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はじめに

本研究報告は，科学研究費基盤研究A I発達・学習支援ネットワークのデザインに関する総

合的研究J (代表:鈴木敏正)にかかわる調査研究の一環として実路された，英盟リーズ市を中

心とする地域調査の中間報告である。科研費に基づく調査研究は，北海道大学大学院教育学研

究科あげての総合的研究であるが，ここでは，その中における 1)ーズ市調査の位置づけを述べ

ておきたい。

「発達・学習支護ネットワークのデザインに関する総合的研究」の目的は，子ども・成人・

齢期にわたる人々の発達と学習を支援するための教育資源や教育実践の効果的ネットワーク化

と，そのために必要な学習プログラムおよび専門家養成のためのカリキュラムを荷発するとこ
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ろにある。

現段暗における子どもの教育困難と教育政策の混乱，将来が見通せない大きな麗史的大転換

期にあって必要とされている「全成人の全面的学習J，そして増大する生活不安をかかえたまま

超高齢化社会を迎えようとしている高齢者たち，こうした状況の中で「発達・学習支援」の在

り方が関われている。現実の実践はすでに，出来の制度的教育の枠を越えた多間的な展開をみ

ており，政策的には総合的な「ネットワーク型行政」や，参加型社会に対応した「参画製行政J

が必要とされてきている。そして，営利と非営利を間わず，多様な発達・学習支援活動が展開

されており，その中では支設を必要とされてきた当事者のグループ・組織から発展してきたも

のも目立っている。

こうした現実をみるとき，多様な発達・学習支援活動のネットワーク化の重要性を指摘する

ことは容易いことであろう。そして，地方分権と参画型社会の時代である現段階，全国的には

もとより，地域においてそれらの諸活動を有効たらしめるために，相互に連携しながら，それ

ぞれの実践を豊かなものにしていくようなデザイン (r計画化J)が求められているということ

も了解されるであろう。こうしたことをふまえて，われわれは，教育学・健康スポーツ科学・

心理学・社会科学といった学問領域からなる北海道大学大学院教育学研究科が進めてきた，総

合科学的・実証的・実践的研究風土の特徴を最大限活かしつつ，あらためて「生揮発達」と「生

謹学習」の視点から，発達・学習支援ネットワークのデザ?インに関する総合的研究に取り組む

こととした。

とはいえ，この科学研究費は 2003年 10月に採択が決定されたものであり，調査研究は絡に

ついた段階にあるにすぎない。以上のような理解をめぐっての，われわれ内部の討議も決して

十分で、あるとは言えない。とりあえず，研究代表者としての筆者の専門から考えた全体テーマ

への初発段階におけるアプローチは，拙著 f生涯学習の教育学 学習ネットワーキングから

一一~ (北樹出販， 2004) で示しておいたので，参考にしていただきたい。

ところで，われわれは上記テーマの調変研究を推進するにあたって 3つの柱を建てた。第

1に，北海道内の特定地域における発達・学習支接ネットワークの構築に関する実賎的研究で

あり，大都市・地方都市・農漁村・!日産炭地を対象にして，実証的・実践的フィールド研究を

実施することである O 初年度 (2003年度)は，大都市の札幌，地方都市の士別市，農漁村の士

暁市を取り上げて調交研究を出発させている。上掲拙著は，これらのうちとくに士別市での調

査研究をふまえたものである

第2に，広域にわたる発達・学習支援ネットワークの構築に関する試験的研究で，支張'靖報

の整備とインターフェイス，相談活動プログラム，専門家養成のためのカリキュラム開発を行

うことである。初年度は北海道大学教育学研究科の 1室を事務室とし，そこにサーバ用コン

ビュータを設置し，関連'1官報と資料を収集しつつ，その試験的運用を開始した。

第3は，発達・学習支援ネットワークの国際比較研究であり，イギ 1)ス，アメリカをはじめ

とする諸国の特定地域を対象とした実態調査を実施し，それらから得た知見を日本で推進して

いる調査研究とネットワークづくりに反映させることである o 初年度はイギ 1)スを取り上げる

こととし，①これまで本研究科と協同研究の蓄積がある北アイルランドの研究者・実践者を招

轄した国際シンポジウムを開催することによって，今後の調査研究の課題を明らかにすること，

そして②地域での関連活動のネットワークづくりと，大学を重要な中心とした発達・学習支援

のパートナーシップづくりが典型的にみられるリーズ市を対象とした地域調査を行うことによ
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り，本調査研究展開に有誌な'情報を得ることである。

①の国際シンポジウムは，-地域づくり教育/地域社会発展教育 community development 

educationの未来」という全体テーマのもと， 2004年 3月30日，北海道大学教育学部会議室で

関鑑された。同じ国際比較研究の一環であるので，ここでその概要にふれておく。

このシンポジウムは，これまでの北海道と英国北アイルランドでの協調研究(その一端につ

いては，鈴木敏正編著『社会的排除と「協同の教育J~ 御茶の水書麗， 2002，参照)をふまえて，

とくに社会的に排除された地域で笑践されている「地域づくり教育/地域社会発展教育」の現

段階的課題と将来方向について，報告と討議を通して明らかにすることを課題としたものであ

る。もちろん，そのことが，関連する諸実践のネットワークイむと，かかわる諸グループ・組織

のパートナーシップ形成を考える際に有益な示唆を与えるであろうことを念頭においてのこと

である。当日は，主催者からの趣旨・経過の説明と解題(鈴木敏正:コーディネーター)，そし

て北アイルランドの状況についてのガイダンス(大高研遊:報告者)ののち，次のような 3つ

のセッションとパネル・デ、イスカッションという構成で進行した(参加者 52名)。

第 1セッションの報告は，① TheEvolution of a Counter Hegemony: A Perspective on 

the Role of Community Development Education to the N orthern lreland Peace Process (報

: Terry Robson英国アルスター大学正講師)，および②臼本における地域づくり教育論の

展開と課題(宮崎隆志北海道大学教育学研究科助教授)であった。①は，セクト的対立を克麗

しながら進める CommunityDevelopment Education において，元政治囚が来たす革新的な役

割を強調した。②は，北海道と北アイルランドの協同研究をふまえて，参画型社会に照応した

地域づくり教育論の展開，現代における「政治学習と生産学務の統一J，そして地域教育主体形

成をめざす罰有の教育英践の課題を提起した。

第 2セッションの報告は，③ FromCommunity Development to the Social Economy: 

lmplications for Social Economy (Pauline McClenaghan社会的経済機構ディレクター)，④ 

北アイルランドにおける地域づくり協同実践から学ぶ:地域づくり協同・学習ネットワークに

向けて(大高研道弘前学院大学助教授)であった。③は，新たな動向として「社会的経済 Social

EconomYJを紹介し，そこにおける矛盾を克臨するところに CommunityDevelopment Educa-

tionの発展があることを強識した。④は，北アイルランドでの調査研究から，ゆるやかなネッ

トワークを表基盤に地域づくり協同実践を進め，それを調査・専門機関が援助することが重要だ

として， 日本の地域づくり教育へ適用する可能性を示唆した。

第 3セッションの報告は，⑤Sport and Community Relations in N orthern lreland: 

Assimilation or Diversity? (Alan Bairner英国ラフパラ大学教授)，⑥グローパ 1)ゼーション

と北海道における地域スポーツ(大沼義彦北海道大学教育学研究科助教授)であった。⑤は，

北アイルランドにおけるサッカーの事例をとりあげながら，スポーツによる地域社会関係改善

Community Relationsの活動のこ面性を克服してはじめて，アイテ、、ンティティ形成を含めた

Community Development Educationが可能で、あるとしたo @は，常呂町のカーリングと札幌

のスポーツ・イベントを事例として，地域住民の生活にねざした地域スポーツを発展させるこ

との重要性を強調した。

以上をふまえたパネル・ディスカッションでは，関連分野の理論と実践の発展にとっての，

こうした国際調査研究交流の意義が確認されるとともに，大学とくにその地域成人教育訓練活

動の果たす役割の重要性が指摘され，そのために必要な大学改革の課題が議論された。
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本研究報告は，同じイギリスとの鴎際協毘比較研究として，この間際シンポジウムより先に，

イングランド北部にあるリーズ市を中心にして実施された現地実態調査研究の中間報告であ

る。しかしながら，謂査研究の課題と内容としては，むしろこのシンポジウムでの成果をふま

えつつ，新たな調査研究の課題に照応させて，研究と実践の地域的かっ国際的(グローカル)

なネットワークを創っていることを志向して実施された調査研究である。

実擦の調査日程・識変対象・調査内容などについては，のちにくわしく触れる。参加した調

査メンバーは，姉崎洋一，室橋春光，椎名恒，大詔義彦，丸山英貴子，そして鈴木敏正の 6名

である。なお，ロンドン大学留学中であった小内透教授にも全日程に参加していただいた。通

訳はロンドン大学博士課程で教育学の研究にたずさわっている藤兼ひろ子さんにお願いした

が，調査活動・宿泊・移動その他あらゆることを効率的に進めるために，単なる通訳役を越え

た協力をしていただいた。もちろん， リ…ズ大学継続教育学部の「調査受け入れコア・クゃルー

プJ (Richard Taylor， Keith Forrester， Lindsey Fraser， Ci11ia Ross， Mirium Zukas， Kevin 

Ward)をはじめ，調査対象とさせていただいた方々には多大な御協力をいただいた。それぞれ

のお名前は後掲となるが，この機会を利用させていただいて，あらためて謝意を表したい。

2004年 3丹

リーズ調査団長鈴木敏正



250 

I 転換期の英雷大学と大学成人継続教腎の岐路 リーズ地域を中心に

姉崎洋一

はじめに

世紀転換期における英国の構造変革とは何であったのか。あるいは現在進行形のそれとして

何であるのか。それは，要するに，サッチャー型改革を引き継いだメージャー政権に代わって

97年の総選挙で新労働党政権を誕生させたブレア政権をどのように評価するかに帰着しよう。

このことについては， トニイ・ブレアの掲げた施策の根幹をなす思想，すなわち，A.ギテ、、ンズ

等の影響を受けての「第三の道 thethird way Jの諸政策の吟味がその鍵をにぎると言われて

いる。ブレア首相の目指すニューレイパー (NewLabor)が，オールドレイパーへの回帰でも，

単純なサッチャー型政策の継承で、もないとすれば，その政治・経済的な特質とは何であるのか，

社会民主主義政権として仏，独，あるいは北欧の社会民主主義政権との異関はどこにあるのか，

さらには新自由主義的市場政策とクゃローパリゼーションへの対応，国際的な軍事戦略・紛争に

おけるアメリカ合衆国への限りない追随政策などは拘故なのか，これらの疑問については既に

多くの分析が見られることも確かである。 1勿論，このようなブレア型改革の是非については，

対外的な政治経済政策や総論的な政策分析に止まらず，国内諸政策においても吟味されるべき

であろうノとりわけ，この間取られてきた新自由主義的な民営化あるいは PFIを とした福

社，医療，教育，あるいは地域社会開発の新たな諸施策は，く参加 participation>ゃくパート

ナーシップ partnership> ，く近代佑 modernization> ，く企業家精神 entrepreneurship>など

を標語としながら進められ，ニューデイーノレ政策 (New deal policy)，行動的市民 (active

citizenship)政策，など「革新J (innovation)的イメージを振りまいてきた。しかし，これら

まぎらわしい鴎策がはらむ多くの矛盾と論議については，部分的には既に別に触れたこと

もあるい，本報告での鈴木敏正論文にも詳しい。

とくに r教育J重視を前面に掲げて登場したブレア政権が，実際に教育改革にいかなる問題

をもたらしているかの具体的な検証は，今回のリーズ地域調査訪問においても幾らか看取し得

た事柄であった。

1 .調査地 リーズ地域の概況と特徴

1)地政的経済的位置

リーズ地域は，イングランド西北部，西ヨークシャーに位置する。リーズ市はそのや心都

市である。近接してブラッドフォード，シェフィールド，ハ夕、スフィールドなどの工業都市，

ハワース，ハロゲート，ヨークなどの景勝地，観光地を持つ。かつては，交通の要衝(醸上

交通及び運河などの)を利用しての繊維産業，機械工業などが盛んであった。現在 1)ーズ

市は， 71万 5404入の人口 (2002年センサス)を持つ，英国第四の都市(ロンドン，ノ〈ーミ

ンガム，マンチェスターに次ぐ)である。前回国勢調査よりも，英国全体で人口減 (90万人，

2000 年センサス比較)が見られるが， リーズ市は 10700人(-1.5%)減で，近隣のブラッド

フォード (-3.8%)，マンチェスター (-10.6%)，シェフィールド(-3.2%) よりは，減

少率は低<，社会減が少ない。特化した産業に依存せず，商業金融業のバランスもあって，
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工業的衰退においては比較的打撃が少なし 90年代後半以降は，地域再開発の成功例のーっ

として位霊づけられてきた都市である九

報告者の私見から (1987年一1988年の 1年間の在外研究，それ以来 10回ほどの訪問での印象)

えることは， 1970-80年代の深刻な社会経済的な衰退をこの地域も経験したが， 80 年代後半

以降ようやくそれに翁止めがかかり，地域再生の動きが90年代以降近年にかけて目立ち，市の

中心部のビクトリア時代の歴史的アーケード街の再開発， BR鉄道駅裏の再開発，都心部ホテル

の新改築，高級レストランの進出など資本投資が少なからずなされ，多少パブ 1)ーな経済活況

を呈し始めているともいえる。

しかしながら，表層の動きとは別に，地域内部に目をこらせば，周融部には，貧国地域が依

然としてブラックスポットとして存在し，市民間の貧富の差は従来以上に開き，経済・文化格

差の閤定イじないし進展は無視し得ないものとなっている o このことは，自治体の政策上も深刻

なものとしてとらえられてきた。従って，後述して報告される，賞問地域での地域椙1'11:，成人

教育事業(例えば，今回の訪問先のオズモンドソープ・ワンストップセンター，東 1)ーズ家族

学習センターは貧国地域に立地していた。 Cf，鈴木，丸山報告参照)も重要な役割を果たして

いる。また，大都市部に共通するといえるが， リーズもエスニックマイノリテイの築住してい

る都市の一つである。閤カリブ諸島出自の黒人層移民，ブラッドフォード地域とも共通するパ

キスタン系などアジア系移民の集住，炭鉱地帯や近隣工業都市から流入してきた白人貧困麗の

存在，などは，多文化共生の可能性と共に，異なる民族的出自，異なる文化的行動規範，異な

る宗教などの背景をもとに，時に集団聞の緊張や排除問題や差別を生み出す要因にも働くと

える5。失業者，低黄金麗用者は，これらの社会的階層に集中している。また，事柄は，政治経

済的な側面だけではなく，民族的マイノリテイの文化的剥奪と教育的貧困，さらには高齢者と

くに年金生活者の生活不安の拡がり，依然として根強い女性の社会的抑圧状況など，福祉・教

・ジエンダー・労働時題などにおける地域課題を拾えているといえるo

とはいえ，世紀転換期の 90年代後半以降の社会的な潮流は，経済復興に基調があり，中高年

層には依然として暗雲が覆っているとはいえ，従来深刻で、あった若者の社会的問題としての，

失業， ドラッグ，アルコール依存，粗暴柁罪などは，最悪の時期を過ぎてむしろ若者層の進学

増大に関わるトラッキングの問題，技能や資格取得に関わる問題に焦点が移行してきていると

いえる。

2)リーズ大学漫びその地域背景

次に，今回調査のパートナーシップ役を果たしている 1)ーズ大学及び、成人継続教育学部につ

いて触れてみよう。英国の大学史をひもとけば，この大学の成立と発展は比較的明瞭で、ある。

リーズ大学は，前身に， リーズ産学校 (LeedsSchool of Medicine， 1831)とヨークシャーカ

レッジ (1874-1904)をもち，関カレッジはビクトリア大学の一部に編入 (1887)した後，地域

の高等教育要求を受けて， 1904王子にリーズ大学として独立し開設された，いわゆる都市大学

(CivIC University，市民大学と訳す入もいる。)の一つである。その成立過程の歴史は，他の都

市大学と問機に，地域と大学との関係を考える上で示唆に富むケーススタデイと替えよう

ところで，現代英国の大学改革は日本と同様に大変激しくかっラデイカルな構造転換を迫ら

れている。オックスフォード，ケンブリッジ，ロンドンの歴史的な大学をトップグループとす

れば，それに次ぐ位置を多くの大学が競争的な環境の中でしのぎを削っているといえよう。 19
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世紀から 20世紐初頭に設立された都市大学グループ，第ニ次大戦後から 1960年代頃までに設

立された新大学グループ， 1992年の継続高等教育法以降の新・新大学グループ，それに少数の

私立大学が，この競争に加わっている。とりわけ，大学評価と研究助成費が連動する査定シス

テムに実質的に変容してきている HEFC(高等教育財政審議会)のありかた，研究教育の質的

保障のための大学部競争，研究者の流動化を促進させた終身教授権(テニュアー)の廃止，大

堀な留学生数拡大の受け入れと園内学生の授業料の徴収政策への転換，産業との緊密な連携を

軸に位置づける研究開発，等々の動向は，この 10年の際だった特徴と蓄えよう

後述するようにリチヤード・テイラ_8の批判的な指摘は，そのことを雪い当てている。

ところで，採用する指標や尺度の置き方で大きく変動するとはいえ， リーズ大学は，研究教

育費の助成や総合的な力でトップ20グループに入るとされ，確かに，大学予算，学部数，学生

数ともに巨大化してきたといえる。念のために言えば， 1)ーズ大学は， 2003王子現在， 31，500人

の学生(学部，腕生)， 35の学部・学科 (department)をもち， 700の第 1学位プログラム， 330 

の大学院学位フ。ログラムを開設し，短期コースには 52，000人が在籍している。留学生は，約

4，000人強(内大学院学生約 2，500人)を数える。なお 1)ーズ大学は，大学ランクの指標のー

っとされ，かつ政府へのフ。レッシャーグループでもある，オックスブリッジ，ロンドンなども

入るラッセルグループ (18大学加盟)の一員である。

ところで， リーズ地域には，この 1)ーズ大学の他に， リーズ大学と学位とデイプロマ付与を

協定している Trinityand All Saints University College， リーズポリテクニックから昇格し

たりーズメトロポリタン大学があり，総数5万人余の学生を数える。さらに，継続教育カレッ

ジは 7校(ジョーセス・プリスリー・カレッジ， トーマス・夕、ンビー・カレッジ 1)ーズ技術

カレッジ，アート&デザイン・カレッジ，ノfークレーン・カレッジ 1)ーズ音楽カレッジ， リー

ズ建築カレッジ)を地域に有している。これらの大学・カレッジ間の連携，さらには地域社会

との関係は，我々の今回の調査関心事の一つであった。この場合，大学がどのような主体的な

管理・運営を行うかが問題と言えよう。とりわけ，大学の管理運営では，この急激な改革期で

あるだけに大きな対立や緊張が働くからである。

なお， リーズ大学のような都市大学では， The Council， The Senate， The Courtの三者の

チェックアンドバランスが働いている。とくに，前二者の存在意義は，注 16で後述するように，

部局の改編や改廃などにおいて，学長，副学長と Senateとの緊迫した決定審議などに際だ、った

重要性を示している。

2) -1継続教育学部 (Schoolof Continuing Education) 

1)ーズ大学成人継続教育学部の固有の発展の盛史については，別の機会に触れたことがあ

る九ここではその歴史的系譜に触れるとともに，この学部がこの関の成人継続教育に固有に果

たしてきた役割の大きさについて簡単な紹介を行っておきたい。

くリーズ大学成人継続教育学科〉略年史

①前史段階;1907年にオックスフォード大学にチュートリアルクラスが開設されて以来， WEAと大学との連

携が進展し 1939年までにイングランドの大学のすべてか、合悶チュートリアルクラスを有し，多くが

構外教育部を設援した。 1)ーズ大学は，それを設援しなかった五つの大学の一つで、あった。

この時期は， WEAヨークシャー北地区資任者のジョージ・トンブソン (GEORGETHOMPSON) 
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リーズ大学図書館遠景 リーズ大学継続教育学部

によって，チュートリアルクラスが統括されていた。 (1914-1945)彼の熱心な活動は，他の地域の

WEAと巽なって，労働運動に深く関わる労働者階級教育の拡大と普及に向けられた。その過程でシ

ドニー・レイボールド (SIDNEYRAYBOULD)がチューターとして参加してきた。 (1929-1945)

②1946年，リーズ大学成人教育学科創設。初代主任(狂EAD& DIRECTOR OF EXTRA-MURAL STUDIES) 

