help strengthen further education sector
▶Higher education expert to review TEF
▶Anne Milton addresses Association of Colleges conference
▶Register of Apprenticeship Training Providers redesign
▶Graduate earnings remain high
▶ T Level Funding Consultation Launched
（政策文書）Accelerated degree courses: assessment of impact
（政策文書）Post-16 skills plan and independent report on technical education
▶ Further intervention on student mental health
▶Damian Hinds Technical Education Speech
▶ Education Secretary outlines plans to get more people into skilled jobs
▶Colleges receive funding boost to help raise standards
▶ Second round of £5 million Taking Teaching Further programme opens
▶Winners announced for new student apps
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2019年
1月 4日
1月16日
1月17日

1月18日
1月30日

1月31日
2月 1日
2月 2日
2月 6日
2月 8日
2月13日

2月28日

（政策文書）Value for money in higher education
▶ Further Education providers invited to deliver new T Levels
▶New Apprenticeship Campaign ‘Fire It Up’ launches
▶Call for universities to improve support for disabled students
▶Review of UK university rating system launched
▶ £38 million T Level Capital Fund launches
▶Parliament passes accelerated degree proposals
▶Universities Minister sets vision for higher education
（政策文書）Higher education grants and loans 2019 to 2020: equality analysis
▶ Free speech to be protected at university
（政策文書）Devolution of adult education functions: MoUs
▶ Final round of Strategic College Improvement Fund opens
▶Contracts awarded to deliver the first T Levels
▶Universities Minister reinforces the civic role of institutions
▶Universities Minister calls for greater improvement on access

　　　　２．恵まれない子どもたちへの教育（Education of disadvantaged children）39件

2018年
3月 6日
3月19日
3月28日
4月20日
4月27日
4月30日
5月11日
5月16日
5月18日

▶ Social work teaching partnerships: S31 grant determination letter
▶ Funding boost to give more children healthy start to the day
▶Boost to support disadvantaged families during the holidays
▶ Funding boost for cross Commonwealth scholarship fund
▶ Fund for bright disadvantaged pupils launched
▶Multi-million fund to boost children’s early language skills
▶Drive to create more good school places for families
▶Boost for maths education in the North for National Numeracy Day
▶ Education Secretary marks Mental Health Awareness Week in Hastings

5月23日
5月24日
6月 8日
7月 1日
7月13日
7月23日
7月27日
7月31日
8月 1日
8月28日
9月20日
10月 2日
10月11日

11月 2日
11月 7日
12月 3日

（政策文書）The future of the Social Mobility Commission
▶New standards to support pupils to reach their potential
▶Queen’s Birthday Honours List 2018
▶Multi-million pound fund to support disadvantaged children in the early years
▶New Chair of the Social Mobility Commission confirmed
▶ £1million to improve life skills for young people in Doncaster
▶ Free holiday activities and meals for disadvantaged families
▶ Education Secretary sets vision for boosting social mobility
▶Multimillion investment in early years education and boost social mobility
▶New £1.6million investment in projects in North Yorkshire
（政策文書）Social mobility and opportunity areas
▶New education and skills measures announced
▶Damian Hinds: Autonomy leads to progress in our schools
▶Damian Hinds speech at Confederation of School Trusts conference
▶ Thousands more school children receiving a nutritious breakfast
▶ Tech experts to provide National Centre for Computing Education
▶ Thousands of new places created in Outstanding schools
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12月 4日
12月 6日
12月10日

12月13日
12月21日
12月29日

2019年
1月10日
1月24日
1月29日
2月11日
2月28日

▶Mentoring schemes and top scholarships for children in care
▶ Expert panel confirmed to raise education outcomes in North East
▶ Education Secretary vows to boost vulnerable children’s outcomes
（政策文書）Review of children in need
▶Gap between disadvantaged pupils and their peers narrows
▶ Extra support for disadvantaged children during school holidays
▶Activity ‘passport’ to inspire schoolchildren and boost resilience