にSレイボールド任命される o (1969年まで)なお， 1945年に，ブレッド・セジウイック (FRED

SEDGIWICK)がG.トンプソンを引き継いでWEA地区資任者 (SECRETARY)になる。 1947

THE EXTENSION LECTURES COMMITTEE活動開始。徐々にスタップの土勢力日

③1951年，学科名の改称、→ DEPARTMENTOF ADUL T EDUCATION AND EXTRAMURAL STUDIES， 

構外教育部門だけでなく研究務盗部門として大学内に佼讃づく。 3人の講締枠は，英国大学で初。

レイボールドは， 1953年にその CHAIRになる。レイボールド主義ともいうべき大学水準」の成

人教育の堅持が，基調。 (UNIVERSITYLEVEL， UNIVERSITY ST ANDARDS) ，大学水準」

をめぐって， E. P. THOMPSON， THOMAS HODGIKINとの論争。')令戦時代」の大学成人教育

の目的に関する論争。 WEAとの連携の中での「社会目的」成人教育の追求。

④1970年，ノ-7ン・ジエプソン (NORMANJEPSON)が HEADになる o -1983 

1970年代，学科の目的をめぐって内部に論争と不一致。部門 DIVISIONが主主いに違う方向をめざ

す。 (ADULTEDUCATION， LIBERAL STUDIES， APPLIED SOCIAL STUDIES)個人ベース

の研究の問題性。

クワス・デユーク， ミリアム・ズーカスらの研究室重視の方向も財源の援にぶつかる o

1974年，成人数脊の修士学位の掬始への DESの財政補助不許可に直面。

1983年，リーズスタデイズシリーズの刊行開始(1983年)，年次報告Jにスタップの研究成果記載開始(1983-) 

⑤1980年代，構外教育研究部門を中心lこ，共i司研究での旺盛な事業展開の関始。

パイオニア・ワーク毒事業の慶喜話。失業者へのコミュニテイ成人教育の発展。デパートメントは， ミ

ドルズパラとブラッドフォードに成人教育zセンターをもち，ケビン・ウオード，ジーン .Jゲーテ、イ

ナー， リチヤード・テイラーらが，このコミュニテイ成人教育の中心になる。悶時に，労働問題研

究部門には，労働組合との深い遼携のもと，プログラムがつくられ事業が実施されていく。キース・

フォレスターらが中心。

⑥1985 Af.，スチュアート・ 7 リオット (S.MARRIOTT)が HEADになる。成人継続教育学科は，ニつの部

門を持ち，二人の DIRECTORがそれぞ、れを運営した。すなわち， ~簿外研究部 (EXTERNAL

STUDIES，非事設業的継続教脊)と継続教育 (CONTINUINGEDUCATION，総統職業教育)で

あった。 88年教育改革法を前にして，財源の縮小・削減が続き，方向性をめぐって学科の目的が再

び:'DEBATEに。コリン・テイトマスや， S，7 リオット，ピ…ター・ワトソンらの大学院・学佼研

究部門・ビジネスプログラム開発部門と社会包的教育，労働問題教脊，コミュニテイ成人教育の構
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外教育部門との跨lこ，大学成人継続教育の発展方向をめぐる論争が，他の大学の動向との関連でも

統〈。

⑦1988年，機構再編を決定。教育学部 (FACULTY OF EDUCATION)内に継続教育学部 (SCHOOLOF 

CONTINUING EDUCATION)を創設。その内部に 4部門を設還。(構外教育研究学科

DEPARTMENT OF EXTERNAL PROFESSIONAL EDUCATION，パートタイム教育オフィ

イス OFFICE OF PART-TIME EDUCATION，継続教育研究ユニット UNIT FOR THE 

STUDY OF CONTINUING EDUCATION) 

S.7リオットは，継続専門職業学科に移り 1)チヤード・テイラーがHEADになる。 (1991年に教

授)

⑧1990年代， 1)ーズ大学の全体の学生の拡張(フルタイム学生は 1980年代の 10，000人規模から 1995/96年に

は， 20，000人規模に)に加え，教育プログラムのモジュラ…システムとセメスター制度の導入など

で，継続教育部門は，大学収入の増大と生i涯学習への対応から大学の中心部の位涯に移行してくる o

⑨1996年， SCHOOL OF CONTINUING EDUCATION に改称。(単位授与部門も，非授与部門も，職業教

育部門も，非職業教育部門も，大学Il%部門や研究部門それ自身も統合しての学部に)学部50周年を

迎える。

上記の略年表は， リーズ大学継続教育学科(学部)の 50年の歴史 (1946-96年，前史を入れ

れば90年近い歴史)の大まかな特徴を記したものである。 1996年の学科創設50周年の年には，

リチヤード.テイラー編の記念誌刊行10と楼々な記念事業が行われ，その箆史的な総括が行われ

た。

今ここに，簡潔に 1)ーズ大学の大学成人教育の特徴について触れておこう。それは，歴史的

初発段階からユニークで力強いものであった。

第一は，地域の成人教育c事業とのパートナーシップの強さである。労働運動に深〈関わる自

己教育活動の支援を行ってきた WEAヨークシャー北部地匿のジョージ・トンプソンのチュー

トリアルクラス，それと結びつく形でのシドニ…・レイボールドのチューターとしての参加，

そして彼が初代学科主在となる形での成人教育学科の創設 (1946年)は，この段階でも英国内

で特徴的であった。ミドルズパラの 1)ーズ大学成人教育学科の構外教育センター11 (1958年設

立)は，当地で活動を開始し地域の人々に大きな影響を与えたレイボールドの寄付になるもの

でもあった。また，後に，ブラッドフォード大学に移管されたリーズ大学ブランドフォード構

外教育センターも，アジア系マイノリテイの人々への熱心な多文化教育と成人教育英践を行っ

ていたことで知られる描設であった。なお， 1950-60年代の，リーズ大学と連携した WEAの活

動には， ]. F. C.ハリソンンなどもチューターとして参加していた。なお， 1)ーズ大学に限らず

この時期に大学と連動した成入学校の教育活動を出発点として後の英国カ/レチュラル・スタテ、、

イーズの系譜に大きな影響を与えた人物も多しこのことも一つの研究に値するテーマであ

る12。実践家においても影響は大きし 1980年代初半の炭鉱麗止反対運動を組織した当時の炭鉱

労組委員長のアーサー・スカーギルもまたリーズ大学のチュートリアルクラスの学生であった。

第二は，大学成人教育の「学時的な水準」に関しての豊かな論争を積み薫ね，大学成人教育

の吾的や責務に関して常に振り返りと検証を行ってきたことである o 初期の S.G.レイボール

ドとE.P.トムソン， トーマス・ホジキンとの UniversityStandardsをめぐる「論争J13，実践

に少し距離をおいた学問的な研究調査と，社会目的成人教育実践支援との困難ではあるが，両

者を切り離さないで進めるためのたゆまぬ往復の議論，地域自治体やボランタリ一団体との

ノ-{'-トナーシップと労働運動・労働組合との研究・教育的パートナーシップの統一的追求の努
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カなどである 14 (Community and Industrial Studies) このことは， リーズ大学成人縦続教育

学科の学風あるいは路線をかたちづくってきたといえる。それは，精力的な調査研究と実践の

統一と構造化の学風でもあり，英国内および国外を含めた研究・実践の広範なネットワークの

級織化のイニシアチフの発弾といえる 150 このことは，この学科の存立目的や研究車;[1識繍常1]，ス

タッフ構成に関わる重要な論点を提供してきたといえよう。とくに，英国大学成人織続教育の

重要な転換期の現在，その新たな方策を見いだしていくための立脚点の再確認・再定義の厳し

い議論と重ねられている 16

2) -2教育学部 (Schoolof Education) 

1)ーズ大学教育学部は，既に触れた継続教育学部とは別の研究・教育組織である。英国内の

研究的な教育学部にあっても，比較的大きなものといえよう。今田訪問して説明頂いた，サ

リー・ピパレッジ氏 (Dr.S. Beveridge)によれば，おおよそ， 70-80人のスタップをかかえ

7つの研究部門をもっ。(子どもの統合教育，言語教育，学習教授及びマルチメディア教育，教

科教育:理科，数学，工学など，教脊行政・制度，学校評価，初等教育)要するに，第一に，

中等学校の教員養成部門(これは，最近の教員養成制度の改編により，現場での修得により大

きな比重を置くシステムに変えられた結果，縮小を余儀なくされているが17) を受け持つと共

に，第ニに，それとは別に，学校教育を軸として，一つは，子どもの発達研究，障害児教育な

どにおいて，市民教育や参加の促進，持殊教育における新しい教授法，など社会的な排除を規

告1]し，統合教脊を進める研究，二つは， ，国語教育であり， TESOLなどの教師教育の

開発研究も行っている，三つは，学習・教授法の研究であり，現職の教師たちへの専門的力量

の拡大， e-learningやマルチメディア教育の開発なども行っている，四つは，学問的な専門科学

を基礎としての理科教育，数学教育，技術工学研究の推進を行っている，五つは，教育行政研

究である。義務教育，中等教育，継続教育についての研究，また付設して註igher Education 

Policy Unitも設置している。六つ自は，学校評価研究である。子どもの学習評価とともに，

校評価などの革新研究を行っている。七つめは，初等学校教育についての研究であり，ヘッド

スタート教育などの分野にも特色がある。要するに，子どもの発達研究，言語教育，学習・教

授法，教育内容・教育課穏，教育システム及び公教育編成，学校評価などの総合的な研究を行っ

ていると雷う意味では， 日本の総合大学の研究型の教育学研究科の構成と共通するものを持っ

ているといえよう。なお，大学院では，ニつのコースがある。一つは，単位取得を基礎に置い

たTaught Degrees: 60単位の大学院修了資格 (PgCert)， 120単位の大学院デイプロマ

(PgDip)， 180単位の修士学位 (MA，MSc)であり，二つは，研究学位 (ResearchDegree) 

PhD， EdD， MPhilのためのコースである。前者にはフルタイムだけでなくパートタイムコー

スも開設されている。

いずれにしても，これを契機としての研究交流が始められていくことを期待したい。

3 )リーズ市

大都市部の 1)ーズにはメトロポリタン地域指定がされており，政治的には，労働党の支持者

が多い地域で，独自な地域行政計画を有してきた。地域政策には， City Councilが大きな権限

を有している。本報告の鈴木論文や，後掲資料で記録されているので参照頂きたいが，今回訪

潤したオズモンドソープ・ワンストップセンター及び東リーズ家族学習センターは，そのよう

な自治体関与政策の明瞭な施設であった。なお，シティ・カウンシルと地方教育当局 (Local
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education authority: LEA) との関係，地域の碍開発計画，福祉，貧関，多文化，教育計闘な

どについては，中間報告の今回は，深く触れることができない。なお，課題として今後検討し

たいのは，一つは，近年の全国的な改革の中で， LEAの無力化を留ろうとする政策が続いてき

たが 1)ーズ市では， リーズ市教育計画の策定がされ，ターシャ 1)一教育など，独自な中高等

教育の展望があり，依然として LEAは大きな役割を果たしているといえるが，それは何故なの

か。あるいは，二つには 1)ーズでは TheLeeds Initiativeと題した，池域住民の地域活動参

加の枠組みが作成されパートナーシップ型事業の促進がなされ，また 10カ年計画の Visionfor 

Leeds (1999…2009)が作成されてきた。これらの現在の評備はいかなるものになるのか。これ

らは，別の機会に検討を加えたい。なお， リーズ市の地域再生事業や，地域成人教育について

は，別の機会に触れた18。また，後述される鈴木論文にも，英国の地域発展，地域開発政策の現

代的な文脈について詳細な検討があるので，ここではそうした重複は行わない。

4)wξA (労働者教育協会)

1903年にアルパートマンスブリッジによって設立され， 2003年は 100潤年の記念事業が行

われた 19。全閣に支部をもち，成人教育事業に対しては，ボランタリ一団体としては最大規模の

組織であり，独自なプログラムと実績をもっ糞任団体である。中北部は，南商部などと比較し

て労働組合や社会目的事業に取り組む目的使命意識が高い。大学や市民グループ，労働組合，

自治体との連携事業が盛んである。なお，今回のヨークシャー北部 WEAの独自性については，

コリン・ソーンから詳しく伺った。筆者は，ゾーン氏に過去に幾度か，ヒアリング(1998，2002， 

2003) を行っているが，ここでも後述の鈴木論文でま催及び関連事業が詳述されているので，

紹介に関した重複した記述は行わない。なお，大学との連携事業に関してのこの地域の WEA

の特有の伝統と事業については，別の機会に論究したい。

2 .今罰の訪問調査の成果

1 )概況

中間報告の性格上，まだ結論めいたことは言えないが，今回の訪問を通じての成果はおおよ

そ以下の点が考えられよう。

① 1)ーズ大学の継続教育学部との一定程度踏み込んだ討議と交流，共同研究の可能性が明ら

かになってきた。また教育学部との交流の端緒がつくられたといえる。

②学習・発達支援ネットワーキングの具体的な取り組み，その構築方法についての多角的な

調野での示唆を得た。

③社会的排除と統合について，共通の課題や共通の問題関心も多く，英国側には示唆的なも

のも多い。共同研究の魅力は大いにある。

今罰の中間報告は， リーズ大学側にフィードパックされるが，それを基礎にして共同研究

のプロジェクトが追求されよう。それの討議を含めて， リーズからの研究者の日本への訪問

と共間関捺シンポジウム関穫が開催され，その上でさらなる研究計画が追求されよう。
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2)研究課題と理論問題

① 英国大学の転換期の課題と構造

ここでは，他の報告者との重複を避け，主として大学と大学成人教育が抱えている問題を，

リチヤード・テイラー教授の今回調査時のヒアリングを基に理論課題を簡単に整理しておきた

い。テイラー教授も指摘するように，この 10年は大学・高等教育にとって大きな拡張の時代で

あった。 1992年高等継続教育法により，いわゆるポリテクニックは大学になり，イングランド

とウエールズの大学はそれ以前と比べて倍以上の数を数えるに至った。ブレア政府の自擦は，

2010年までに， 18歳 21歳の年齢層の 50%を高等教育に在籍出席させることであり，現時点で

はそれはおよそ 40%になっている。議論となっていることは，高等教育の学位目標をどこに置

くかであり，政府は 2年コースの労働市場で、の職業資格制度に対応した中位のレベル(基礎学

位 foundationdegree)に焦点をあてている。なぜならば，それが閣時経済競争における英国の

弱点だからでみる。しかし，高度の経営や専門職種に対応するのはフルタイムの 3年制の大学

レベルの学位であり 2年制コースではない。勿論，在学コストは，前者の方が安い。

従って第一の争点は，財政資金の構造である。この点で高等教育財政をめぐる複数の利害関

係者 (StakeHolder)関には対立拾抗が見られる。利害関係者とは，例えば，政府，麗用主，

大学それ自身，それに学習者である。過去には，財源は税収による政府補助金であった，しか

し今は，政府補助金だけではなく，産業界からの資金，大学それ自身による外部資金の獲得，

さらには留学生からの授業料，国内学生の授業料であるo 新聞紙上や世論で争論となっている

のは，学生はどれだけ授業料を払えば長いのか，負担できるのかをめぐる論争的議論である。

現在，学生の授業料を上げる提案が開会に提案されようとしている。(※その後新聞報道等で知

られるように，僅差で値上げ案が盟会を通過した。)このことは深刻な争論となっている。しか

も，問題は，学生が卒業後，税金とは加にこの授業料(ローン)を払わなければならないこと

である。

第二の政策問題は，研究 (Research)の優秀性 (Excellence) をめぐる問題である，教育

(Teaching)も勿論重要で、あるが，多くの研究大学では主要な力点は研究に置かれる。教育は，

学部学生 (Undergraduate)の第一学位 (firstdegree)取得のために重点、が霞かれるが，研究

はPh.D学イ立を取らせる教育だけでなく，外部世界に向けてのアカデミックな研究成果の還

元，政策作成，技術や知識それ自身の産業への転移が重要視される。一般的に言えることは，

新大学は教育に， I日大学は研究に重点が置かれる傾向があり， I日大学においては，政策構造上

も階層構造上も研究に第一優先頗位が置かれている。 HEFCの大学の財政補助政策構造におけ

る優先頗位も研究に力点があり，エリート型研究大学(オックスフォード，ケンブリッジを筆

頭に)には多額の研究費が付き，教育優先の新大学は研究補助金が最底辺に位寵付くことにな

るo 全国的には 5年毎に研究評価委員会のレビューがなされ，各大学はその評舗に敏感にな

らざるを得ない。大規模な多機能型大学のリーズ大学においても，研究がすべての政策決定レ

ベル(大学経営委員会，評議会，その他)において最優先されている。しかし， リーズ大学は

トップグループ。の下位にあり，サッカー 1)ーグで言えば二次 1)ーク*への転落をいつも危倶しな

がら一次リーグの上伎を目指すような位寵である。大学内部においても，理学，工学，医学が

日額の研究費(何百万ポンド)を使う。例えば共に!日大学だが， 50マイルと離れていないマン

チェスター大学工学部とリーズ大学工学部は一政府も対応、に困りながら一配分の上位をめぐっ

て織烈な争いを繰り返していることになるo
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第三の問題は，この間の大学への学生拡大政策による社会統合をはかる政策は，矛盾を拡大

している。政策の意悶に反して，事実は，上}冒階級 (upperclass)の学生は，上位大学に行き，

貧盟な背景の学生は，ポリテクニックを前身とする新大学に集中する傾向があり，かえって社

会的な断裂が拡大している。大学の社会的地位は，研究上，資金上の競争の犠劣もさることな

がら，他方ではどのような社会的出自学生を受け入れているかにもよる。上層階層の学生が集

中する大学，逆に賞思層の学生が過半を占める大学とでは，階}喜差が歴然とする。さらには，

階層差と入学時の学生の成績差は相関させられ，教育における階級問題は解消していない。大

学の質 (qua1ity)と機会 (opportunity)とは，このような階濁差を伴っている O また，年齢に

関しては， 17-18歳から 21-22歳の年齢の若者学生は，成人継続教育にはあまり関心がない。政

府の政策は，大学に若者を増やすことに関心があるが，逆説的なのは，学生の 40-45%くらいの

学生は 21歳以上であり， 30%の学生は 28歳以上である。また， 35%はパートタイムの学生で

ある。このように，政府の大学学生拡大化政策は (wideningparticipation policy)は，大学問

格差を拡大溜定し，劣悪な研究・教育環境下に貧困学生を集中させることになる。

第四は，高等教育と他のセクターとの関係であるo かつては，高等教育 (highereducation) 

と継続教育 (furthereducation)や職業訓練分野 (vocationaltraining)は分離され交わるこ

とはなかった。しかし， 1992年高等継続教育法以降，変化が激しく 1997年には，ラーニング・

スキルズ審議会(学習技能審議会:Learning Ski1ls Council: LSC)が設置され， 16歳の離学

年令後の大学を除く， 16-19歳のすべての教育と職業訓練，職業資格に責任を持つものとして位

置づけられた。 LSCは，全国審議会と中央事務局を 1カ所，そして 47の地方 LSCを持つ。地

方 LSCは，それぞれに個性的で、中央集権イじされていない。テイラー教授自身の体験的認、識にお

いても，西ヨークシャーのラーニング・スキルズ審議会では， 15人の委員， 150人の職員がい

る。 15人の委員の構成は，継続教育機関や雇用主，労働者代表，ボランタリーセクタ一代表な

ど多彩で、，大学代表は彼一人であったが，およそ 1カ月に 1岡半日の審議会があり，基礎学位

の援与をはじめ，離学年齢後の教育・訓練，職業能力開発のすべてに責経を有していた。また，

関連することだが，中央政府の資金は，直接教育機関や事業体に行かず，地域的な機関(regional

development agencies)を経由して配分されるシステムになった。職業訓練プログラム，職業

再訓練事業などがそうである。高等教育は，この場合知識転移 (knowledgetransfer)の役割

を求められることになり，それは社会的ニーズと政府からの施策に対応し，高等教育機関はこ

ぞ、って産業界とのリエゾンオフィスを設置し始めた。従って，もはや高等教育と他のセクタ

とは分離してはいない。

第五は，大学の財政に関して新たな特徴は，今や外臨留学生が払う学費が大きな収入源となっ

てきたことである。皮肉を蓄えば，高等教育は英罷の重要な産業の一つになってきたかもしれ

ない。とくにアジアからの留学生はその焦点の一つであり，香港，韓国，中国，ベトナム，イ

ンド，インドネシア，パキスタンなどはそうした大す象となっている。

R.テイラ…教授の示唆する内容から浮かび上がることは，要約すれば以下のことにあった。

第一は，大学の役割~，機能が，学生数の急速な拡張に伴って従来の教育形態や条件整備水準が

維持できなくなったことがある o 閣内学生からの授業料の徴収，外国留学生の積極的な受け入

れによる資金確保，産学連携事業の拡大などが，これに連関して進んだ。また，第二に，大学

の量的な増大は，競争的環境を加速し，そのことがかえって研究・教育の格差の進展を促した。

国民の暗層構造と大学の社会的地位，競争原理と擾秀性への圧力が対応する様相が宝る所に生
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じてきたといえる。第三は，大学への学生参加拡大施策は，社会統合と若者の幅広い参加を標