▶New free schools to benefit children with additional needs
▶ Standards continue to rise in England’s schools
▶Boost for national mission to improve early literacy and language
▶ Improved access to thousands more world class school places
▶New training for health visitors to boost early language skills
▶Children and Families Minister announces new early years funding

　　　　３．教育力とリーダーシップ（Teaching and leadership）38件

2018年
3月 6日
3月 8日
3月 9日
3月10日

3月14日
3月15日
3月23日

5月 4日
5月 6日
5月22日
6月 3日
7月20日
7月21日

7月24日

7月26日
8月 7日
9月 5日

▶New bursary to get veterans into teaching
▶ Teaching Regulation Agency Chief Executive appointed
▶Reappointment to the School Teachers’ Review Body
▶Damian Hinds sets out plans to help tackle teacher workload
▶Damian Hinds: There are no great schools without great teachers
▶ Schools to support teachers’ return to the classroom
▶ Schools Minister launches programme to boost leadership
▶Nick Gibb welcomes teachers to international conference
▶Nick Gibb attends International Summit of the Teaching Profession
（政策文書）Principles for a clear and simple school accountability system
▶ Schools Minister announces boost to computer science teaching
▶Prime Minister and Education Secretary host teachers at Number 10
▶New free website for schools to advertise vacancies
▶ Secretary of State speech at the National Association of Headteachers conference
▶Measures announced to help schools reduce teacher workload
（政策文書）Supporting NQTs and teachers with work-life balance
（政策文書）Using technology to aid school improvement
（政策文書）Reviewing feedback and marking in schools
（政策文書）Replacing written feedback in schools
（政策文書）Sharing planning tasks in schools
（政策文書）Using technology for effective change
（政策文書）Measuring pupil progress and managing the data
▶Around one million public sector workers to get pay rise
▶Government to fund pay rise for teachers
▶Curriculum programme pilots to reduce time spent planning lessons
▶New technology to spearhead classroom revolution
▶New teachers ready to deliver in the classroom
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9月10日
10月11日
10月12日
11月 5日

11月 7日
11月21日

2019年
1月15日
1月28日
2月 5日

▶Appointments to the School Teachers’ Review Body
（政策文書）Diversity of the teaching workforce: statement of intent
▶ FE providers benefit from scheme to boost teaching workforce
▶Reducing workload in schools: joint letter to all school leaders
▶More support for school leaders to tackle workload
（政策文書）Teacher workload advisory group report and government response
▶ Tech experts to provide National Centre for Computing Education
▶ School Teachers’ Review Body（STRB）remit letter for 2019

▶New site to help schools save thousands on recruitment costs
▶New national strategy unveiled to boost teacher numbers
（政策文書）Teacher recruitment and retention strategy

　　　　４．学校のカリキュラム（School curriculum）28件

2018年
3月26日
4月10日
4月11日
5月 6日
5月10日
5月14日
6月22日
7月 4日
7月10日
7月19日
7月26日
8月 3日
8月 7日
8月16日
8月23日
9月 4日
9月 8日
9月27日
10月24日
10月25日
11月 7日
12月13日

2019年
1月10日
1月11日
1月24日
1月25日
2月 7日
2月25日

▶ Top universities urged to open new maths schools
▶ Funding boost for the arts to support talented pupils
▶New measure for fairer recording of primary school performance
▶ Schools Minister announces boost to computer science teaching
▶Nick Gibb speech at launch of Midland Knowledge Hub
▶New gold-standard GCSEs prepare pupils for careers Britain needs
▶Pilot launched to boost early language skills and cut teacher workload
▶ Skills boost for the North as maths school to open in Liverpool
▶More pupils in England reach expected standard at key stage 2
▶New relationships and health education in schools
▶Curriculum programme pilots to reduce time spent planning lessons
▶ Languages boost to deliver skilled workforce for UK’s businesses
▶New technology to spearhead classroom revolution
▶Next generation of young people gaining the skills Britain needs
▶GCSE pupils gaining knowledge and skills for future success
▶Primary school standards continue to rise
▶ School Standards Minister at ResearchED
▶More children on track to be fluent readers in primary school
▶Record numbers learning instruments in class thanks to music hubs
▶Drive to ensure all children can swim by end of primary school
▶ Tech experts to provide National Centre for Computing Education
▶Gap between disadvantaged pupils and their peers narrows