楊したが，実際にはそのようには進まなかった。第四は，社会的不利益層の費関からの離脱に

対しての政策の重点は，学習スキル獲得に銭点づけられているが，ク、、ロ…パリゼーション化し

た経済競争において，それは懐位を示すものとはなっていないし，ならないと予測する人々が

庄倒的である。第五は，高等教育と他のセクターとの関係あるいは知的転移の問題は，グロー

パライゼーションの影響を受け，国際的な競争下の産業への対応，留学生の受け入れ，大学の

統治問題など喫緊の課題を構成してきている。第六は，大学が，何のために存在するのか，ど

のような立脚点のもとに研究・教育を行うのか，経営能力や外部資金の調達力は必須だが，所

在する社会への責任や，社会目的性を失わないで， ミッションを果たして行くにはどのような

体制やネットワーク，研究的協働が必要なのか。 トップ 1)ーグに位置しながらも，単純に競争

的産学連携的研究のみに特イじしない生き方は，リーズ大学でも大変に圏難な課題を突きつける。

注目に示したように継続教育学部改廃をめぐる厳しい観争は，そのことを如実に示した。改廃

提案は撤回され，いったん運動は，勝利したが，決して前途は王子易ではないことも示した。

② 大学・良治体ご地域の貧閤や社会的排除への関わりの構造

次に，今回の訪問調査で、浮かび、上がったもつ一つの研究課題は，大学や自治体の地域発援教

育への支援はいかにあるべきかという理論的実践的課題であった。

第一は，政治的な利益代表システムからの自立の課題である o リーズ地域は，保守党政権時

代は，徹底して冷遇されていた地域の一つである。しかし，今や，労働党政権にあって，自治

体の議会構成比などで，圧倒的に与党の体制にある。従って，その優位性を生かしながら政策

的な上からの施策(政治的な行政区，ターゲット地底への資金の重点的配分)が多く見られる

地域でもある。しかし，その多くは，その限りでの問題解決の改良的な施策に止まるものとも

いえる。地域の行政，経済が政治的な権力構造から自由であることはあり得ないが， しかし，

地域の自立的な発展は，このような構造から少しでも抜け出すことが必要になってきている o

勿論この点で，現実問題として，ニューレイパーの施策分析(ニューテwイール政策，パートナー

シップ政策，シチズ、ンシップ政策など)は重要な課題である。しかし，中央施策とは相対的に

独自な地方描策もあり，ここでは地方政府の政策のありかたが問われていることも確かでトある。

ここに，ボランタ 1)ーな市民グループ。の重層的なネットワーク活動や知的リソースとしての大

学が，地域発展にいかに貢献するかが情われているといえよう。

第二は，社会的排除や貧困の重患的階層的援史的構造に対して，どのような対案が可能なの

かという問題である。恐らし単純な機会均等政策や職業的能力開発政策，教育的訓練は，改

良のあれこれを提供するとしても，根本的な解決にはなり得ないと思われる。しかし，とはいっ

ても現実の深刻な事態に対して，改良的実践は重要な営為であり，無視されてはならない。問

題は，そこからどのような主体が形成され，新たな展望につながっていくかである。事例の丁

寧な分析の積み重ねが重要になっていることは共通の確認事項であった。

第三は，職=仕事の獲得とスキルとが対応するという昨今の鳩策への評価が関われている O

家族としての賞闘の再生産の負の連鎖を断ち切り r成功」による貧菌からの個別的離脱者を出

すのではなく，地域会体をいかに再建していくのか，そのための福祉，労働，教育，近隣関係

のネットワーク構築の分析が課題となっていることも痛感された。その意味で，東リーズ家族

学習センターの事業構造，オズモンドソープ・ワンストップセンターの役割などは，その視野
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のもとに分析される必要があろう。鈴木論文，丸山報告は，その一つの視点を提供している。

③ 宿j良型カレッジの現代的な可能性と役割ーノーザン・カレッジ

ノーザン・カレッジについては，別の機会

に触れたことがある 20。また，その後も幾度か

訪問を重ねてきた。ボブ・フライヤー学長，

エド・エ 1)ス副学長時代の課題と，現在のト

ニイ・ジョイット学長時代の課題はどのよう

に悶じでまた異なっているのか。オックス

フォードにあってのラスキン・カレッジが現

在やや精彩を失っている中で r北のラスキ

ンJ と呼ばれたノーザン・カレッジは，今も

意気軒昂である。イングランド南ヨーク

シャー炭鉱地帯の典型の街，パーンズ 1)ーに

あるこのカレッジが，例えば北アイルランド

のアルスター・ビープルズ・カレッジとどの

ノーザンカレッジ トニー・ジョイット学

長、リーズ大学 キース・フォレスター、

及び姉崎(ノーザンカレッジ 2000) 

ように性格を異にしているのか。今回は，アルスター・ピープルズ・カレッジに詳しい鈴木氏

の報告に，そうした観点の紹介もあるようなので，ここでは重複を避ける意味で，多くは論究

しない。レジデンシャルカレッジの現代的な課題分析に即して，あらたにノーザ、ンカレッジに

ついて言及するのは別の機会に試みたい。

いずれにしても，ノーザン・カレッジ (1978年設立)は，南ヨークシャ…の自治体連合立と

でも言うべき成立の性格を有し，近隣の複数の大学(現在は特にシェフィールドハーラム大学

と緊密で、ある)の支援を受けての，地域発展計画づくり，コミュニテイ計画づくり，労働組合

リーダー養成教育，地域福祉の組織化に大きな足跡を残してきた。年間 5000人の在籍， 21歳か

ら70歳までの王子齢幅の学習者がこのカレッジに結集しているその事実を輩横しておきたい。

<補注>

ノーザン・カレッジは， 1970年代後半に設立された英国で一番新しいレジデンシャルカレ、yジだが，三つの

鴎有な背去ををもって主主まれた。

一つは，石炭鉄鋼などの産業を持つ地域の労働総合運動の発展とそれへの大学の関わりが基礎にあった。一

つは，地方自治体のダイナミックな活動があり，それに支えられてきた。三つめには，地域的発展理論と笑

践の蓄積に依拠し学んできた。 トムラベット，キースジャクソンの影響が大きい。しかし，サッチャー改革

により，この地域は最も深刻な産量業的打撃と失業・貧殴を受けてきた。労働党政権復活までは最も鴎難な時

代を体験してきた。その中で， コミュニテイ活動家，労働組合メンバー，などに重重要な教育機会(長期，短

期コース)を提供し，新たなプログラム開発などを行ってきた。

かつての組合運動家は高齢期に逮しその人々への支援も深刻な課題であるが，至宝い人々へのアプローチがよ

り蓮華きになってきている。ここでも，学習スキル向上と近隣関係の再構築にターゲットを絞った資金が流れ

込んでいるが，それを社会資本構築やアニマトールの方法に学び、ながら組み替えていく課題がある。マイノ

リテイへのレイシズムの打破，有機的知性開発の課題，単位化圧力へのオルタナテイブ構築など，ラデイカ

ル成人教育tの再構築の課題を背負っている o
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④最後のセッション 共同討議を通じて

我々訪問調査グループと 1)ーズ大学の受け入れチームとの最後の討議(出席は， ミリアム・

ズーカス，キース・フォレスター，ジーン・ガーディナー)で確認されたことは，以下の諸点

であった。項目だけではあるが，付記しておきたい。

1)共通確認事項

国際比較の共通の視点の構築

脱中央集権，下からの積み上げ事例の比較分析交流の課題，

ノfートナーシップ論，ボランタ 1) 機関と大学，組合の役割。学習支援理論，地域発展

理論，

2 )今後の行動の確認

1，今回の訪問の成果のまとめをリ…ズに提起する

2，協働研究プロジェクトの構築

3，未来計画とタイムテーブルの設計

くj主>

1 古瀬征輔『英国労働党~ (1997，窓、宇土)，舟場工n言『ブレアのイギリスー福祉のニューデイールと新産業主義』

(1998， PHP 新番)，藤森克彦『構造改革ブレア流~ (2002， TBSブリタニカ)，山口二郎rイギリスの政治日

本の政治~ (1998，ちくま新番)， Anthony Giddens， The Third W，ョy悶 TheRenewal 01 Soαal Democracy， 

1998， Polity Press， Anthony Giddens， The Third Hi匂ryand its Critics， 2000， Polity Press， 

2 例えば，教育については， T巴dWrag， Education Education Education， 2004， Routledge Falmer，ジェフ・

ウイッテイ f教育改革の社会学一一市場，公教脊，シティズンシップ~ (2002，翻訳， 2004，東京大学出版会)，

佼寅治 rイギリスの教育改革と日本~ (2002，高文研)

文部科学省綴 F2001 諸外国の教育の動き~ (2002，財務省印刷局，イギリス部分は篠原康正執筆)，大田直子

「イギリスの教育改革J (r現代思想~ 2002年 4月号)等参見事、。

3 姉崎・左口・関村「英罰地域再生計額とコミュニテイ成人教育J (日本社会教脊学会綴日本の社会教育第 44集

『地方分権と自治体社会教育の展望~ 2000，東洋舘出版)

4 例え ii'， イギリス都市拠点、事業研究会著叫ギリスの都市再生戦略~ (1997，風土社) 136-147丸参照。

5 主にブラッドフォードを分析対象地としているが，佐久間孝工E rイギリスの多文化・多民族教育~ (1993，国

土社)，及び悶f変貌する多民族国家イギリス~ (1998，明石饗応)，ムハンマド・アンワル，佐久潤孝工E訳rイ

ギリスの中のパキスタン~ (2002，明石護活)は，示唆的である。

6 p， H. l H.Gosden & A， l Taylor edited， Studies in The History 01 a University-To Commemorate the 

C四 teηary01 the University 01 Leeds 1874-1974， E. l ARNOLD & SON LIMITED， 1975， M.サンダー

ソン，安原義仁訳『イギリスの大学改革一一 1809叩1914~ (1975，翻訳 2002，玉川大学出版音~)，ヴィヴィアン

H.H.グザーン，安原義仁・成定蒸訳 fイギリスの大学.1 (1969，翻訳 1994，法政大学出版局)等，参照

7 榎本棚『英国の教育.1(2002，自治体国際化協会)，ギャレス・ウィリアムズ「イギリスの高等教育 1988-2003J 

(金子元久訳， rIDE 現代の高等教育~ 2004年 3月号)

8 例えば，主な編著作に， Richard Taylor， Rockhill，K and Fieldhouse， R， University Adult Education in 

England and the USA， 1985， Croom Helm， Richard Taylor and Nigel Y oung巴dited:Cam戸aignslor 

Peace， 1987， Manch巴sterUniversity Pr巴ss，David Watson and Richard Taylor， Life long Learning and 

the University-A Post Dearing Agenda， 1998， Falmer Press， Richard Taylor， J巴anBarr and Tom St巴el.

For a radical Higher Education， AfterPostmodernism， 2002， Open University Press， 

9 trrIí~時"tr..日・悶村「イギリス成人教育の新しい可能性その 7 90年代の大学成人教育の協働的実験とその霊長

題J(広島大学平和科学研究センタ_r広島平和科学.119， 1996) 

10 Richrad Taylor edited， BEYOND THE WALLS， -50 Years 01 Adult a抑dContinuing Educatio月 atthe 
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Univetrsity 01 Leeds 1946-1996， 1996， THE UNIVERSITY OF LEEDS， 

11 Middlesbrough は1829年に市になったが，この都市にも 1830-40王子代にチャーチスト運動が及び，その際に

Adult Education Instituteが設けられ， 1842年lこは Working Men's Libralyが設立された。またボランタ

リーなメンバーによる， Mechanics Institute も設けられた (1845年)。それは，技術的な学習機関として

は， 1870年代には NightSchool Technical Trainingが半ば公的なものとして地方自治体と工場の財政負

扱によって設立され，後年 ConstantieTechnical Collegeになり，さらにそれは TeesidePolitechnicに至

る。 MechanicInstitutes は他方で，テクニカルな部門だけではなく，各種のクラブを生み出した。クリケッ

トクラブ，ガーデニングクラブ，禁i酉クラフ二等である o このうち禁溜クラブは関連して労働者の生活，行

動，モラル改革専に敬り総み，大学拡張遂動との接続が見られケンブリッジ大学の拡張講義は，この禁酒クラ

ブの T巴np己ranceHallで行われ，これはやがてJ[期学校に発展した。 1903年設立の WEAはこの地でも活動

を組織し， 1920年代にはリーズ大学はこの WEA支部と ]ointCommittee Classを関設した。 S.G.レイボー

ルドはこのときに拡張事業講師であり，積極的にこの事業に実務先したのである。 1958if-のリーズ大学のミド

ルズパラセンター開設時には ]FC.ハリソンが資任者であり，その後の活動の基礎を築いたのである。レイ

ボールドやハリソンの講義を受けた中高年の人々の中には，あの講義を受けた日々から人生に対する考えが

変わったと述べる人達がいて，ノッチンガム大学構外教育部が炭鉱労働者教育に深〈関わりを有したように，

リーズ大学も同様な歴史的経緯を有しているのである。(ミドルズパラセンターのセンター長 (1988年当時)

Dr. Malcolm Chaseへの姉崎のインタビュー， 1988年 3月2B， Dr. Chase は2004年現夜の学部長。)

12 i列えば，グレアム・ターナー，溝上由紀他訳 rカルチュラルスタデイズ入門~ (作品社， 1999) レイモンド・

ウィリアムズも， リチヤード・ホヌアートも，スチュアート・ホールも「その活動のはじまりは成人教育の教

自前としてであった。J (61頁)，あるいは TomSt巴el，

The Emerg四 ce01 Cultural Studies， 1945同1965，1997， Lawr巴nceWishart，参照

13例えば， S. G. Raybould， University Studies lor Adults， 1972， Michael ]oseph参照。

14今回の受け入れチームの， リチヤード・テイラー，キース・ブオレスター，ケビン・ウオード，ジーン・ガー

ディナー， ミリアム・ズーカス，マルコム・チェイス，シーラ・ロス及びWEAのコリン・ソーンなどは，

そうした Communityand Industrial Studiesの中心的なメンバーとして活動してきた。以下の著作は，そ

の主な共陀研究の成来のー郊である。 RichardTaylor， Kevin Ward， Adult Education and the Working 

Class， 1986， Kevin Ward， Lindsey Fraser， Education lor EveηDay Li)も， 1988， Keith Forrester， Kevin 

Ward， UnemJうloyment，Education and Training， 1991， K. Forrester， ]. Payne， K. Ward， Workplace 

Learning. 1995， K. Forrester， M. Somerton， ]. Fry， Trade Union Action 0η Low Pay Uηit， 1988， K. 

Forrester， C. Thorn， Trade Unions and Social Research， 1993， ]an巴 Elliott，edited Communities and 

Their Universities， 1996， Susan Weil， senior editer， Managing lnnovation and Change in Universities 

and Colleges， 1995， Malcolm ]， Zucas M， Becoming an educator: communities 01ρractice in higher 

education， 2000，等参照。

152003年 7月フィンランド・タンベレ大学で開催されき表者も参加報告した， 3rd International Conference of 

Researching W ork and Learning，は第一回を 1)ーズ大学で，第二郎をカナダ，カルガリ大学で行い，第問

題を 2004年に豪州・シドニ一二仁科大学で予定しているが，これら国際的な研究ネットワークのイニシアチフ

をリーズ大学成人継続教脊学科のスタッフは多く果たしてきた。また 1)チヤード・テイラーは 2002年まで

継続教育大学協会 (UniversitiesAssociation for Continuing Education)の総務事務局長であった。

162004年度に入ってから，リーズ大学継続教育学部にも衝撃的な提案が， Senateにかけられようとした。灰関

によれば， 2002年にノッチンガム大学においても同様なことが生じ，成人継続教育級織再編によって従来の

研究教脊ができなくなり，大きな打撃に兇舞われたと開く。リーズ大学の今回の評議会への提案内容は 3

Jj 10 Bの評議会で継続教育学部の廃止とスタッフの全学的な存自己震を行うというものであった。濠自の主悶

は，財政的な赤字の累積というものであった。 12月に我々が訪問競査した時点では，そこまでの厳しさは予

測できなかったものであった。当然のことながら，このような縫案は，これまでの継続教育学部の緩史的な

成果，すなわち，営々と築き上げてきた地域諮問休や成人教育事業，笑践家との連携，国内外の研究的，実

践的なネットワークとプロジェクトを破壊する無謀な提案であり，国際的な支援と抗議を総長と絞営副総長

に寄せてほしいと依頼がなされた。 (2004年 3月5B， リチヤード・テイラー教授からの姉崎宛のかmaiJ)筆
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者ーは，事態の緊急性に驚くと共に，早速関係する B本の友人達にも呼び掛けながら， (室主Bから科研調査で韓

国出張もあったこともあり)，同日 58中に， 1)ーズ大学の総長及ぴ経営担当の副総長宛に，次のようなメ

ルを送った。すなわち，これまでのa本の研究者とリーズ大学との交流の成巣や自分自身の答員研究員時代

以来のこの大学から学んだことの大きさと謝意を述べ，様々な実践現場からの問題への誠実なスタップの対

応と震献，この学部の果たしてきた研究と実践への康史的な役割IJ，庖際的な意義を記して学部存続と提案の

撤回・蒋考を強〈求めるメールを送った。跨麹は，報告者を含めて国内外の声に対して 3月 108の評議会

の議論がどのような結論をtちしたかである。 3月10日には，副総長から，筆者宛に返信が腐き，意見を寄せ

たことの謝意と，結論はまだ未定で、あるとの文頭が寄せられた。 3月 118には，評議会の審議結果の第一報

が，世界の研究者友人に宛てたものとして，学部長のマルコム・チェイスから届いた。また 12日には簡潔な

文簡ながら， リチヤード・テイラー教授から問様の返信が筆者に届けられた。さらに 13日には，世界の支援

者への礼文が再ひ、マルコム・チェイス学部長から送修されたのである。チェイス学部長と，テイラー教授の

返信からは，結果は評議会で提案は撤回」であり，事態の厳しさは変わらない(財政荷量夏の解決の課題)

が，活けられた関内外の友人遠の支援の予言に感動しかっ喜びとするというものであった。総長が，国内は無

論全世界から短時日の間に寄せられた数百通以上の廃止撤回と再考を求める予誌の拡がりと大きさに，また実

践家や学生遠の戸の強きに驚くと共に，その内容に動かされ，評議会でその内容を引用して紹介したという

のである o 評議会は，継続教育学部からの 4人のメンバーも含め， 30人以上が討議に加わり 2時間以上の

議論を経て，提案は撤節された。総長のアラン・ウィルソン卿の返信， リチヤード・テイラー教授の 2凶の

メール，マルコム・チエース学部長の 2自のメールの一部を以下に墜史的記録として付しておきたい。

1. リチャード・テイラー教授の依頼文，

臼時・ 2004年 3月5臼

Dear Yoichi 

1 am writing to ask you a favour 

The University of Leeds Senate is discussing a proposal on 10 March to dissolve the School of Continuing 

Education. We have a financial dεficit. but this ‘solution' will have severe adverse consequences， not 

least that， by relocating staff to other Schools/Faculties the link between our research in CE， Lifelong 

Learning and adult education， and the practice and delivery on work with adult learners in the commu. 

nity will be destroyed. 

If you felt able to write to the University to express your concern， draw att巴ntionto Leeds's int巴rnational

excellence in this r巴searcharea， and ask the University to reconsider， we would be very grateful. Lett巴rs

need not be long， but should be forthright pleas巴!

Please address your e.mails to the Vic巴.ChanceJlor，Sir Alan Wilson and copy to Professor Diane 

Shorrocks. Taylor， Pro. Vice.Chancel1or 

Many thanks. Y ou might also blind copy your e.mail to our Head of School， Dr MaJcolm Chase 

Dick 

Dick Taylor 

School of Continuing Education 

University of Leeds 

2.総長 アラン・ウィルソン郷の返僑

送イ護者 "AlanWilson" 宛先:"YOICHI ANEZAKI" 
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件名:RE: a message from Japanese researcher 

日時 2004年 3月 10B 

Thank you for this note. There are always two sides to a story and the University's current position， 

which may not be the final one， is now posted on Campus Web. 

Best wishes， 

Alan Wilson 

3. 1)チヤード・テイラー教授の返信

日時・ 2004年 3月12日

Dear Yoichi 

Thank you so much for writing-much appreciated. Our S巴natem巴etingwas very good! The proposal has 

been rejected， and we will now have further discussions. We had over 200 letters and e-mails of 

support-which impressed the V /c. Again， many thanks. We will let you know what happens-but 

prospects look much better now. 

All b巴 wishes

Dick 

4. 3月11日付けマルコムチェイス学部長の返信

Dear Friend 

1 am sending this message to巴veryonewho has copied to me letters voicing conc巴rnabout the future of 

SCE. 1 would like to thank巴V己ryon巴 fortheir contributions to the fantastic campaign that was 

mobilised in advance of Wedn巴sday'sSenate meeting， not least the brilliant funeral cort巴g己. And I'm 

sure 1 speak for the four of us attending the Senate me日tingwhen 1 say how much your pr巴senceoutside 

helped us inside the meeting. 

1 am d日lightedto tell you that the Senate meeting went as well as could possibly be expected. About 

30 people spok日 inthe debate on the School of Continuing Education inc1uding the four of us from the 

School who ar日memb母rsof Senate. Nearly all those who spok巴 werecritical of the proposal for th巴

creation of a Centre for Part-time Education and dissolution of SCE. 1 wish you could all have been 

there to h巴arthe many positive comments that were made about the School and about the importance 

of its work for th巴University. At the end of a debate that went on for about two hours there was a c1ear 

consensus not to acc巴ptthe proposal.ぐrheVC put a motion to the effect that a range of strategic options 

and alternative sc告nariosfor CE， togeth邑rwith financial implications should now be explored and 

external advice sought， with a view to reporting back to Senate on 2 June. This was accepted unani司

mously 

This outcome is a tremendous achievement， du巴 inlarge part to the campaigning and support from 

students and colleagues that has been mobilised. 

What does th巴 decisionmade by S巴natemean? It means that mor日 timewill be taken to resolve our 

financial problems， and there will be more consultation. These are 1ikely still to be difficult times with 

difficult decisions ah巴ad. For all the support expressed for SCE we are not going to be able to return 
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to the status quo. Th巴reis going to be a further period of uncertainty. What the decision provides is 

hopefully an opportunity to achieve a bett巴routcome for the activities， students and staff of the school 

collectively， than would have been the case if the Senate had accepted the Steering Group's proposal. 

Best wishes 

Malcolm 

Malcolm Chase 

School of Continuing Education 

University of Leeds 

5.マルコム・チェイス学部長の返信2

件名:Thank you from Le巴ds

日野寺:2004年 3月13臼

D巴arfriends 

1 hope you will forgiv巴 thiscircular message of thanks， on behalf of all the students and staff of th巴

School of Continuing Education at Leeds University. We have all been very moved and much cheered 

by th日expressionsof support we have received over the past ten days. 

The messages from our national and international colleagues were particularly encouraging. Despite 

the brevity of the reply those who wrote to him may have received from our Vice Chancellor， we know 

your messages made a real difference. 

Extracts from many of them wer巴includedin a leaflet that was placed into the hands of all members of 

Senate shortly before the meeting began. And in his contribution to the debate， the Vice Chancellor 

referred to the several hundred emails and letters he had received from students， concerned members of 

the public and yours巴lves. The debate勾almosttwo hours long-was notable for a large number of 

thoughtful and principled statements of support for the School and the constituencies of students it seeks 

to serve 

Some of you will already have heard the result: the Senate vot巴dagainst th日proposalto close us! Th巴re

are still difficult times ahead for CE at Leeds. W巴havenever denied that the School's financial position 

was s日rious. But at least we now have an opportunity to fully engage in a consu1tative process about 

how these problems may be resolved. Senate has asked for a full， strategic， and financially cost巴d

appraisal of th巴variousoptions for th日futureof CE at Leeds， for its me巴tingon 2 June. 

We go forward into this process with our University fully aware of the national and international 

standing of its School of Continuing Education: that is entirely due to you all. All of us here in Leeds 

thank you for it. 

With all best wishes， 

Malcolm 

17例えば前掲，佐寅治文献(注2)，及び勝野正章『教員苦手{援の潔念と政策J (エイデル研究所， 2003)，及びデ

ニス・ロートン，勝野lE寮訳 f教育課程改革と教師の専門職性J (学文字土， 1998)， M. F. D.ヤング，大田直

子訳『過去のカリキュラム・未来のカリキュラムJ (東京都立大学出絞会， 2002)等参照。

目前掲姉崎注3論文参照。
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19WEAの100年小史については， St巴phenK Roberts， A Ministη 01 Enthus印刷，CentenaηEssays on the 

Worker古，Educational Association， 2003， PLUTO PRESS，参照。

20姉崎洋一「イギリス成人教育の新しい可能性3一一ノーザンカレッジの場合J (愛知県立大学児童教育学科論

集第 26号， 1993) 
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II 新労働党政権下の地域成人教背の課題一ーリーズ市調査から

鈴木敏正

1 .ニューレイパーの教育政策

本稿の諜題は，新労働党=ブレア政権下の地域成人教育の諸問題を， 2003年 12月に実施した

1)ーズ市調査によって得られた情報をもとに獲理し，今後の発展課題を考察するところにある。

ブレア政権発足直後の地域成人教育について筆者は，北アイルランドの事例によって考察し

たことがある 1。本稿は，それとの比較を念頭におきつつ，その後の展開についてとくに「地域

社会発展communitydevelopmentJ政策とのかかわりにおいて検討してみたい。

最近のブレア政権がプロジェクトとして取り入れている政策が，地域社会とくに地域社会発

展に対しでもっている影響について整理すると，次のようになるであろう。

イギリス地域社会発展政策は，労働党政権下，福祉盟家的な社会経済開発として 1960年代に

はじまったと言える。それは 70年代に入ると「地域社会発展プロジェクト (CDP)Jを中核と

した総合的アプローチをとるようになる o しかし，この時期においてはいわば下からの市民運

動・住民運動もさかんになり，それらによって取り組まれるボトムアップ的な地域社会発展運

動じ政策的に推進されるプロジェクトには矛盾もみられるようになる

こうした状況下で 1970年代末，サッチャ一保守党政権が誕生し， 80年代は全体としてトップ

タ乃ン方式により，民営イじを進め，民間企業を導入するかたちで「地域開発」政策が推進され

た。サッチャーの後を継いだメイジャー政権も基本的には同様な政策を推進したが，とくにい

わゆる「単開発予算 SingleRegeneration BudgetJにもとづく池域開発は， とくに関連イニッ

シャティヴの謂整，競争入札などを重視して， 'PFI (Private Finance Initiative) J方式を採

用した。それらは，その後のブレア政権の性格にも影響を与えている。

ところで， 1997年に発足したブレア労働党政権は，いわゆる「第三の道j政策をとっている。

それをめぐる議論については IIであらためて検討するが，地域社会発展も重視され，政策理念

としては，地域社会戦略パートナーシップCommunityStrategy PartnershipJが打ち出され，

とくに「地域社会の参加 communityinvolvementJ， '行動的市民 activecitizenshipJの形成

が強調されている。

基本政策は「地域社会ニューテVール NewDeal for CommunitYJ (1998-)であり， 6 -10 

年にわたるかつてない長さで，まず 2百万ポンドが予算化され，創出されたイニッシャティヴ

は当初の 17から， 22， 39と急速に増えつつある。 01年からは「近隣社会再生新戦略 NewStrat-

egy for N eighbourfood RenewalJが打ち出され， 81意ポンドが予算fじされた。

こうした政策の展開の中でも，本稿にとって注目されることは，次の 2つの点である 3。すな

わち，第 1に，社会的排除 SocialExclusionJ問題への取り組みであるo 政府は，早くも 1997

年末には内閣府に「社会的排除諜SocialExclusion UnitJを設置し，政策検討チームを結成し

て社会的排除開題への政策的検討を始めた。同課によれば，社会的排除とは「失業，抵熟練，

低所得，劣悪住宅，高犯罪発生率を生む環境，健康状態の惑さ，家庭崩壊といった相互に関連

する問題が組み合わされた状態におかれている個人また地域に生じる諸開題」である。社会的

排験課は， 02年から，副首相の管轄に移行したが，政府にとっての最重要課題のひとつとなっ

ているo
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第2に I社会的経済 SocialEconomy Jとくに「社会的企業 SocialEnterpriseJの重視であ

る。それは政府の「第三の道」へのアプローチを端的に示すものであるが， 2002年に貿易産業

省が戦略文芸書「社会的企業:成功のための戦略」を公表し，省庁全体で社会的余業の育成・支

援をする方針を打ち出している o 社会的企業とは「社会的目的を優先し，その剰余は主として

その企業やコミュニティの目的のために再投資される企業」とされている。

この社会的企業が当初からブレア政権によって強調されていた「契約文化 contractcultureJ 

や「パートナーシッフ。」に加えて，地域社会および、ボランタ 1)一部門に「市場経済主義」や「企

業家精神 entrepreneurshipJを押し進める縫子となってきている。「社会的経済」がヨーロツノf

起源のものであるのに対して I社会的企業」は企業的精神を強調するアメリカ的な要糞が強い。

連合王国においては，スコットランドで非営利の事業を展開する協同的組織を「社会的企業」

と呼ぶ歴史があり，その活動の理解もかなり体系イちされてきているが政府が採用しているも

のはまさにイングランド的風土の中でフ》ア政権によって生み出されたものである。

以上のようなことを念顕において本稿では，まずIIで，地域社会発展がめざす社会的排除克

搬の取り組みをめぐる議論を覗いてみる。次いでIIIで，われわれが開き取りをした，地域成人

教育にかかわる主要国体(労働者教育協議会と宿拍型カレッめがかかえている諸問題を検討

する。そしてWで， 1)ーズ市における地域社会教育の実態を 2つの地域センターにおいてみる。

Vでは，以上のことが地域成人教育にとって示唆していることをまとめ，今後の研究課題を整

理する。

2 r第阜の道J と社会的排除問題

「中道左派」の政策とされるブレアの「第三の遵」政策理念の特徴，とくにその「指荷役」と

されているA.ギテツズの理論の特撒については，すでに検討したことがある九

この「第三の道」論に対してはいくつかの批判があった。これに対してギデンズが答える著

作6を発表しているので，ここでは，その特徴をみておこう o

ギデンズ8身の整理によれば I第三の道」への批判には次のようなものがあった。すなわち，

①無定形な政治的フ。ロジェクトであり，明確な定義・方向性を欠いている，②「中道左派」を

自認しているが，実質は保守主義のー形態であり，中流階級の利益を代表している，③とくに

ク、、ローパル市場に対して，新自由主義の基本的枠組みを受け入れている，③アングロサクソン

的プロジェクトであり，社会的公正や包括的福祉給付への道を進もうとする社会には役立たな

い，@経済政策は，市場にまかせるというだけで，他にはっきりとしたものがない，⑥環境保

護問題に対しては申し訳程度の認知をしているしかすぎない，の 6点である。

ギデンズはこうした批判に対して I第三の道」は，中道左派の価値観を「現代化Jするもの

であり Iグローパリゼーションと知識経済という双子の革命に対応するために，社会民主主義

の教義を再構築」するものであると反論する。したがって I積極的な政府の恥心的な重要性と

公共領域」を強識するものであり，国家は市場や市民社会に取って代わることはできないが，

「教育と社会的基盤への投資を促進し，不平等を抑制し，諸個人の自己実現のための機会を保証

すること」に努めるのであるから I強力な福祉システムがこの一連のプログラムの核心的部分J

であると言う。

これらは r第三の道』でも強調されていたことであるが，われわれにとってとくに関心があ
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ることは，不平等を抑制するためには「社会的排除J 問題に取り組むことが最も重要であり，

そのために「可能なかぎり人的資本に投資」するという「教育に重点をおし積極的なサプラ

イ・サイドの政策」をとるとしていることである。

ギデンズは「社会の頂点ならびに底辺における社会的排除」を強調する。それは，排除は単

に賞盟や「剥奪deprivationJというのではなく r多くの人々が持っている機会を共有しない

こと」に関する問題だからである。したがって，それは「平等と多元主義」の双方に関連して

いて r平等主義の動態的モデルJ を強調するものであり r機会の平等」と「経済的存配分J

を前提にしていると言う。

国家や政府の改革にとって重要なことは「知識経済」への対応だとされている。人的資本発

展のための主要な推進力は教育であるが，その教育は，従来のように「人生ので準備」として

だけでなく r諸傭人が一生を通じて発展させることができる能力」に焦点をあわせて再定義さ

れる必要があるとされている。ギデンズによれば教育は r経済的な効率性と市民的連帯」を発

展させる主要な推進力であり，学習は「知識経済における労働J にとって必要不可欠なもので

ある。

知識経済にとって不可欠なものとして挙げられているもうひとつのものは r諸個人が社会的

支援の際に利用することができる信頼のネットワークJ，すなわち「社会関係資本SocialCapi-

talJである。とくに流動的で、多様なものの協働が学習と革新をもたらすとされ，それらのネッ

トワークとパートナーシップの重要性が強調されるoその際に代表的な事例とされているのは，

企業開ネットワークによる協働と，協同的ベンチャー企業を支援する「ネットワーク仲介者」

を位置づけている，デンマークの「ネットワーク・プログラム」であるが rサード・セクター」

(民間非営利部門)を発展させる「社会起業家」の重要性も指摘している。

以上のような議論を展開しながらギデンズは r第三の道」が社会的排除つまり現代の不平等

問題への関心を弱めるという批判に対して，次のように反論している。すなわち，①堅実な財

政政策および、マクロ経済政策によって，貴闘と社会的排除，経済的不平等を減少させることが

できる，②財政赤字削減によって，高度な労働市場参加と経済成長を促進しうる，@積極的な

社会的投資と結び付けることによって，これまで労働市場の外にいた集団の包摂をもたらしう

る， と。しかし，こうした反論は，実際の社会的排除問題の宇鯨佐さや深刻さ，さらには社会的

排除に取り組んで、きた理論と実践の総括をぬきにして政策の大枠を説明しているのに過ぎず，

反論としては説得的とは言えない。

社会的排験問題の代表的な研究としては，現在，社会的排除問題研究のひとつの中心となっ

ている「ロンドン大学社会的排除研究センター Research Centre for Analysis of Social 

Education (CASE) at London School of EconomicsJによる総合的協関研究の成果7がある。

それは，複雑で、複合的な社会的排除問題を分析するにあたって，①関連諸要因を結び付けなが

らも，単純かつ明確な方向で，②諸要因・影響の間の相互作用をふまえて，③動態的分析を推

進し，④社会的排徐の異なった諸側面を包含しながら，(5:俄人とコミュニティの異なった諸レ

ベルに適用可能で、，⑥より大きな社会の経済的・社会的開発の諸レベルにも適用可能とするよ

うな枠組みを追求したものであるo

しかし，現在のところ，その枠組みとしては，調資研究項目としての「たまねぎ」モデルを

提示するのにとどまっている。すなわち，1)個人(たとえば，年齢，ジエン夕、一，人種，障

性向，確信，価値など)， 2)家族(パートナーシップ，子ども，育児義務)， 3) コミュ
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ニティ (社会的・物理的環境，学校，健康・社会サービス)， 4)地方レベル(労働市場，交易

運輸入国家レベル(文化的影響，社会的安全性，法制度)， 5)地球レベル(国際貿易，移民，

気象変イ七)，である。社会的排除には，これらを含む複合的な要留がかかわっているとしても，

それらをどのように統一的かつ構造的に捉えるかが間われていることであろう。

その多面的な分析の結論においては，出発点に震っているといってよいかも知れない。すな

わち，そこでは社会的排除問題を考えることの意味を次の 6つの点にまとめている。(1)経済的・

物質的諮問題を越えた権利剥奪deprivation問題，とくに，排除と包摂の動態的過程に注目して

いること， (2)永続的・流動的・偶発的な低所得の差異などを含めて，収入の動態と移動性に関

する新たなデータを提供すること， (3)旧来の受動的な福祉だけでなく I積極的」福祉国家への

政策関心を高めること， (4)長期的には対立しあうような基本的な事実や性格を明確にするであ

ろうこと(それは，必ずしも政策的対応を変更しなければならないということを意味しない)， 

(5)包摂や参加を強調することは，政策目標を変更するというよりも，政策的介入の在り方，そ

れらの手段に対する考え方を変更するであろうこと， (6)1990年代末葉に社会的排除と包摂とい

う概念が採用されたことによる大きな変化はまだみられないが，反貧臨・反排除の問題はより

な複合的諸政策を生み出していること，である。

こうした調査研究に対して， 「カオス/捜合理論」にもとづき，階級・贈層的排除だ

けでなく空間的排除の動向を視野に入れて I排除は搾取の現代的(ニポスト産業社会的資本主

義の)形態」であるとする D.パイアンのもの8を紹介したことがあるo その理論は，社会的排除

の捜合的動態を捉え I生活史的軌跡」とマクロな社会転換を結びつけ I対話的学習と社会転

換」に結び付けようとする理論的・実践的なものであった。そうした理論からすれば，ギデン

ズの理解はもとより，ロンドン大学社会的排除研究センターの調査研究に対しても批判的にな

らざるを干与ないであろう。

3 .主要成人教育匝体がかかえる問題

以上のような政策のもとでの成人教育組織の動向について，イギリスそして地域の主要成人

教育団体である，労働者教育協議会 (WEA)と描泊製カレッジの場合を例にしてみておくこと

にしよう。

1)ヨークシャー北部労働者教育協議会

「労働者教育協議会WEA(W orker's Edu-

cational Association) J は，英国最大の民間

の成人教育提供機関であり， 2003年に創立

100周年を迎えている九イギリス全土でその

活動を展開しているが，大衆北するとともに，

f労働者」教育協会としてのアイデンティティ

をいかに主張できるかといった問題まで提起

されている。他方，より地域の実情に応える

という課題もある。現在，イギリスにはスコッ

トランドを含むイングランド WEAのほか， ヨークシャー北部 WEA玄関前
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ウエールズ(北部および南部)と北アイルランドに独立した WEAがあるが，後2者l土地域的

課題に対応するために，会留的組織から独立したものである。

「ヨークシャー北部WEA，Y orkshire N orth W orker's Educational AssociationJ は，イ

ングランドの WEAの支部である。管轄内に WEAの 12の地区があったが， 9つに統合され，

ほほ行政区域と一致するようになった。

これまでWEAは，労働者がより広い視野をもち，人格的発展を果たし，社会的・集団的な

文化を育てることを目的としてきた。しかし，最近の労働党政権は「技能と訓練J を最重要視

しており，これまでWEAがカリキュラム上で重損してきたものに資金を提供しなくなってき

ている。

また，労働組合とのパート シッブ。で，被麗用者の学習を発展させるために活動してきた

が，政府は企業的活動へのかかわり，労働の場での学習を強調し，失業者には基礎的訓練に重

点をおいた政策をとっている。

こうして，新たな政策動向は，それまでの WEAの活動とのギャップを拡大してきている。

現在，その事業費の 70%を政府からの資金で調達している WEAは，大きな方針転換を迫られ

ているのである。

WEAの活動をカリキュラムからみれば，①一般教養，②地域諜題，@労働学習の 3つからな

る。①は，これまでの WEAの活動の中心であった。「大衆的で、民主的Jな組織形態をとってお

り，自治的な運営委員によって進められ，地域住民の希望に応じて内容構成をしている。しか

し，最近は退職した 60歳以上の高齢者の参加が目立ち，老後生活のための教養・文化活動といっ

た色彩が濃くなってきている。資金は自己調達の方向が強まっている。

②は，とくに社会的に不利益を受けている地域や，権利剥奪された人々に対応するものであ

る。これは多様な資金を導入して行う場合が多い。健康問題や，恭礎教育， リテラシー教育な

どが中心である o また，高い学歴をもっていない参加者が多く，彼・彼女らが「学習を再開す

るreturnto learningJことを援助している。

③は，労働学習 Workplace Learningである。概述のように，これまで最も小さな部分であっ

たが，現在 3か年で2倍にする計画を立てている。政策動向に対応したものであるが，労働

組合と連携しながら進めようとしている。

以上のように WEAの活動は，会体として労働組合とのパートナーシップで進められてい

る。以前は炭坑組合などもあったが，毘辺は農村地区 1)ーズ市は交通の要衝ではあるが大き

な製造業はないということで，第 3次産業が多く， もっとも大きな労働組合組織は公務員労働

者協議会である。

とくにサッチャ一保守党政権時代は資金が少なかったが，労働党政権下で「学習代表 Learn-

ing RepresentativeJ団体となっている現在は，多額の資金を獲得できるようになった。ただし，

上記のように，それらの重点は基礎教育であり，それまでWEAが重点にしていた自己解放や

社会的意味，文化的価値といったことはあまり重視されていない。

また，教育と訓練の対立あるいは二元化といった問題もある。教育はより専門的で中産時級

的な性格があり，訓練は労働者時級向けという考え方もあるが， WEAはこれらの連続体を重視

している。とくに上述のような価値を念頭においた学習を推進するためには，政府以外の資金

を獲得する必要がある。

WEAで、は，政府とそれ以外の資金の比率を，現在の 7: 3から，将来は 5: 5にしたいと考
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えている。そして，とくに炭坑地域の失業者，難民，エスニック・マイノ 1)ティなどを対象と