▶New centre for excellence to boost modern foreign language skills
▶Government backs young musicians
▶ Standards continue to rise in England’s schools
▶ Shanghai maths exchange shows power of international partnership
▶ Education Secretary sets out five foundations to build character
▶All pupils will be taught about mental and physical wellbeing
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５．子どものための防犯とソーシャルケア（Safeguarding and social care for 
children）28件

2018年
3月 5日
3月 9日
3月15日

3月20日
4月 1日
4月18日
5月17日
6月 4日
6月 7日
6月13日
7月 4日
7月 5日

7月20日
7月23日

7月26日
8月28日
10月26日

11月13日

11月16日
12月 3日

2019年
1月 8日
1月28日
2月20日

▶Government outlines strengthened plans to tackle child abuse
▶ Education Secretary visits Hampshire children’s social services
▶Minister announces £17 million to improve children’s services
▶New alliance to boost confidence in reporting child abuse
▶ Education Secretary praises profession on World Social Work Day
▶ SoS writes to Nicola Dandridge（OfS）delegating Prevent monitoring duty
▶ Social work and the Commonwealth
▶ Strengthened guidance for schools and colleges on safeguarding
（政策文書）T Social Work England: secondary legislation
▶Members announced for new Child Safeguarding Practice Review Panel
▶ Improved mental health support for children in care
▶ Strengthened guidance to protect children at risk
▶ Education Secretary makes inaugural speech to children’s services sector
▶Children and Families Minister addresses ADCS conference
（政策文書）Fostering better outcomes
▶ James Brokenshire proposes to remove commissioners from Rotherham council 

after 3-year intervention
▶New Council for Internet Safety in the UK
▶New unit to tackle exploitation of vulnerable young people
▶Major new scheme launched to support young people leaving care
▶Children and Families Minister launches Care Leaver Covenant
（政策文書）T Department for Education: Care Leaver Covenant offer
▶Correspondence about children’s services in Northamptonshire
▶ Improvement plan proposed for Northamptonshire children’s services
▶Children and Families Minister addresses NCAS conference
▶New guidance to help parents avoid unsafe out-of-school settings

▶ Funding announced to train 900 new children’s social workers
▶New schemes to help care leavers access education and employment
▶Child Safeguarding Practice Review Panel: first national review

　　　　６．学校経営と管理（Running and managing a school）24件

2018年
3月 1日
3月22日
3月26日
3月29日
4月16日

▶ Secondary school places confirmed for thousands of pupils
▶Data protection changes: letter to the supplier community
▶ Skills Minister highlights new provider access law for schools
▶ Funding boost to improve and expand school buildings
▶National primary offer day
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5月17日
5月29日

6月 9日

6月12日
7月 4日
8月31日
9月 4日
11月 5日
12月 3日

12月18日
12月27日

2019年
1月17日
1月19日
1月23日
1月30日

2月 5日

▶ Schools to get expert advice from leading business advisers
▶Multi-million pound investment in state of the art facilities for children with special 

educational needs
▶ Education Secretary issues call to arms for school governors
▶Damian Hinds speech at National Governance Association conference
▶ Interim National Schools Commissioner appointed
▶ Skills boost for the North as maths school to open in Liverpool
▶More support to help schools with costs
▶New free schools to open across England
▶Reducing workload in schools: joint letter to all school leaders
▶New guidance to help parents avoid unsafe out-of-school settings
▶ Thousands of new places created in Outstanding schools
（政策文書）Voluntary-aided schools capital scheme: equalities impact assessment
▶ Schools challenged to go single-use plastic free by 2022

▶Annual report of the Chief Schools Adjudicator for England
▶ £2.5 million to boost international exchanges for schools
▶ Education Secretary calls on more schools to become an academy
▶Damian Hinds writes to NEU and CES: employment rights
▶Price comparison site launched to help schools cut energy bills
▶ Schools Minister calls on academies to justify ’excessive’ pay

７．生徒の幸福、行動および出席（Pupil wellbeing, behaviour and attendance）14件

2018年
3月16日

5月18日
6月22日
7月19日
8月 6日
9月12日
10月17日
12月10日
12月19日
12月20日

2019年
2月 4日
2月 7日

（政策文書）Alternative provision: vision and reform
（政策文書）School exclusions review: terms of reference
▶ Education Secretary marks Mental Health Awareness Week in Hastings
▶Pilot launched to boost early language skills and cut teacher workload
▶New relationships and health education in schools
▶Projects to improve education for children with additional needs
▶Children and Families Minister speaks at safeguarding conference
（政策文書）Alternative provision: response to the select committee report
▶ Education Secretary vows to boost vulnerable children’s outcomes
▶Government and top sports bodies to help children play more sport
▶NHS and schools in England will provide expert mental health support

▶One of the largest mental health trials launches in schools
▶ Education Secretary sets out vision for character and resilience
▶ Education Secretary sets out five foundations to build character
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8．査察と教育機関のパフォーマンス（Inspections and performance of education 
providers）11件

2018年
4月 6日
4月27日
5月 4日

7月31日
9月11日
10月11日
12月 3日
12月13日

2019年
1月31日

▶ 600,000 graduates to benefit from financial milestone
▶New National Schools Commissioner to help raise standards
▶ Education Secretary to set out vision for "clearer" school system
（政策文書）Principles for a clear and simple school accountability system
（政策文書）School and college performance tables: statements of intent
▶ International education study highlights UK strength
▶Damian Hinds: Autonomy leads to progress in our schools
▶ School inspections: Nick Gibb letter to Ofsted
▶MAT summary evaluations: Damian Hinds writes to Ofsted

▶ Steiner schools: Damian Hinds writes to Amanda Spielman

９．特別な教育的ニーズおよび障害（SEND）と高いニーズ（Special educational 
needs and disability（SEND）and high needs）10件

2018年
3月16日
3月29日
5月10日
5月24日
5月29日

7月 1日
11月22日

12月10日
12月16日
12月17日

▶New action to improve outcomes for children with additional needs
▶New measures to support children with SEND
▶Boost in support for children with additional needs
▶New standards to support pupils to reach their potential
▶Multi-million pound investment in state of the art facilities for children with special 

educational needs
▶Multi-million pound fund to support disadvantaged children in the early years
▶Pioneering new approach to assessing pupils with complex disabilities to be 

introduced in schools
▶ Education Secretary vows to boost vulnerable children’s outcomes
▶New funding to support children with special educational needs
▶ Letter from the Secretary of State to local authorities

　　　　10．学校とアカデミーの資金（School and academy funding）8件

2018年
3月 6日
3月28日
4月10日
5月29日

▶New bursary to get veterans into teaching
▶Boost to support disadvantaged families during the holidays
▶ Funding boost for the arts to support talented pupils
▶Multi-million pound investment in state of the art facilities for children with special 
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7月 1日
7月24日
7月27日
10月 8日

educational needs
▶Multi-million pound fund to support disadvantaged children in the early years
（政策文書）National funding formula for schools and high needs
▶ Free holiday activities and meals for disadvantaged families
▶ Education Secretary launches £24 million programme for North East

11．学校とアカデミーの財務管理と保証（School and academy financial manage-
ment and assurance）7件

2018年
5月17日
6月 9日

6月12日
8月31日
10月11日
10月11日

▶ Schools to get expert advice from leading business advisers
▶ Education Secretary issues call to arms for school governors
▶Damian Hinds speech at National Governance Association conference
▶ Interim National Schools Commissioner appointed
▶More support to help schools with costs
▶Damian Hinds: Autonomy leads to progress in our schools
▶Damian Hinds speech at Confederation of School Trusts conference