したコミュニティ・プログラムにおいては， EUからの資金を導入して対応する必要があると述

べていた。

以上のような動向をふまえた， WEAの今後の課題としては次のようなことがある。

第 Iに，パートナ…シッブの拡充である。労働学習などにかかわって労働組合との連携を強

化するだけでなく，麗用者とくに中小企業の護用者との関係をどのようにつくっていくか，

NHSや行政との関係をどのようにつくっていくのか r新しいパートナーシップ」が関われて

いる。職業教育の領域では，多様な需要に応えつつ，より広い視点にたった方法(NewApproach 

to Training)が必要とされている。

第 2に，教育組織の再編成，とくに新しく求められているカリキュラムに対応して，すぐれ

た「講師陣tutorSJをどのように確保するかが焦点となってきている。とくに，社会サービス

にかかわる労働者が多くなってきていることから r健蔵福祉労働 Hea!th& Care W orkJへ

の対応、が重要となってきている。この領域では女性労働者が多いのであるが，資格をもたない

ために劣悪な労働条件にある場合が多く，資格取得が重要な課題となっている。それは，この

地域の伝統的な労働，たとえば炭坑労働者などの場合には考えられなかったことである o

第 3に，参加者の高齢化傾向にどう対応するかであり， とくに新しい要求をもった，より若

い「新しいグループ」をどのように育成し組織化していくかが焦点となってきているo 若者の

多くは，中等教育を終了しても専門的な資格がなく，専門教育を受けようにも，経済的事情等

で教育機関に通えないものが多い。

以上のように，とくに資金獲得上，新労働党政権の政策へ適応していくことは，教育訓練の

内容や方法において WEAが重要だと考えてきたことと矛盾する側聞をもっている。そこか

ら，女性や若者への対応にみられるように，新たな実践的課題も浮かび、上がってきている。

WEAの歴史，とくに参加者中心の民衆的なデモクラシーの伝統を活かせていけるかどうか，正

念場に立たされていると雷えよう。

2 )ノーザン・カレッジ

ノーザン・カレッジは，英国にある 6つの椙泊型 residentia!カレッジのうち，最大のもので

ある。その萎盤は，地方自治体と労働組合と社会運動である。 1970年代は労働組合運動，地方

行政，地域社会発展運動等が強力であったが，

サッチャ一時代の 80年代，いずれも弱体化さ

せられた。こうした経過をふまえたノーザン

カレッジの現状については姉時論文が詳しく

述べているので，ここでは，地域成人教育論

の視点から重要だ‘と思われる点にしぽってふ

れておくのにとどめる。

1990年代には，こうした状況のたてなお

し， とくに労働党政権になってからは，新た

な実践を狙う活動家の再教育が重要な課題と

なってきた。カレッジを取り巻く環境や政策

的状況に対応するというだけではなく，活動 ノーザンカレッジ玄関前
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家における世代間のギャップが自立つようになってきたからであるo ノーザンカレッジで働ら

こうとする現代の若い世代は，必ずしも十分に労働運動や地域運動に参加してきているわけで

はないから，労働・労働者教育，地域符建運動(とくに産炭地域)，あるいは「再教育機会second

chanceJを保障する諸活動などについて，その背景を含めた理解が必要となってきているので

ある。

そのことは，カレッジが，ある程度定型的な対応が可能な，資格取得をめざすようなプログ

ラムではなく，労働者と地域がかかえている現実的な諸開題に対応した「短期講躍」を霊視し

ているということからも要議されることである。「短期講座」は，参加者の状況にあわせた，選

末の 3B間コースや， diplomaコース(大学への道)などとして展開されているのであるが，そ

の原則は，①参加，②高い質，③アウト 1)ーチ，④宿泊型(グループ。学習)だとされている。

こうした教育訓線プログラムを進めるためには，教育訓練実践者に実践的経験と高い識見が要

求されるのである。

最近のフ。ロジェクトでは，教育訓練実践者がフランス語起源の「アニマトウール animateurJ

という名称で呼ばれることが多い。その理由としては，次のような点があると言う o 第1に，

増大しつつある EU資金とのかかわりがある。ヨーロッパ社会資金を受ける資格のある「目的

1地域J(GDPが王子均の 75%以下)として， EUの政策動向に対応する必要がある。それらの資

金に基づくプロジェクトにおいては，-力能形成 capacitybuildingJが強調されている。第 2に，

専門家ではなく学習者自身が参加することが重視されるo第3に，-徒弟的診11線 apprenticeshipJ

あるいは「仕事をとおした訓練 onthe job trainingJが位置づけられている。

しかし，これらは現在の EUの教育訓練政策の強調点であるとしても，アニマトウール本来

の意味とは離れているであろう。その母国フランスで「アニマトウール」 は，民衆の自発的協

同団体としての「アソシアシオン associationJ，とくに民衆的文化・教育アオシアシオンが進め

る「アニマシオン animationJ，すなわち民衆の自発性を換気し，地域における協同関係を再生

することを支援する活動を担うものとして，民衆教育ボランティアとして活動してきた。その

アニマトウールは，政策的に取り入れられ，-職業としてのアニマトウール」となり，それに伴

う変貿過程も問題となっているが10 いずれにしても，こうした意味でのアニマトウールとイギ

リスで位置づけられようとしているものとは，かなりの遊具があると言わなければならないで

あろう。

とはいえ，-アニマトウーJlっという新しい名称で呼ばれようとも，その実践が地域住民， と

くに社会的に排除されがちな人々が，まわりの世界を批判的に捉え，みずからの力を見直し信

頼していくという「主体的力量形成 empowermentJの過程を重視しているという点では，以前

と共通したものがあると言えるであろ 70そこには，政策とのかかわりで複雑な状況におかれ，

しばしば矛盾した対応をとることがあったとしても，基本的には，地域住民や労働運動・社会

運動実践者たちのエンパワーメント過程を援助・組織fちする活動を進めてきたノーザン・カレッ

ジの実践的蓄積が反映していると考えられる。

もちろん， ノーザ、ン・カレッジが伝統的に重構してきたものだけが，現在の教育訓練の内容

を規定しているわけではない。地域住民からは一般的な学習機会拡充に対する要望もあり，カ

レッジではこれらは「学術的なものj に対する要求であると受け止め，そうした講康等を開催

している。また，労働党政権が重視している教育訓練政策， とくに「近隣社会再生計画 Neigh-

bourhood Renewal ProjectJへの対応も大きな位置を占めるようになってきている。



274 

以上のような状況の中で，ノーザン・カレッ

ジで実際に教育訓練;活動を担当している実践

者はカレッジの活動の意義をどのように考え

ているのであろうか。 16年のキャリアをもっ

研究調査担当の John Graysonに開き取りを

した結果を筆者なりに整理すれば，以下のよ

うである。

ひとつに，短期講座を中心にしていること

についてである。それはノーザン・カレッジ

が，民衆への信頼を基本とした，民主的な価

値感をもっ独立した組織であるからである。

とくに，参加者と討議して計爾をたて，それ

ノーザンカレッジ，ジョン・グレイソンからの
聞き取り

に対して教育訓練実践者が説明責任をもつことが重視されなければならない。

もうひとつに r真に有益な知識realuseful knowledgeJを求めるという労働者教育の怯統

を重視していることである。現在，政策的には結果主義的な教育訓練が重視されているが r行

動のための知識J. r人民自身の知識」をふまえて，学問的知識，管理運営的知識を獲得するこ

とが考えられなければならない。

こうした考え方にもとづくならば，現在取り組んでいることで重要だと思われるのは，次の

ような点である。

第 1に r参加型の資格取得ParticipativeAccreditationJである。それは，地域住民の欠点

を指摘するだけの「欠点指摘型モデルDeficitModelJ. あるいは地域社会を助けるといった専

門家モデルの問題点をふまえたものである。そして，地域と地域住民にこそ価値があるという

理解のもと，資格取得においてもより民主的な方法が追求されなければならないと考えること

から取り組まれているものである。

第 2に，あらためて「グループを単位にする教育訓練」を位置づける必要があるということ

である。最近の政策によって進められているのは，個人主義的教育訓練であり，そうした状況

を反映して，若い教育訓練担当者にも，さらには受講希望者にも個人主義的な考え方がある。

しかし rグループの中に学習の資源と髄値があるJので、あり，それを重視した実践を軽視して

はならない。

第 3に， とくに「参加型調査研究 ParticipativeResearchJを進めるために，菌i努的な連携

を強化するということである。すでに，イギリスの諸大学(ウォーリック大学，アルスター大

学など)との協力をふまえ，スウェーデンの大学との国際的連携， とくにハンガリーの自由大

学による地域教育訓練活動への貢献などをしている。これらをさらに進めることは，ノーザン・

カレッジでの実践を発展させる上でも有議であろう。

以上は，カレッジの怯統を体現しているょっな John Graysonからの開き取りによるもので

ある。したがって，より若い教育訓練担当者がどのように考えているか，経営的立場の人々に

どのように受け入れられているのか，などについては確認が必要で、ある。そして，政策や資金

構造の変化が実際の教育訓練活動に大きな影響を与えることも事実である。しかしながら，教

脊訓練担当者が上述のょっな考え方に基づいて活動しようとしていることには， 日本での地域

社会教育実践を考える上でも，おおいに参考になると言えよう。
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4. リーズ市における地域社会教育

ここでは， リーズ市において推進されている地域社会教育センターとして，われれわが訪問

した，リーズ市行政による「東リーズ家族学習センタ- East Leeds Family Learning CentreJ 

と，継続教育カレッジによる「オズモンドソープ立ち寄りセンター Osmondthope One-stop 

CentreJについてふれる。

1 )東リーズ家族学習センター

このセンターは， リーズ市訓練部(現在は，学習および余暇一一仕事と技能」部)とそのパー

トナーによって， 1996年に設立された。パートナーとしては，①大学(市内 5大学)と学校，

②企業(テスコ・デパート，ホテル，病院など 6企業)，③その他(職業訓練所，欧州社会基金，

学習・技能協会，流通産業労犠組合，など 7団体)がある。資金としては 1)ーズ市，学習・

技能協会，欧州社会資金，単開発予算J，麗用者団体からのものがある。

としては，このセンターが対象とする Seacroft地域が， 1)ーズ市の中でもとくに社会的

に排除された地域として，失業率と福祉依存率が高いこと，教育・技能水準が低いこと，成人

教育への参加が少ないこと，高等学校が最低水準でbあること，それらに関連する社会的諮問題

が多いこと，があった。この地域は 3つの「地区 wardjに分かれており，人口 123千人，失業

率 15%，学業達成度低いという全体的特徴があるが，地区間の格差があり，たとえば失業率55%

のところもある。民族的マイノリティは少ないが，流入・流出の過程で麗史的に形成されてき

た貧困地区='空関的排除」があることが大きな特徴であった。しかし，この地域には，状況を

変革しようとする政治的運動があり，連携を重視する地域的伝統，そして物的基盤として，使

用されていない高等学校施設もあった。

家族学習センターの呂的は，地域住民が錨人的・総織的な呂的や期待を達成することを援助

するような，学習と発達機会を提供する生護学習事業を進めることにあった。「選択，参画，パー

トナーシップ」を重視しながら，糞任ある，しかし革新的な事業をと考えられている。

実際の事業では，無料の学習機会，学習支援活動，雇用機会の拡充，状況に対応した弾力的

な事業(コンビューターや多様な資格)，無料の保育所，などが配麗されている。提供している

学習機会としては，①基礎的技能と雇用に結びっく技能，②戦略的技能，③市内大学と放送大

学の講座，③仕事探し，④欧州再学習計画 (16-24歳対象)，⑤高等学校教育計画 (14-16歳

対象)，⑥学習者支援とカウンセリング，がある。

具体的な聞き取りの内容は， くわしくは後続の資料を参照していただきたいが，われわれが

ヒアリングしたのは， Ken Smith氏であり，市の「学習および余暇」部の「仕事および、技能」

係の「開発担当者 DevelopmentW orker jである。 1996年に，労働党の政治的影響力が強いこ

の地域で，当時は保守党政権であった中央政府と地方政府との間で地域政策をめぐる対立が

あったということであったが，市職員は「経済・地域社会発展 economic，community develop-

mentjを担当することとなったとのことであった。

筆者は， 1994年における北アイルランドでの地域社会教育実践の調査研究に基づいて，日本

との比較研究のために， 2つの視点を提起したことがあった 11 すなわち，第 1に，定型教育・

不定型教育・非定型教育の 3類型であり，第 2に，地域社会(地域住民)のための教育j，'地

域社会における教育j，'地域社会とともにある教育」という 3実践形態である o こうした視点
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からすると，家族学習センターはたしかに「地域社会・経済発展」に取り組んではいるが，な

お，定型教育が多く，内実としては「地域社会のための教育」が中心であるよう思われた。

それは，資金だけでなく，教育組識も学習プログラムも外部に依存する傾向が強いというこ

ととかかわっているであろう。また，パートナーシッブも，肝心の住民組織とのパートナーシッ

プができておらず，学習者組織も形成されていないということにかかわっている。

KenSmith氏の話からは，現状を打開するためには r地域住民のために」麗用価値や市場価

伎を高めるような教育訓練が必要で、あるということ，そのことを地域住民に訴えていきたいと

いう強い思いが伝わってきた。このセンターがとくにこうした呼びかけのターゲットとするグ

ループは，①これから仕事を見付けようとする joiners，②再び労働市場に参加しようとする

returners，③さらに技能向上をはかろうとする improversであり，これらの他のグループは，

④「社会的生涯学習者social-lifelonglearnersJとまとめて呼ばれていた。

もちろん，住民と直接接する実践者に面接できなかったので，以上のことについて断定的に

雷うことはできないであろう。たとえば， rSeacroft家族学習センター」は 1)ーズ市に 6つある

同種センターのひとつで，とくに薬害中毒，片親家族， 10代の母親と子どもなどを中心にした

貧困家庭対策のための施設として，ボランティア活動をしている人々とパートナ…シップで活

動している。管内に 1500人いた子どもが 360人に減少し，新しい学校に統合する動きがあるが，

学校は地域の中心なのでできるかぎり開校にしないよう配躍しているとのことであった。こう

したボランティア活動や学校の教育英践とのかかわりについては，さらにつっこんだ調査が必

要である。

また，興味ある活動としては，テスコとの連携による事業がある。それは， 1964年にテスコ

が旧来の施設を取り壊し新しいショッどングセンターを作る時に開始されたもので，小売業の

従業員と地域住民(とくに失業者)に対する学習や資格取得のための訓続などを提供してきた。

その後，他の産業分野にも広まりつつあるこの事業は r仕事保障計画Job Guarantee Pro-

grammeJと呼ばれ，地域企業と公的教育訓練活動がパートナーシップを展開した事例として控

目されるであろう。

われわれが北海道で、行っている調査研究では，士別市において寄贈されたデパート施設跡地

を利用して「生謹学習情報センター」が作られ，行政だけでなく，地域住民組織の活動の拠点

となるような施設づくりが進められているという事例がある 12。社会的経済や地域社会企業の

重要性が指摘されてきているおり，これらと比較研究しながら，地域社会教育訓練における地

域企業の役割，それらと旧来の，あるいは新しく生まれつつある教育訓練組織とのパートナー

シップの在り方を考えることは，ひとつの研究テーマたりうるであろう。

2 )オズモンドソープ立ち寄りセンター

オズモンドソープは， リーズ市の中でもとくに貧困で権利剥奪された地域とされ，片親家族

が多いことを特徴とする。市の貧国対策二二「地域社会計画および再生 CommunityPlanning & 

RegenerationJ地域のひとつである。

「オズモンドソープ立ち寄りセンターOsmondthorpeOne-stop CentreJは 1)ーズ市の管轄

で，もと乳幼児診療所であったが，この社会的に排験された地域のたまり場であり，地域住民

の自立のための多様な教育訓練活動をするセンターとして位置づけられることとなった。 1)ー

ズ市には向様の「立ち寄りセンタ…」が 16ある。
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このセンターは rパークレイン継続教育カレッジ ParklaneFurther Education CollegeJ 

のアウトリ…チ・センターとしても位置づけられている o 問カレッジはここで rパートタイム・

コース」を提供している。たとえば，コンビュータ・事務技能，インターネット，英語および

数学の再学習，親と保育者のための工芸，絵画，能書，良い家族生活，髪染め，髪型，食品衛

生，ダ、ンスおよびジャズ，東洋マッサージ，離り方，女性の自己肪衛法，といったカリキュラ

ムである。

センターでは，関カレッジの CarolineBondが「成人指導担当 AdultGuidance W orker J 

として活動している。われわれが開き取りをしたのは，ここで 10年の経験をもっ彼女であるo

彼女は，カウンセリングも行い，守秘、義務もあるが，カウンセラーではなしその活動は「信

頼にもとづくもの」で，決定する権限はもたない。実際には，履歴書をどう書くか，市役所や

就職希望先とどう対応するかなど，よろず相談的なこともしている。

教育訓練活動としては， 16-19歳を対象に 5つの講座(保育付き)が無料で提供されてい

る。ただし，資格を取得する場合は有料となる。実際のカリキュラムとしては，上述の縦続教

育カレッなどの短期講座などが利用されている。この地域の実態にあわせた独自の教育訓練の

内容や方法がとられているわけではない。

しかし， Carolineにとってもっとも重要な仕事は，地域住民をいかにセンターの活動に参加

するように仕向けるかということである。管内にある 4つの小学校で宣伝したり，関番館など

の諸公共施設でチラシを配ったりしているが 1年間の参加者は 400人，必要な青少年の数か

らみれば，まだまだ不十分で、あると彼女は思っている。それは，彼女が，いったんセンターに

来て，講座に参加してくれれば，自覚ましく変化する若者をたくさん見ているからである。

かなりアクセスし易い場所にあり，しかも無料にしても参加が相対的に少ないという理由と

しては，地域住民にとっては，まずは働くことが先決とい7状況がある。とくに， 10代の片親

家族の問題などへの対応は大きな課題である。また，若者には学習する習慣がなく，学習に対

して消極的・百定的な意識があるo 教育や学習は，彼・彼女らにとって「負の遺産j なのであ

る。学習活動を進めるためには，それらの意識や態度を変えるということからかからなければ

ならない。教育訓練を受け，資格を取得することが若者に自信を持たせることになると言われ

ているが，その教育訓練を受けるためにも自信回復の教育実践が必要とされているのである。

こうしたことの重要な原悶としては，両親の問題がある。この地域の両親には，教育的な文

fじがない。自分たちが失業か不安定・不規則就業の状態にあるので，子どもには 16歳になった

ら働いて欲しいと思っている。小学校では子どもの教育のためにも保護者教育が必要だとして

がんばっているが， Caroline は，その後も，学習中の子育て費用給付などの最低援の制度的保

障とともに，両親教育に力を入れなければならないと考えている。より積極的には，子どもの

学習と大人の学習を，内容的にも方法的にもつないでいくことが求められていると替える。

もうひとつの問題は，学習提供者の間での競争である o 市内に 2つの総合大学 4つの単科

大学，そして 7つの継続教育カレッジがあるが，それぞれが同様なメニューをもって学生獲得

競争をしているのである。その背景には，最近の中央政府の教育・労働政策が，①表基礎的技能・

資格，②労働の場での学習 Workplace Learning， Q:数学と雷語の基礎，を重読し，それらに

多額の補助金を注ぎ込んでいるということがある。これらに照応した教育訓練がなされている

ことは，パークレイン・カレッジの「パートタイム・コースJ のカリキュラムからもうかがう

ことができるが，同様なことは，他の学習提供者も行っているのである。地区の笑情にあわせ
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て調整し，それぞれの特徴を生かしながら棲み分けをしたり分業をしたりする必要が生まれて