　　　　12．チャイルドケアと乳幼児期（Childcare and early years）6件

2018年
6月26日
7月 5日

9月11日

2019年
2月28日

▶Reduce school holidays stress with help for childcare costs
▶ Education Secretary makes inaugural speech to children’s services sector
▶Children and Families Minister addresses ADCS conference
▶ 30 hours childcare offer helping balance work and family lives

▶New training for health visitors to boost early language skills
▶Children and Families Minister announces new early years funding

　　　　13．養子縁組、養育および代理家族（Adoption, fostering and surrogacy）5件

2018年
3月22日
4月 3日
7月20日

12月23日

▶ Funding boost to improve speed and quality of adoption services
▶Minister visits projects supporting children’s services in Leeds
▶Plans to help children in foster care experience loving and stable homes
（政策文書）Fostering better outcomes
▶ Thousands more families to benefit from the Adoption Support Fund
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　　　　14．子どもの健康と児童福祉（Children’s health and welfare）5件

2018年
7月25日

11月 2日
12月 3日
12月17日
12月20日

（政策文書）Response to the select committee report on the children and young peo-
ple’s mental health green paper

▶ Thousands more school children receiving a nutritious breakfast
▶New guidance to help parents avoid unsafe out-of-school settings
▶ Letter from the Secretary of State to local authorities
▶NHS and schools in England will provide expert mental health support

　　　　15．子どもがいる家庭への経済的援助（Financial help if you have children）1件

2018年
6月26日 ▶Reduce school holidays stress with help for childcare costs

【追記】

　2019年7月23日、大方の予想通り、ボリス・ジョンソン（Boris Johnson）が第28代保守党党首

に選出され、翌24日、バッキンガム宮殿でエリザベス女王に謁見し、組閣の大命を受けること

で正式に第77代イギリス首相に就任した。さっそくジョンソン首相は自身が強硬に主張する急

進的なEU離脱案に賛同する議員を中心に組閣を行った。その結果、ジョンソンの主張に反対的

立場をとっていたダミアン・ハインズに代わり、2019年5月まで国防大臣に就いていたギャビ

ン・ウィリアムソン（Gavin Williamson）が新たに教育大臣となった。

　7月30日現在、教育省の主要担当大臣は以下の通りである。

•教育大臣（Secretary of State for Education）：ギャビン・ウィリアムソン（Gavin William-

son）

•学校水準担当大臣（Minister of State for School Standards）：ニック・ギブ（Nick Gibb）（変

わらず）

•担当大臣（Minister of State）：ジョー・ジョンソン（Jo Johnson）

•学校制度担当政務次官（Parliamentary Under Secretary of State for the School System）：ア

グニュー卿（Lord Agnew）

•子ども・家族担当政務次官（Parliamentary Under Secretary of State for Children and Fami-

lies）：ケミ・ベイドノック（Kemi Badenoch）

　ニック・ギブのみ留任、その他はすべてニュー・フェイスとなった。また、ジョンソンが党首

に就任する直前、アン・ミルトンがジョンソン首相に反目し、彼の就任前に閣外に去ったため、

徒弟制・スキル担当大臣は空席となった。クリス・スキッドモアは健康とソーシャルケア省（De-
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partment of Health and Social Care）の担当大臣へと鞍替えとなった。子ども・家族担当政務次官

であったナディム・ザハウィも解任され、新たにケミ・ベイドノックが同役職に就任となった。

　新大臣のギャビン・ウィリアムソンは、先述のように2019年5月まで国防大臣だったが、中国

通信機器大手華為（ファーウェイ／Huawei）による第5世代（5G）移動通信網構築への参入に関

する国家安全保障会議（NSC）の協議内容の情報漏洩についての責任を問われ、メイ首相に更迭

された。解任後はメイ首相のBrexit案に対し舌鋒鋭く批判し離脱強硬派を自認していたことに

加え、過去、学校の自律性をもたらすアカデミー・プログラムを強力に支援したことが今回の人

事に影響を与えたと思われる。果たして、この人事がこれからのイギリス教育にどのような影響

を与えるのだろうか。今後のさらなる動向が注目される。