きていると言えるが，それらの調整機関や組織はまだないというのが現状である。

5.地域成人教育の課題一一地域創造教育の読点からの比較研究一一

さて，元リーズ大学正講師で，地域成人教育実践の経験が豊かな KevinWardによれば，地

域社会発展にかかわってブレア政権が打ち出している政策理念は単なるレトリックでしかな

い。むしろ，地域社会発展に必要なアクセス， ミーテイングなどが欠落しているため，現場で

は戸惑いと困難が増している o

とくに問題とされているのは，第 1に，調整の不足である。全国，地方，地域の関係の調整

もあるが， とくに現実の地域課題への接近のない「専門家的アプローチ」がとられていること

が問題である。関連する諸領域にわたる調整も不十分で、，たとえば健康，自治や教育といった

関連の活動との調整ができていない。

第 2に，上記のような状況の中で，地域住民や活動家がどのレベルで，どのように対応した

らよいのかわからなくなっているということである。多額の予算を消化するということもあっ

て，実践家は忙しすぎてパーンアウトも生まれている。実践の現場にかかわっているケビン氏

から見れば，このことが最も深刻な問題である。

第3に，行政による地域社会発展の推進において地域住民の参加が必要とされ，ヒアリング

や相談はするが，地域住民に決定権はないということである。そうしたやで，行政的な地域社

会発壌がはたして効果的なのか否かといったことをめぐって，行政と地域住民に事実認識や知

識のギャップが生まれている， と言う。

以上のような問題は，もちろん，新しい政策導入過程にともなう摩擦というべきものも含ま

れている。しかし，問題はやはりブレア政権の政策の性格，あるいは本質的な矛盾にかかわる

基本的なものであろう。上記のような諸問題の主たるものは，地域社会およびボランタリ一部

門に「契約文北」や「企業的精神j を持ち込むことから生まれてくる諸問題だと言えるからで

ある r第三の道」に対する批判に対してギテツズは，現実に進行している事態をふまえて，批

判者や第三者にもわかるように明確に答えているとは雷えない。実際的には，とくに社会的に

排除された地域や人々に対する対応がその政策の試金石となるであろう。

それでは，そうした地域で活動している実践者は，上記のような矛盾の中でどのように対応

したら良いのであろうか。ここでは，本稿で紹介したノーザン・カレッジの John Graysonと

Marion M. Hortonが， とくにハンガリーの実践者と交流しながら提起している「参加盟資格

取得participatoryaccreditationJに注話しておこう 13。資格の問題は，一方で、個人的な期待に

応える側面をもっとともに，他方で，労働市場対応的な側面をもち，地域社会での諸実践を菌

家的に包摂する可能性をも持っているから，それにどのように対応するかは，地域住民の立場

にたった地域成人教育英践者にとっても試金石となるからである。

資格については，これまでの地域運動・社会運動家の関では， とくにラデイカルな実践者で

あればあるほど消極的ないし否定的であったと言えよう。たとえば，ラスキン・カレッジやノー

ザン・カレッジのような宿泊型カレッジがリベラルアーツや資格取得にかかわる教育訓練を伎

置づけて「ラデイカルさ」を失っていくことに対して，大学や労働組合に対しでさえも独立し

た成人教育機関として「アルスタ…・ビープルズ・カレッジJ を部設したトム・ラベットは，
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資格取得のための教育部i練に対して否定的であった14
0 HortonとGraysonも，労働組合運動

家・地域活動家や受講者などに対する各種アンケート調奈などによって，資格取得への無関心

が大半であることを確認している。

しかし，失業対策とあわせて，地域社会およびボランタリー組織の「社会的金業」化を進め

る政策は，資格取得を重要な課題としている。これに対して，地域社会およびボランタリ一部

門で活動している者はどっ対応したらよいのであろ 7かo Hortonらは，これらの部門には，全

国統一職業資格といったものとは区別される「地域社会資格 CommunityQualificationsJが必

要であると言う o ヨークシャー(ノーザン・カレッジ)とハンガリーの実践経験によれば，そ

れらは次のようなものである。

すなわち，第 1に「技能」であり，それは組識的技能(集会開催，メンバー集め，資金獲得

など)，市民社会において効果的に制度を作る遂行能力，などである o 第 2に「価値」であり，

代表性，差別と抑庄，ティームワーク，相互性，市民性を理解することである。第

3に「情報」であり，どのようにシステムは動いているのかにかかわる，地方の監査と地域社

会の評髄，地方政府，地方経済，政治的交渉方法，権力と民主主義，法と政治についての実際

的分析である o そして，第 4に「主体的力量形成 empowermentJであり，方法や脈絡がいつも，

参加者中心的で，自信形成的な成人教育訓練の一般的な考え方に結び、付けられていることであ

る。

これらはすべて，既存の制度的な教育訓練と資格取得プログラムは I地域社会発展commu-

nity developmentJの必要に見合っておらず， とくに地域社会発展・地域経済発展過程の，本

質的に集団的な性格を見失っているという理解にもとづき，それに対するものとしてあげられ

ているものである O それらは，全国職業資格はもちろん，コミュニティワーカーのための資格

などとも対比されている。このような「参加盟資格」においては，まさに，教育と訓練を統合

しながら進める「地域づくり教育 communitydevelopment educationJの在り方が開題となっ

ているのである 15

Hortonらは，地域社会発展にかかわる「参加型資格」取得過程が「公共簡J(ハーパマス)

を作ることや，それがエンパワーメント過程であることを指摘しながら，実践的な経験からの

モデルを提起しようとしている。「真に有識な知識」に基づいた「参加盟資格取得」の民主的モ

デルとされているその教育訓練の構造と，筆者が提起している「地域創造教脊」の 6つの領域16

などとの実践的・理論的比較研究が必要で、あり，かつ可能となってきていると言えよう。その

実践は， HortonとGraysonによって「より主流的な事業の縁(ふち， edge) Jに位置すると自

己認識されているが，制度的位置づけをふまえた地域教育訓練構造の比較研究も重要課題であ

る。

<).主>

1 :t出編寺普 f社会的排除と「協i可の教育J~ 御茶の水害警房， 2002， を参照されたい。

2 その経過と北アイルランドにおける笑慾については，拙幸子 r地域づくり教育の誕生一一北アイルランドの笑

践分析一一』北海道大学関黍刊行会， 19980 

3 以下で述べる社会的経済および、社会的金業の最近の動向については，Pauline McClenaghan， From Commu-

nity Development to the 50cia! Economy: Im)うlicationsfor 50αal Economy， the report for the Interna-

tional Symposium 'The Futur巴ofCommunity D巴velopmentEducation'， Hokkaido University， Sapporo， 
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Japan，および，塚本一郎「イギリスにおける社会的企業の台頭J，臼本 NPO学会報告， 2004，を参照した0

4 代表的なものとして， J ohn Pearce， Social Enter戸市ein Anytoωn， Calouste Gulbenkian Foundation， 2003. 

m警は，問じ著者が問じ基金から委託されてまとめ，話題を呼んだ，At the Heart 01 the Community 

Economy (1993)を，新たな状況おいて， Social Enterpriseという視点から一般化して提示したものである 0

5 拙編著『社会的排除と「協向の教育JJ 前出，第 I編第 I霊祭。

6 Anthony Giddens， The Third Way and iぉCritics，今校法之・千)11剛史訳 f第三の遂とその批判』昇洋審

E事， 2003，原著 2000。

7 John Hills， Julian Le Grand David Piachaud ed.， Understanding Social Exclusion， Oxford University 

Press， 2002 

8 David Byrne， Social Exclusion， Open University Press， 1999.拙編著『社会的排徐と「協同の教育JJ 前出。

9 Stephen K. Roberts ed.， A MinistηI 01 Enthusiasm， Pluto Press， 2003 

10岩橋恵子「フランスにおけるアニマトウールの職業化過程の特質」新海英行・牧野篤編 rJj見代世界の生i1E学

習』大学教脊出版， 2002 

11主主著 r学校裂教育を超えてーーエンパワーメントの不定型教育 』北樹出版， 1997，終主主参照。

12拙著 F生涯学欝の教脊学 学習ネットワーキングから一一』北樹出版， 2004。

13 Marion M. Horton and John Grayson， Qual紗ingthe Neighbourhood: Reflections on Accreditation， 

Particijう'ationand OwnershiP， Journal of Access and Credit Studies， Spring 2003 

14拙著『平和への地域づ、くり教育一一アルスター・ビープルズ・カレッジの挑戦一一』筑波著書房， 1995 

15ここで， 1985.:tpの欽州審議会の「成人教育tと地域社会発展」プロジェクトに依拠した P.Shanahan (前アル

スター大学地域社会発展施設長)の地域社会(経済)発展論が引用されているのは興味深い。彼の理論と笑

践については，拙著『地域づくり教育の誕生』北海道大学図番刊行会， 1998，とくに第百章。

16拙著 rr地域をつくる学び」への遂』北樹出版， 2000，などを参照されたい。
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臨調査参加者の報告文

1 .スポーツと都市再開発:シェフィールドを訪ねて

大沼義彦

はじめに

今盟 1)ーズにおける発達・学習支援ネットワークの事例欝査に加え，スポーツによるまち

づくりに取り組んで、いるシェフィールドを訪れる機会を得た。

筆者が，シェフィールドに注白した理由は次の通りである。シェフィールドは， 1991年に夏

季ユニバーシアード大会 (StudentGames) を開催した都市である。鉄鋼産業の中心地であっ

たシェフィールドは，題、速な鉄鋼産業の衰退を契機に，大学都市へと姿を変えていった。それ

を象徴的に示したのがユニバーシアードであった。奇しくも間年の冬季大会は札棋で行われて

おり，ユニバーシアード大会は札暢からシェフィ…ルドへと受け髄がれたことになる。 1972年

の冬季オリンピックを含め，四度の冬季オリンピック開催に立候補した札椀とシェフィールド

は，スポーツを利用した都市開発という文脈において同一線上に位置する。しかしながら，発

達・学習支援ネットワークという観点からすれば，より住民のスポーツ活動の組織化・ネット

ワーク化や，地域レベルでの住民のスポーツ実態が問題となる o とくに 2002年にサッカーの

ワールドカップを開催し， 2007年には FISノルディックスキ一世界選手権を控えた札幌の姿を

念頭に置くならば，シェフィールドの経験は，匿瞭的スポーツイベントと都市再開発，地域ス

ポーツ活動との関連をどう考えるかという点で参考となろう。

ここでは，英国及び、シェフィールドにおけるスポーツ政策を中心に，毘際的スポーツイベン

ト関信じ都市再開発，住民のスポーツ振興との関連を把握することをねらいとしたい。

1 )シェフィールドの概要

シェフィールドは，人口約 53万人(1996年)を拾える，イングランド北部サウスヨークシャー

州の中心都市である。もともと鉄鋼業をはじめとする工業都市として発展してきたが， 80年代

には鉄鋼不況もあり， 90年代にはスポーツによる都市再開発が行われていった。

もとよりシェフィールドは，スポーツが盛んな町である。例えば，最古のサッカークラブは，

他ならぬシェフィ…ルド FCであった。クラブが設立された 1857年というのは，現在のサッ

カーを誕生させた FootballAssociationの設立 (1863年)より古い。現在，シェフィールドに

は，シェフィールド・ウエンズ、ディ (1867年設立:現在 3部 1)ーグ)とシェフィールド・ユナ

イテッド (1889年設立:現在 2部 1)…グ)の二つのプロ・サッカー・クラブがある。そのほか

にも，ラグビー，アイスホッケーのシェフィールド・スティーラーズ，バスケットボールのウ

エストフィ…ルド・シェフィールドといったクラブがシェフィールドを本拠地にしている。

要スポーツ施設には， ドン・バレー・スタジアム (DonValley Stadium)，シェフィールド・

アリーナ (SheffieldArena) ，ポンズ・フ才一ジ留際スポーツセンター (PondsForge Interna-

tional Sports Centre)があり，全英，国際レベルの各種スポーツ大会が関寵されている。
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2 )スポーツ産業研究センター

室表者が訪ねたのは，シェフィールド・ハーラム大学スポーツ・レジャー・マネジメント研究

科 (Sheffield狂allamUniversity， School of Sport and Leisure Management)内にあるス

ポーツ産業研究センター (SportIndustry Research Centre， http://www油 u.ac.uk/schools/ 

slm/ sirc.htmI)である (2004年 12月 17日)。

同センターは，シェフィールド大学(Universityof Sheffield) とシェフィールド・ハーラム

大学との共同研究施設であり，主としてイングランドのスポーツ政策を経済学的な観点から調

査研究する事を目的としている。例えば，ボランタリー・セクターの経済的重要性や，ロンド

ン・マラソンの経済的効果，ウエンブレイ・スタジアムにおけるファン研究などを行っている。

また，こうした経済的分析により， UK Sportや SportEngland等に対L，基礎資料の提供や

政策提言なども行っている。商談した方は，問センターのクリス・グラットン (ChrisGratton) 

教授である o 時氏は wスポーツと都市:経済的・社会的再開発におけるスポーツの役割』等，

として経済学の立場からスポーツと都市の研究に従事している。また，大抜体育大学や早稲

回大学を訪れた経験もあり，日本のスポーツ経営学分野の研究者との交流も深く，日本のスポー

ツ事情についても一定の知識を有していた。

3 )英国におけるスポーツ政策の動向

ところで，筆者の目的の一つに，シェフィ…ルドにおけるスポーツ政策の概要を把握するこ

とがあった。とはいえ，シェフィールドのスポーツ政策それ自体が，英菌全体のスポーツ政策

に規定されていることに違いはない。英国における学校体育や生涯スポーツ政策の経緯につい

ては，内海らの研究によりすでに明らかとされているため，ここでは深く立ち入らないが，近

年の英国スポーツ政策上，重要な計画が出されていることだけは確認しておく必要があろう。

なお，以下の諸政策文書は， HP上で入手可能で、ある (http://www.culture.gov.uk)。

すでに内海が紹介したように(内海， 2004)，ブレア首相は， 2000年 3月に『すべての人にス

ポーツある未来を (ASporting Future for Al1) ~ (文化・メデ、ィア・スポーツ省。以下， DCMS 

と略)を提起した。問書はニ部構成になっており，一部はビジョン編，二部は各ビジョンに対

するアクション・プランとなっている(表 1参照)。日本においても「スポーツ振興基本計画」

(2000年 9月)がだされたが，それと比較した場合， (学校)教育現場におけるスポーツの課題

(例えば学校スポーツ・コ ネーターの導入等)や組織聞のノfートナーシップを強調してい

る点が特徴といえよう。

また 2001年 3月， DCMSは wスポ…ツ政府計画 (GovernmentPlan for Sport) ~を公表

した。これは，先の文書を具体的に実行に移すためのアクション・プランとその戦略，

を明示したものである。そして以下の関連個別報告書が出されてきている。

・エ 1)ート・スポーツ基金 (2001年)

-継続・高等教育機関におけるスポーツの役割 (2002年)

・コーチの任務 (2002年)

・スポーツ政府計商:第 2次年次報告書 (2003年)

-体育・スポーツを通じた学習:体育一学校スポーツークラブ関連携のガイド (2003年)
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-プレイ計画:遊び場とスポーツへの積極的予算 2001-2002(2003年)

表 1 Iiすべての人にスポーツある未来を」構成

そして，以上の集大成ともいえるのが， 2002年 12月，内臨戦略室と DCMSが共同で作成し

た『ゲーム・プラン:政府のスポーツ・身体活動目標達成戦略 (GamePlan: a strategy for 

delivering Government's sport and physical activity objectives) J である。この文書は，本

編だけでも 200頁を越え，付録を含めると約 300頁にも及ぶ。文書全体には，英国のスポーツ

実施率をはじめとした諸テ、ータとその分析，これまでの研究成果などがふんだんに盛り込まれ，

非常に充実した内容となっているo ちなみに，筆者がE指炎したグラットン教授もこの文書作成

メンバーの一人であった。ここでは，その日次のみを掲げておきたい (http://www.number判 10.

gov.uk/su/sport/report/Ol.htm) 0 

第 1主表 現在我々が立っている場所:スポーツの現在

. 草の根レベルの参加は改善されたかもしれない・国際舞台で、の活躍は思った以上である

. メyゲイベントの開催はいつも成功とは限らなかった

. スポーツ・身体活動に対する財政支援はばらばらである

. スポーツを提供する機構は複雑で、ある

. 結論
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第 2 我々が配慮する理由:便益と政府の役割

. はじめに

. スポーツ・身体活動の便主主

- 国際的スポーツでの活躍• メヌゲスポーツイベント開催

. 参加，競争， もてなしの相互作用

. 政府が介在すべき時期

. 結論

第 3 我々が向かいたい地点:2020年のスポーツ・身体活動

. スポーツ・身体活動の可能性ある未来

. スポーツ・身体活動のビジョン• より健康で〉 よりよい国民へと向かう二つの方式

- 政府はどのようにしたらその目的を達成できるか

第 4 我々のスポーツ・身体活動文化の発展

. 健康増進のための大衆的参加の増大

. 対象集団の優先順位

. 包括的アプローチ

. 若者のスポーツ・身体活動

- 地域の成人

. 参加を増大させる.作動するものを設立する

第 S 国捺的活躍の強佑

- 国際的活轄に向けた枠組み

. 一流競技者への財政支援を透明化する

. 才能の認定と発展とのギャップを埋める

. 権援委譲の扱い

. 顧客誘導の資金

. スポーツ審議会のコーディネイション機能の改善

- 顧客を誘導するすぐれたサービス

. 結論

第 6 メカ、、イベントと大規模施設の改議• メカ1べント対メジャーイベント

. 失敗より多くの成功• メyゲイベントに対する新たな機構• メ方、イベントに対する新たなアプローチ

第 7 組織の改善と全英におけるスポーツ・身体活動の普及

. スポーツ組織は過度に複雑である

- 改善への基準

. 中央政府:I調家戦略，明らかな説明責怪

• UK SportとSportEngland :顧客は投資家

. 非政府盟体:結果に対する財政支援
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. 地方での普及活動:柔軟性と選択

. 結論

第8意実 行

. 行動予定

. 誰が何に責任を持つのか?

. 実行の進捗状況はどのようにモニターされるか?

・諾勧告の要約

本書の特徴にあげられるのは，第一にその包括性，全体性である。例えば，スポーツ・イン

グランド 2002…2003年次報告書には，ブレア替相の以下のような言葉が掲載されている。

「それは，単なるスポ…ツ政策ではない。それは，健康政策であり，教育政策であり，関:d'B政

策であり，麻薬対策でもあるのだoJ

日本においてもそうであるが，スポーツという名称、に限っていえば担当省庁は浪られる。し

かし，実際の地域レベルで考えた場合には，健康を含めたスポーツ関連事業は多岐にわたる。

事業実施主体や財政面の複雑さは何も日本に限ったことではない。ただ，英国においては内閣

戦略室と DCMSが共同でこれらを全体的に整理し，具体的に根拠も示した上で実行プランを

提示した。その意義は極めて大きい。

第こには，スポーツと経済，麗用，ビジネスとの繋がりが明示されていること，そして，メ

ガスポーツベントに対する言及がなされていることである。後者については， 2012年のオリン

ピック開犠(ロンドン)を展望したものと考えられる。

4 )シェフィールドのスポーツ戦略

ここでは，シェフィールド・ハーラム大学スポーツ産業研究センター『シェフィールドのス

ポーツ戦略~ (第三素案， 2001年 5月)をもとに，同市のスポーツ政策について概観したい。な

お，本文書には iシェフィールド:スポーツのまち，英国第一級のスポ…ツ都市」という副題

が添えられている。

前述したように，シェフィールドは， 1980年代，鉄鋼産業の衰退という激変に見舞われた。

その結果伝統的な鉄鋼産業は多角化へ向かうこととなるが，その際，スポーツが一つの鍵とな

る役割を担うことになる。具体的には，異論もあったが，市は 1987年に 150万ポンドを投資し

て最新鋭のスポーツ施設とイベント施設の建設に踏み切った。その居指すところは 2000年まで

にスポーツとイベント関連産業，観光産業を促進させるというものであった。

これら最新鋭のスポーツ施設は，地域住民のためのスポーツ環境整備，二つめには国擦的大

規模スポーツイベント開催を目的としていた。またこの描設建設を契機に，バスケットボール，

アイスホッケーのクラブが創設され，これらのホームゲームが定期的に鵠催されるようになっ

fこ。

スポーツにおける経済効果も注目されている。シェフィールドは，この 10年間に， 395のス

ポーツ大会を開催している(うち 91が国際大会)01996年に行われた 6つの大規模スポーツ・

イベント調査は，宿泊等を含めた経済波及効果が 1千万ポンドであったと報告している。また，

シェフィールド住民のスポーツ関連支出は年間 236百万ポンドと見積もられ，これは，期待さ
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れた額の1.5倍に相当するという。

スポーツ関連事業者も多く，約 250の事業所がシェフィ…ルドで展開している(うち約半数

は従業員 10人以下の零細小売業)。そして全体の 10%ほどがスポーツ製品産業(スケート靴や

ボブスレーのエッジ，バスケットボール用設備等)に従事している。これらは，鉄鋼産業から

の多角化によるものである。

住民を対象とした地域スポーツ実践では， Burngreave in ActionとFullSportyというプロ

グラムが注目される。前者は，賞臨地域を対象とした健康づくり運動(市の健康局と合同)で，

住民のスポーツ実雄者の増大に大きく寄与したと評価されているo また，後者は，ヨーロッパ

社会基金 (theEuropean Social Fund Resider) とシェフィ…ルド・レジャー局との共同プロ

グラムで，鉄錦産業退職者を対象に再教育訓練の機会を提供するものである。ここでは，レ

ジャーレクリエ…ション分野やスポーツ指導者コース (NVQ)が設けられ，修了者にはレジャ

産業に従事する機会が関かれる。

全国的かっ地域的課題として取り組まれるべき課題には，以下の 6点があげられている。

①社会的排除から社会的包摂への取り組み

② 公正なアクセスとすべての人々に対する公平さ

③ とくに若者の間で、の，より健康的ライフスタイルの奨励

④ 偶人の学習機会，自発的活動の機会，地域活動の機会，参加の機会を提供する

⑤ 人々の生活を豊かにする(例えば地域の安全性を改善することによって)

⑥都市と環境の再開発を継続する

そして，シェフィールドは，とくに住民スポーツの活性先に重点を置いた 10の自襟を掲げて

いる。

①参加促進のための 5つのP

人々がスポーツに参加できる場所 (Places)

関心や参加を触発するスポーツ活動プログラム CErogrammes)

スポーツや運動プログラムを提供する基盤となる人々 (feople)

人々が自らの参加や関心，そして能力を高めることができる道筋 (fathways)

参加プログラムを供給する資金 (Pounds)

② シェフィールド・スポーツ

この戦略と実行に向けた「政策的主張」を可能にする横断的機関の設立

③ シェフィールド・スポーツ・ラボ

政府のスポーツ計画を遂行するための外部資金の獲得

④ シェフィールド・スポーツ・キャッシュ

新しい商業， くじ，政府恭金の実質的受け入れ

⑤ シェフィーノレド 1/2マイル

住民がスポーツを楽しむことができる地域描設を1/2マイル範囲内に設聾する

@ シェフ 4ールド・コミュニティ・チャンピオン

地域の優れたスポーツ選手を生み出し， トレーニングし，支援する

⑦ シェフィールド学校スポーツ

幅広く青少年スポーツ・フェスティパjレの実施し，運動部活動，学内スポーツを再活性

イちさせる
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⑧ シェフ 4ールド・クラブ・スポーツ

スポーツクラブのネットワークを合理イむし，資源や支援を効率よく活用することで，間

内での活躍を支援する

⑨ シェフィールド・スポーツ・フォース

クラブ，学校，イベントといったあらゆる点で支援する幅広いボランティアの力を集め

組織化する

⑮ シェフィ…ルド・スポーツ・夕、イレクト

以下の事項を提供するため，テクノロジーを利用して集中管理サービスを行う

・電話サービスやホームページを通じた，スポーツイベントや参加機会に関する情報

提供

・アマチュア・スポーツクラブへの行政支援サービス

以上，シェフィールドのスポーツ戦略の中心は，確かに，大規模スポーツ施設の建設が契機

になってはいるが，住民のスポーツ参加をいかに高めていくかにある。それは施設，指導者，

ボランティア，産業，雇用，情報等，多蚊にわたる。ここでは，大規模イベントの開催それ自

体を自己目的化することなしこれらの資源を活用しながら，最終的にスポーツ都市を評価す

る際の視点は，シェフィールド住民のスポーツ参加にあることを確認しておきたい。

まとめにかえて

スポーツを利用した都市再開発という点で，シェフィールドの実践と札幌の実践には共通点

が多いと感じられた。しかし，どの程度スポーツを実質的に都市再開発に結びつけているかに

は，若干の違いがあるようにも思えるo

シェフィールドでは，鉄鋼産業労働者の再雇用や新たなビジネス展開の中にスポーツが位置

づけられていた。そのため，スポーツは直接ビジネスや産業の文脈で語られる場合も多い。札

暁ではむしろ，地域づくり，健康づくりが強調されている。スポーツのビジネス化や産業化を

強調すること自体，一つの論点となるが，シェフィールドではこれらの動向をしっかり把揮す

ることやそれらデータを活用しながらマネジメント分野の改善に役立てることが目指されてい

たことは確認しておく必要があろう。

グラットン教授との面談の中で，印象に残った話があった。筆者は，札幌でのサッカー・ワー

ルドカップ開催と札暁ドームの説明を行い，これらが後の市民スポーツの振興に結び、つく (は

ずだ)と説明した。しかし，グラットン氏の回答は筆者のそれとは全く正反対で、あった。つま

り，メヌゲスポーツイベント(ユニバーシアード)の開催は，実際にテ、、ータをとってみると市民

スポーツ活性化には直接結び、ついていない，という。悶氏は，ユニパーシアードを契機として

建設されたプールの市民利用者数は，むしろ下がったと述べた (PeterTaylor， 2001)。そこに

は市民利用とイベント利用との閤に葛藤がみられ，イベントを優先した場合には物理的にも市

民開放の機会が制限されると指摘する o もちろん氏の合意は，そうであるからマネジメントが

大切で、あるという点にあるが，スポーツイベントと市民のスポーツ参加は頗接に結び、つくもの

でもないことが明らかとなった。

とするなら，なぜ都市はかくもメガイベント開催に力を注ぐのかという，別の問題も浮上す

る。これについては，シェフィールド大学社会学部のそー 1)ス・ロウシェ (DrMaurice Roche) 
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の rメガ・イベントと近代性:オリンピック・

万国博盟会・ク、、ローパル文化の構築J (2000) 

等がある。ここではこの論点のみを指摘して

おきたい。

最後に，今留のリーズ，シェフィールド調

査を通じた若干の感想、を付記しておきたい。

第一に，英国のスポーツは非常にビジネスと

の結ぴつきを強めている， という印象をもっ

た。リーズ大学の継続教育関係の方々に筆者

が大学でスポーツ研究を行っている旨を説明

すると，決まって返ってくるのは rそれはど

ジネススクールのようなものか?Jであった。

前広U議員 M.マクガウォン氏

その一方，プレミアリーグ， リーズ・ユナイテッドの理事でもある，前EU議員のマクガウォ

ン (MichaelMcGawan)氏は， リーズ・ユナイテッドそのものが地域の協同組合であることを

強調する。そしてその経営については，近年他のビッグクラブにみられる大資本による経営で

はなく，市民による協働としてのクラブのあり方を追求したい， と述べる。とくにイングラン

ド北部の伝統あるクラブが，現在の英国スポーツのビジネス化の中でいかなる岐路に立たされ

ているかがわかる貴重な言葉であった。第ニに印象に残ったのは，こうしたスポーツ文化の変

容を直に訴えられたことである。
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2. Leeds大学における障害のある学生のためのサービス

北海道大学大学院教育学研究科 橋春光

1 )大学教育と学留障害

学習醸警は発達障害に位置づけられているが，児童・青年期までに治るということを必ずし

も意味するわけではない。学習障害をもつかなりの子どもたちが，成人後もその特性を保持し

続けると恕定されている。

アメリカやイギリスでは，平くから，学習障害をはじめ種々の障警をもっ大学生に対する支

援を行ってきた。具体的な支援方法は，聞や州，大学によって異なるo たとえば，入学試験時

に学習庫答をもっと認められれば，試験時間が延長されるなどの措置がとられる。また，講義

の時にノートをとることが困難であれば，ノートテイカーが援助する。そのようなサポートシ

ステムが，アメリカやイギリスではあちこちの大学に作られている。支援するのはやはり大学

生で，ボランティアかあるいは支援センタ…に雇用されるかたちで必要な調練を受け，必要な

サポートを行う場合が多いようである。

2) SENDA 

イギリスでは， 2001年に SpecialEducational Needs and Disability Act (SENDA)が成

立した。これにより 16歳以上の学生のいる教育機関では，障害のない学生に対して行われてい

るサービスを，障害を持つ学生に対しでも同じように提供できるようにしなければならないこ

とになった。障害には，学習障害やアスペルガー障答なども含まれている。たとえば，大学当

局は，講義やゼミなどで使用される印融物や OHPなど様々な資料を，これらの学生がその特性

にあったかたちで利用できるように電子媒体などにしておく必要がある。また資料などを用意

するだけでなく，いろいろな相談に応ずることができるようにしておくことが求められる o 実

験・笑習，学外実習なども，障害のある学生に対応できるよっにしておくことも求められる。

学内の食堂やスポ…ツ雄設なども同様である。

3 )しeeds大学における殺り組み

英盟 Leeds大学の障害サービスセンター

では，障害のある学生に対して，点訳や音読

サービスを守子うためのスタップがおり，その

ための設備が整えられていた(写真)。それば

かりでなく，大学生を支援者として雇用い

スタップが必要な訴練を行って支援の質を向

上させるようにしていた。またそのための部

麗が，いくつも用意されていた。サービスの

対象となる学生の半数以上がdyslexia(難読

症)をもつようである。

また障害のある学生が，パソコンに自分の

IDを入力すると，文字の大きさや背景色など Leeds大学の態寄サービスセンター
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がその学生に合うように自動的に設定される

といったサービスもある。現在の情報技術を

利用すれば，各学生の障警に合わせた種々の

サービスを提供することが可能となろっ。

障害のある学生が，大学内で樺答のない学

生と同質のサービスを受け，障害の有無にか

かわらず自らの才能を開発することができ

る，ということが重要である o そのためには，

物質的サービスばかりでなく，心理的にも偏

見や差別を受けないことが重要で、ある。この

ためには，障害のない人たちの，障害につい

ての理解が深まることが不可欠で、ある。

B本においても，全ての大学でこのようなサービスが受けられるようになることが必要で、あ

る。

4 )障害警研究センター

Leeds大学の社会学・社会政策学部には，障筈研究センター (Centrefor Disability Studies) 

があり，約 30人のスタップと約 40人の大学慌生が障害に関する社会・文化的側面からの研究

を主として行っている。英国における樟害研究の層の厚さが伺われる。 g本ではこのような領

域の研究者はかなり少なし今後の学問的展開という点からも課題となろう。このセンターの

前身， Disabi1ity Research Unitを創設したC. Barnes教授によれば，現状における英留の

lnclusionは依然として厳しい状況にある。 SpecialEducational N eedsの発祥地ともいえる英

顕だが， Statementを作成する各地の教育委員会のレベルでは，現実には Exclusionも生じう

ることになるo

5 )英国における失語境研究

欧州では省くから失語症に関わる研究が行われてきており，英国でも失語症学会 (British

Dyslexia Association)を中心に研究・啓蒙活動が行われてきた。現在，英留では失語症の生物

学的基盤を探る研究が主要な領域のひとつとなっている。

Sheffield大学のR.Nicolson教授とA.Fawcett助教授は，失語症の発生原因に強く関与す

る部位として小脳を取り上げ，研究を続けてきた (NicolsonFawcett and Dean， 20011
); 

Nicolson and Fawcett， 19992
))。私たちの研究グループにおいても，学習障害の生物学的基盤

を探る研究を行っている o そのーっとして，工学研究科と共同研究を行っている。これは，近

赤外分光法を用いて，到達運動時における適応過程を分析するものであり，小脳対応部位を含

めて検討を進めている(嶺岸・商山・後藤・室橋・高矯， 20023
)，後藤・室橋， 20034

) Goto and 

Murohashi， 20035
)，前回，高橋，高橋，後藤，室橋， 20036

))。今回は， Nicolson教援らに我々

の取り組みを紹介し， dyslexia研究の方向性について議論した。今後， Nicolson教授らとも連

携して研究を進めていく予定である o
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3 .リーズ地域にかいまみたものとみえなかったもの

一一労働と貧閣とユニオンをめぐって

椎名 "宜

事態の社会科学的な把握の前に，教育活動の多様な展開が次々と語られ，異閣の日本とは隅

絶した状況の中での諸経験をどう学ぶのかについてとまどいながらの調査であった。この稿絶

した条件は， とりわけ筆者が関心を持つ一般労働者・失業者・野指者・費問題らの労簡と生活

の実情や労働・社会運動と労働者の教育に関わる活動や政策の評価を容易に許さない状況があ

る。このような日本との隔たりを意識させるのは第一に政権党の性格であり，第二に衰えたと

はいえ社会の内部に歴史的に位置づけられてきたユニオンの影響力であった。労働党政権が功

罪半ばではあっても多額の資金を労働者のトレーニングに投じ，貧困地帯の貧圏層の失業から

の脱出の試みを旺盛に展開している状況は，日本との比ではない。さらにユニオンは，一方で、

ゼネラルユニオンである TGWUにしても自治体労働者を結集する UNISONにしても， リー

ズ地域でいえばかつての鉄鋼や炭坑の有力なユニオンが産業の再編によって衰退したなかでも

ユニオンの再構築を目指して意欲的な活動を展開している。そして他方でそこでのキーコンセ

プトのひとつとして労働者教育・生涯教育の課題が位置づけられ，それを推進しているのがかつ

てのユニオンのリーダー達であった点も，この毘に深〈根付いているユニオンの底力を改めて

印象づけるものであった。

このような日本とは大きく異なる環境下で展開されている活動からどのような学ぴが可能な

のか，その確たる術を持たないのであるが，フラットな意味での比較は無理で、あっても，少な

からず我々がa本で経験している事態と共通する問題状況がかいまみえたのも事実である。

その一つは，失業・貧閤地域の東 1)ーズ(シークラフト)家族学習センタ一所長の語った内

容にある。第一に訓練によってスキルを身につけて販売される lowskill労働力の大半が最低賃

金すれすれの lowpayment低賃金で，しかもそこに停滞する傾向にあること，さらに最低賃金

以上であった仕事が最抵賃金水懇に接近し，全体としてすべての賃金が最低黄金近くに接近し

ている状況が率直に指摘された。これなどは日本の長期失業者や野指者が，最低賃金無視の賃

金でも麓用を求めざるを得ない状況に比べてまだ良いとしても，本質的には同質の問題の存在

を伺わせた。第ニに生活が行き詰まって公的な扶助で生活している躍と，最低黄金水準で稼ぐ

層との差はほとんど無くなってきているため，働く意欲に影響が生じているという指摘である。

これなども日本の生活保護による収入が最低賃金を上田るとい 7関係に比較してよりましにみ

えるが，それでも類似した影響を何わせる指摘であった。

ニつには， WEA (労働者教育協会)センター長のレクチャーにおける以下の指識である。第

一に WEAの学習者の多くは，かつてのユニオンメンバーで、ある 60歳以上の退職者であり，一

綾教義プログラムによって学習しているが，財政支援をしている政府は '60歳以上の退職者は

長くは労働力となり得ないし，国民経済に貢献しない。このような人々に何故お金を使わなけ

ればならないのか」として一般教養プログラムに資金提供せずに自己資金で行うことになった，

とのことである。これは北海道の季筋労{勤者の冬期雇用援護制度の一環として行われてきた冬

期技能講習制度の受講者を 2004年度から 65歳以上を排給するという B本政府の方針を想起さ

せるものである。ここでも類似点だけでなく重要な相違点もある。すなわち季節労働者の場合，



294 

これまで受講資格を得るためには月 11日以上を 6ヶ月以上にわたって就労していることが条

件であり，その限りで現役労働者である点でWEAの学習者とは相違する。また季節の技能講

習は受講手当がわずかながら支給され，冬場の貴重な生活費に固されてきた。とはいえ高齢季

節労働者の冬期技能講習からの排除は， WEAに対する英司政府と同様の現場で現役労簡者と

して期待できないとする経済効果に近視眼的に偏った政策判断である点で等しい質を持ってい

るのである o

第二に労働組合の再構築への問題意識そのものがいきわたっているという点も，内容はとも

かくとして日本と類似するものを感じさせた。イギリスの労働組合運動が，労働者の教育を軸

にしながらその力量を再生させようといっ試みのさなかにあるという指摘で，それは米国のユ

ニオンがコミュニティ・サービス部門での新たな試みに対比して語られた。このイギリスでの

試みの成否は，はじまって 3-4年しか経っていないので未だ実験中であると慎重な評価がな

されていたが，そうした戦略そのものがすでに具体化されている点では日本と違ってかなり先

をいっているとみなせるかもしれない。とはいえそのことは教育に労働組合運動再構築の鍵を

見出すと言うあり方を日本に機械的に持ち込めば良いと言うことにはなりえないであろう。

以上がかいまみえた類似性の一端であったとすれば，かいまみえなかった点も触れておくべ

きであろう o今自の調査は，メインになるテーマについては門外漢の立場からの参加であった。

イギリスの経済・社会の近況を見開しながら，労働者の教育にかかわるとり組みを通じて，労

働者や賞盟麗，それに労働・社会運動の現状把握に示唆を得たいというささやかな意図をもっ

て同行した。当初から半ば想定していたことだが，労働者や失業・貧困層あるいはユニオンメ

ンバーなどに直に接する機会はほとんど無かった。調査は関係機関や関係者，専門家などのレ

クチャーを間色最後に質問するといつもので，非常に日程的には旺盛な調査であったのだが，

肝心の労働者自身・貧困層や失業者自身に直接合って聞き取るというものではなかった。調査

や研究のスタイルの差なのかもしれないが， 日本での労働者調査や失業者・ホームレス調査に

明け暮れているものとしてはひどく物足りない面があったのも事実である。得られた情報はレ

クチャーの主体の関心や把握している認識のレベルに限定されざるを得ないもので，それを批

判的に受け止める素材の欠乏を感じ続けた。

そうした中で 1)ーズ市内で乗車したタクシードライパーにユニオン加入の有無を質問した

(未組織者だった)り，寒い街頭で雑誌 rTheBIG ISSUEJを必死に販売している若者に声を

かけたのをのぞいてほとんど唯一の機会は，最終日のパブで、のたまたま隣に座ったインドから

の自称出稼ぎの親子とのかたことでの対話であった。わたしがたばこを級おうとしてライター

を捜していると，そっとライターを差し出して使えという。そのライターは地元プロサッカー

チームの 1)ーズユナイテッドのロゴ入りのものであったが，別れ際に中心選手をひとしきり讃

えた後，それをプレゼントされた。私は安物の日本製たばこを差し出したがまずいのを知って

か知らずか決して受け取らなかった。 1)ーズの一般労働者としては特殊であったかも知れない

が，大量に存在するアジア系労働者としても，地元チームのサボーターである点でも一般的な

存在のようでもあった。 50歳前後の親と 20代に見える息子の毅子で，繊維関係の配送の運転労

働に従事しているということで，数日中に母関に帰って，ーカ月ほどしてまた働きに米るつも

りだという o 心なしかうれしそうに故郷について語る表情が印象に残った。

労働者・賛間者調査そのものの欠如は，特に失業率50%と言う地域や，旧炭鉱地帯などを案
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内された際に，またホームレスについて語られた時にその想いを強くしたが，そうした機会は

得られなかった。多くのレクチャーで語られた内容を吟味するためにも機会があれば改めて挑

戦してみたいものである。
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4 .椙祉改革政策の地域的展開と課題

丸山美貴子

けはじめに

今日，世界の先進諸菌は揺祉国家の再編という大きな課題に夜濁している。経済の成熟化，

産業構造の高度化，少子高齢化の進展，財政状況の悪化などの要閣が，社会福祉制度を支える

碁擦をゆさぶっている。

日本も例外ではない。戦後，急速なスピードで経済成長ととげるとともに，少子高齢化が進

展している日本にとって，福祉富家の再構築は喫緊の課題となっているo

その際，現在のイギ 1)スで進められている福祉改革の理念や方法，具体化状況と問題点など

から学ぶ点もあるのではないだろうか。とりわけ， 90年代のイギリスの福祉政策は，産業政策

や麗用政策，教育政策との強い関連を持ちながら，全面的に改革がすすめられている。経済の

停滞，失業率の悪化，若年層の社会的自立の困難など，イギリスと同様の問題を抱える日本に

おいても，早晩，向様の政策導入がなされないとも絞らない。

そこで本稿では，現労働党政権の福祉制度改革の動向に関して， リーズ市での調査で得られ

た知見をもとに，現時点で指摘しうる開題点について考察を宥いたい。ただし，本稿では，社

会福祉政策のなかでも社会保障改革の動向に限定して論述を行う。 90年代のイギリスでは，

NHS(わが国の保健援療に対応する)，対入社会サービス(わが国の社会福祉事業に対応する)， 

教育等の分野でも大きな改革がすすめられており，わが留の現状とてらしでも藁要な論点を含

んでいることは周知の事実である。そうしたなかで，社会保障政策に分析の対象を限定するの

は，福祉政策と労働市場政策が相互依存的な関係を強めつつあるイギリス福祉国家改事の特徴

を，もっともよくあらわしていると考えられるからである九

2 )労働党政権の構祉改革の特徴

① 労働党政権の社会保樟改革

1997年に誕生した労働党政権は r第三の道」として福祉国家の「現代化」を求めたことはよ

く知られている。その労働党政権が，今後 10-20年の社会保障改革の方向性を示したものが，

1998年社会保障改革のための緑番「わが留の新たな野心一一稿祉のための新しい契約」である。

緑警はまず，社会保障制度の 3つの問題を指摘する。

(1)社会保障支出が増大しつつあるにもかかわらず，不平等と社会的排除が拡がっている

(2)有休の仕事に就くよりも，社会給付への依存を強める「給付の民 (benefittrap) J に縮っ

ている。

(3)不正による多額の損失があり，正統な申請者が損害手をこうむっている。

こうした現状に対し，労働党政権は，福祉国家の民営化でもなく現状維持でもない「第三の

道」を追求する。それは，以下の 8つの原則にもとづいている。

1 I荻野智一「自由主義的福祉国家からの脱却?一一イギリスにおけるこつの綴祉改革一一」宮本太郎編著『福祉

国家再編の政jむミネルウゃア誉溌， 2002年， P 1530 
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(1)就労の重視

(2)公共部門と民間部門のパートナーシップ

(3)質の高いサービスの提供

(4)障害者への支援

(5)家族や子どもへの支援

(6)社会的排除に対する攻撃

(7)不正受給の根絶

(8)サーピスの現代化

保守党政権下の福祉政策への批判の要点は，社会福祉への財政支出が増大しているにも関わ

らず九階層間の格差が広がり，社会的弱者層が増大していること，政府が制度として福祉の対

象者を安易に公認することで，福祉への依存体質が生じている， という点であった。この現状

に対して，労働党政権は，これら社会的弱者の社会保樟費を社会で負担し続けることは不可能

であると判断した。かわって打ちだした路線は，福祉対象者に対して，社会に依存するのでは

なく自らを高めて社会に参加していくことを求め，それを公共と民間の諸階層のパートナー

シップで支える体制をつくるというものであった。

社会保障改革の基本方向は，まず第一に，失業者や障害者，ひとり親に対し，可能な限り仕

事に対する能力と意欲を持たせるよう追求し，就労を促すことにあるo 福祉対象者が社会的分

業に自立的に参加するょっ促すことで，福祉への依存体質を断ち切り，あわせて福祉軽費の削

減を図ろうとするものである。

第二に，就労を促すための「スプリングボードJ3である福祉政策は，福祉対象者と民間企業，

政府のパートナーシップによって支えられるとされた。ケインズ理論のように，公共投資の拡

充によって麗用機会をつくりだすのではなく，公共投資を教育訓練への戦略的投資に限定し，

企業との協力体制を築くことによって麗用機会をつくりだすのである。

この福祉国家改革の方向性をうけ，社会保障政策と麗用政策がより連携を深めることになっ

た。その中心的政策として打ちだされたのが， r welfare to work (就業のための福祉)Jと名付

けられた就労促進型の福祉・麗用政策である。その主要な柱は，第ーに経済活動の基盤となる

人材育成のための教育訓練施策4であり，第二に長期失業者対策である「ニューテVール (New

Deal) J政策の実施である。以下では，ニューディール政策にしぼって若子の補足を行う。

② ニューディーJレ政策

ニューディール政策は，まず 18歳から 24歳まで、の若年失業者を対象に， 1998年 1月に 12の

推進モデル地域に導入され，その後4月に全国に拡大された5。

2 イギリスの財政支出の内訳をみると，社会保障費の比率が 1981年の 26.6%から 1995年の 33.7%へ増大して

いる。しかし，所得扶助対象者は， 1986年の 494万人から 1995年の 567万人へと増加し，なかでもひとり親

への給付対象者は，周期間に 60.7万人から 96.3万人に増加している。

3 f奇場工E富『ブレアのイギリスJPHP新番， 1998年， p 134 

4 失業者に対する職業訓練の全体像については， 臼本労働研究機構『教育訓練制度の国際比較調査，研究一一ド

イツ，フランス，アメリカ，イギリス， 日本一一J2003 if.， N 0.136を参照されたい。

5 若年者向けニューディール (NewDeal for Young People)は， 日本労働研究機構 r諸外閣の表者就業支援

政策の展開ーイギリスとスウェーデンを中心に-J 2003年， NO.131に詳しい。
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ニューディールの対象となるのは， 6カ月以上失業中で求職者手当てを受けている全ての 18

から 24歳の若年者であり，求職手当てをもらい続けるためには，ニューディールに参加しなけ

ればならない。

ニューディールに登録した者には，パーソナルアドバイザーがつけられる。プログラムの第

一段階は，ゲートウェイ (gateway)とよばれるガイダンス(最長 4カ丹)である。この期間中，

アドバイザーから就職相談と集中的な求職支援サービスを受ける。ゲートウェイで重視される

のは，ソーシャルスキル，ソフトスキルのトレーニングである。

ゲートウェイ期間に就職できなかった場合は，第二段階として，以下のいずれかの労働市場

プログラムに参加することが義務付けられる。

① 助成金つきの就職(会業に対して 6カ月分の賃金助成および訓練のための費用を助成)

② 自営業をはじめる

③ ボ、ランティアセクターでの就労と訓練(6カ月。求職者給付と関等の手当てや訓練機会な

どが得られる)

④ 公的環境保護事業での就労と訓練 (6カ月。求職者給付と同等の手当てや訓練機会などが

得られる)

⑤ フルタイムの教育や訓練(最長 12カ月。求職者手当てを受講できる)

これらのプログラムに参加しでも就職できなかった者は，最長4カ月間のフォロースル一段

階に移行し，さらに求職活動に関する助替を受けることになる。

その後，ニューディール政策は， 25歳以上の長期失業者欝害者，ひとり親などにも対象を

拡大し，年令別および対象者却に支援内容の重点が異なる 6つのプログラムとして実施されて

いるo

政府の発表では， 2001年までに約 68万人の若者がニューディールに参加し，計約 30万人以

上が就職するという成果をあげたと替われている。また，若年失業者が短期で失業から抜けだ

せる傾向が強まっているとう分析もある

③ r welfare to work (就業のための福祉)Jが示すもの

は)福祉国家の呂標の転換

労働党政権は，福祉国家の中心命題をこれまでの貧困の解消と所得再分配による社会的平等

の実現から，労働市場から排除された人々の「社会的包摂」に大きく転換させたと言えるだろ

つ。

阪野智ーによれば，貧困が所得の喪失という結果を問題とするのに対し，-社会的排除」はそ

れに歪る過程や要関を重視するところに違いがあるとされる 80賞閣の最大原閣は失業と技能不

足にある。したがって，全ての人々に麗用と教育の機会を提供する「機会の平等」を実現し「杜

6 25歳以上の長期失業者を対象とした成人向けニューディール (NewDea125つは，日本労働研究機構 F教脊

訓練制度の間際比較調奈，研究一一ドイツ，フランス，アメリカ，イギリス， 日本一一~ 2003年， NO.136に

詳しし、

7 臼本労働研究機構『諸外国の若者続業支援政策の展開 イギリスとスウェーデンを中心に~2003 年， No.131， 
p 72， 77 

8 阪野智一「自由主義的福祉国家からの脱却? イギリスにおけるニつの福祉改革一ー」宮本太郎編著『福td:

関家再編の政治』 ミネルヴ、ァ苦手房， 2002年， p 1660 
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会的包摂」を図っていくという政策目標が導かれるのである。

(2)個人の自立促進への重点佑一個人の就労可能性 (employability)の向上

労働市場から排除された人々の「社会的包摂」を推進するのがニューディール政策である。

この政策が麗用創出政策ではなく労働力供給制の政策であること，その焦点が個人の就労可能

性 (employability)の改善にあることは，様々なところで指摘されている o Employabilityの

向上が労働力需要とマッチするか苔かは，決して予定調和的ではない。ニューディール政策が

開始されたのが労働力需要の増加期であったため，この矛盾は顕在化していないようであるが

早晩開題となるであろうし，そのときには労働党政権の掲げる「機会の平等」による「社会的

証摂」政策の評髄が間われるであろう。

また， Employabilityの向上による個人の自立が強調されるといつことは，その結果に対する

個人責任が求められることも含んでいる o 躍用を得られないこと，失業状態から抜けだせない

ことの問題原因を，個人に集約させてしまう危険性を学んでいることも重要な論点である。

(3)福祉手当制度の改革との一体性

労働党政権の福祉改革が，公的投資を最小限(教育訓練への戦略的投資に限定)に抑え，さ

らには福祉コストの削減をはかろうとするものである以上，その負担は何等かのかたちで国民

にフィードパックされる。その一端は，失業者への経清的自立の強請uという形で表れる。

ニューデ4ール政策では，ひとり毅と欝答者を除いて，長期失業者は全てパーソナルアドバ

イザーによる面接を受けることを義務付けられている。拒否した場合，求職者手当てが支給さ

れない場合もある。このように，福祉手当ての受給には求職の意志が伴う必要があるという新

たな原則が導入されるに至っている。

さらには， 2001年には rwelfare to workJ政策の実施機関改革が行われ，雇用サービス庁

(Employment Service)と福祉給付IT(Benefit Agency)とが組融統合し， 2002年 4月から職

業・給付機構(Jobcentre Plus)になった。両機関の統合によって，地方レベルで職業紹介業

務を中心とする職業センター(Jobcentre)と福祉手当の支給事務を行う福祉給付事務所 (Bene-

fit Office) も統合され，就業と福祉手当に関する総合的なサービス提供機関である職業・給付

センター(Jobcentre Plus) となった。このようにして，福祉依存体質を断ち切り，経済的自

立を強力に推し進める体制が整えられているのである。

3 )リーズ市における教育訓練機関の展開事例

今由のリーズ市における調査では，職業・給付センター(Jobcentre Plus)での事業内容に

ついては調査を行っていないため， r welfare to work (就業のための福祉)J政策の地域的展開

にはふれることができない。かわりに， ')ーズ市が独自に行っている教育訓練機関の事業9の特

徴をまとめることで， r welfare to work (就業のための福祉)J施策との違いを浮き彫りにでき

ればと考える o なお 2つの教育訓練機関の活動の詳細は，他の論文の叙述や資料を参照され

9 イギリスではすべて公的資金で運営される公共職業訓練施設はない。そのため，公的な職業訓練は，政府の教

育訓練政策に沿ったプログラムを提供する教育訓練機関に対して，公的資金を助成する方式で行われている。
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たい。

① East Leeds Family Learning Center (東リーズ家族学習センター)

東リーズ・家族学習センターのある SEACROFTは，失業率も高<.公的扶助へ依存度も高く，

学力達成度も低い地域である。このセンターは，労働党政権が発足する以前の 1996年に，リ

ズ市と協力組織によって開設された独自機関である。社会的不利にある人々が労働市場に参入

できるようニーズに合わせた多様な学習コースを展開し，先駆的な事業を行ってきた。成人教

育への参加経験がない人々が多い地域であるため，無料の学習機会を増やす，様々な制緩の撒

時間帯や方法に柔軟性を持たせる，託児所の設置など，アクセスのしやすきに努めている。

事業の特徴の第一は，教育訓練をより直接躍用に結び付けるとりくみを試みていることであ

る。具体的には，麗用に接続するためのコース (EmploymentAccess)が開設されている。こ

れは，地元企業とのパートナーシップによって推進されており，失業者が公的扶助を受給しな

がら地元企業で就労経験を行うプログラム(Job Placement programme) ，地元企業で賃金支

給を受けながら職業訓練を行い，企業での麗用に結び付けるプログラム(Job Guarantee pro-

gramme)等が実施されている。ニューディール政策が求職活動への支設と就職に必要なスキル

と経験の獲得に重点が讃かれているのに較べると，このセンターでは地元企業からの協力をと

りつけることによって，瑳用創出まで実現していることが特徴的である。

第二に，多様なコースのなかでも，読み書き算と学習技術などを教えるコース (Basicskills) 

を充実させていることである。センターの職員は，地域の貧国者の中には，読み書き算数など

の仕事をするうえでの基礎的技能 (basicskill)が欠けている人々が多いこと， しかし，それを

隠、していることが多く，非常に見付けにくいという問題を指摘していた。その事実が就労後に

わかることも多く，職場教育の前提となる蒸礎的技能の再教育をこのセンターで行うこともあ

るといつ。

社会的排除や貧困が重層的に蓄積する地域では，中央政府のおしすすめる機械的な機会均等

の教育機会に対し，そこで学ぶ条件からも諌外されている人々が多くいることを示していると

思われる。

第三に，様々な問題を抱えた人々へのケア

と教育訓練機会へのリンクをつくりだすとり

くみを，ボランティア団体との連携のもと進

めていることである。東リーズ・家族学習セ

ンターでは， European Second Chance 

Schoolsと提携を結び，学校教育の達成が不

充分だった 16-24歳の若者に対するサポート

を行っている。その際，このような問題を抱

えた人たちを地域でサポートしケアする地元

のボランティア団体10と連携し，センターで

提供する教育言11練コースとのリンクをつくる
東リーズ家族学習センター，
ケン・スミス氏報告説明

叩例えば，空き家をテナントとして使い，問題を抱える人々を集めケアするギプシノしという団体Oocalhousing 
organaization)とともに活動しているという o
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ょう試みている。貧困地域には，アルコール・薬物依存，精神疾患などの開題を抱えているも

の，犯罪者，若いシングルマザーなど，個別の深刻な問題を抱える人々が多い。このような人々

に参加を広げるためには，対象者の開題やニーズに焦点をあてた社会的ケアが必要で、あるし，

そのためにもボランティア団体などとの連携を豊かにしていく必要もあるだろう。

② Osmondthorp One Stop Center (オズモンドソープ ワンストップセンター)

オズモンドソープは， リーズ市のなかでも最も貧聞な地域の一つである。ワンストップセン

ターは，市役所の出張所の一つであり，住民がアクセスしやすいよう，行政サービスをーヶ所

に集中させたものである。このセンターでも教育訓練コースを提供している。聞き取りを行っ

たか、イダンス・ワーカーから問題点として指摘されたものは以下の点であるo

第一に，教育訓練機会への不参加層の問題で、ある o この地域には，基礎的技能 (basicskill) 

が欠けている多くの若者がいるが，彼等が教育訓練の機会に参加しようと思わないこと，ワン

ストップセンターに米てもらうこと自体が難しいことが問題としてあげられる。その背景には，

家族，地域での貧困の再生産がある。調毅自身が無職であり関難を抱えている者が多いこと，

家族内に学習する文化がなく，潤毅からのサポートを得られないこと等である。状況改善のた

めには，積極的な「アウト 1)ーチ(福祉サービス・援助などを通常行われている波度を超えて

し伸べようとすること)Jカミ必要だと考えられるが，実際には人員体制jもなく不充分な髄きか

けにとどまっている。 20年まえにはコミュニティ・ワーカーが活動していたとのことだったが，

現在は予算削減のためほとんどいないとのことである。近年，この地域の初等教育機関が保護

者教育の必要性に着目し，保護者へのアフoローチを始めているということだが，そことの連携

も課題であろう。

第二に地域社会全体の改善が課題となっていることである。センターでの教育訪11練コースを

し状況が改善された若者は，この地域を捨てて条件のよい地域に出て行ってしまい，地域

に戻ってこないこと。地域社会を改善し発展を担う人材が脊たないことが，問題としてあげら

れていた。皮肉なことに，ワンストップセンターは，地域的な費留からの個人的脱出ルートと

して機能しているのである。

4 )まとめにかえて

90年代後半に誕生した労働党政権は，福祉

の「現代化」を掲げ，福祉改革として雇用政

策と福祉政策のリンケージを強めてきた。そ

の中核にあるのは， ，-welfare to work (就業

のための福祉)Jである。この政策は，政府と

国民が働くことに対してそれぞれの費鉦を分

担して負うべきであるという規点から構想さ

れている。すなわち，政府が麗用機会を創出

する努力を行うのに対し，国民は福祉へ依存

するのではなく，提供された機会や選択肢に オズモンド・ソープ・ワンストップ

責任をもってとり組むことを求めるものであ センターにて，キャロライン・ボンド氏と共に。
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るo

このような個人の自立と責任，社会参加を強調する福祉改革がはらむ問題点について， リー

ズ市での調査をもとに若干の考察を行い，まとめにかえたい。

第一に，失業中の人々が学ぶ教育訪11練内容の問題である。近年は，地方政府の関与が減らさ

れ，資金助成を挺子とした教育内容に対する強力な中央政府の統制が働いている o その内容は，

基礎的技能，企業が求める技能・技術に片寄りがちである。個人の employabilityの向上と労働

力需要が矛盾しないためには，企業の要請にそった職業教育訓練の実施が必至であろう。個人

の自立支援，社会参加の促進という名目とは裏腹に， r welfare to work (就業のための福祉)J

は企業側の意図にそった労働力育成政策となりつつあるのではないだろうか。

また，企業競争力，国際競争力強化のため労働市場の柔軟化がセットですすめられるなかで

は，就労を促された失業者は低賃金労働者となる傾向を強めている 11 失業者の数が減ったとし

ても，麗用条件が劣悪，低賃金であれば，結果として社会的格差の温存，貧困の再生産につな

がっているのではないだろうか。

今回の調査では不充分だったが，中央政府の統制が強まるなかでの地方政府独aの教育訓練

政策の分析，ニューディール政策と荷センターで提供される学習内容の比較検討が必要である。

また，教育訓練コースをへた人々が，どのよっな労働市場に参入していったのかという点もあ

わせて評儲が必要で、あろう。

第二に，そもそもニューディール政策がターゲットとしていた題 r底辺部分Jの人々には充

分な成果をあげていないことである o イギ 1)ス政府によれば，約一割もの 16…19歳の若者が，

長期的に教育・雇用・職業訓練のどの活動にも従事していないという，ニート NEET(Not in 

Education， Employment or Training)問題があるという 12。彼らはどの組職・制度からもこ

ぽれおち，放置されていると言われている。 1)ーズ市のオズモンドソープでも，社会的不利益

を被っている 16歳以上の若者に，教育訓練コースへの参加を広げることが課題として指摘され

ていた。

また，成人むけのニューディールにおいても r鴎転ドアJとよばれる現象が問題視されてい

る。ニューディールの最終段階でも就職できなかったものには，求職手当てが持給付される。

そのため，職業センターでの各種の失業対策プログラムの中に，求職手当ての再受給者が滞積

してきているというのである。すなわち，各種のフ。ログラムに参加しでも，失業から抜けだせ

ずに再び、失業に戻ってしまう人々がいるのである。

これらの問題を考えるさい，偶人の能力・意欲不足にその原図を帰するのは短絡的である。

地域的な貧困の蓄積や社会的排除の文化的定着，その世代間継承という要素を重視する必要が

ある。これらの事実は，ニューディール政策の基調…一失業者に自ら教育職業訓練の選択をさ

せ，自助努力で雇用を達成させるという政策の娘界をあらわすものであろう。経済的側関だけ

でなく，対象者ごとの問題・ニーズにあわせたエンパワーメント支援を視野にいれた政策が必

11 East Leeds Family Leaming CenterのDevelopmentW orkerである KenSmith氏のコメントより

12 NEETの諮問題への政府認識，一つの対応策としてのコネクシオンズ・サーピスについては， ~中B3敏恵「社会

的排除への認識と新しいとりくみーコネクシオンズ・サービスJ (日本労働研究機構f諸外国の若者就業支援政

策の慶喜喜一イギリスとスウェーデンを中心に~ 2003年)が詳しい。



リーズ地域の大学と言者機関の連携'発途・学習支援ネットワークプロジェクト研究 303 

要である。

第三に，ニューディ…ル政策が個人の自立支援を重視することから生じる開題がある o 教育

職業訓練を享受し貧困から脱出する機会を得た人々の多くは，地域的貧閣からも脱出してしま

い，あとには賓留地域がとり残されるという事実である。偶人の能力形成や自立と地域社会発

展が結び付かないまま，政策展開がなされている問題である o

労働党政権の福祉改革においても，社会保障分野で、のrwelfare to work (就業のための福祉)J

政策と対入社会サービス分野でのコミュニティ・ケア政策の関連があまり見られない。また，

専門職員としてのコミュニティ・ワーカ一等の配置も不充分なようである。

貧困からの脱出を個人的成功に留めずに，地域社会全体の改善に結び付けるためには，教育

訓練事業だけでなく，地域福祉，対入社会サービス，医療，地域社会発農などの政策や行政と

の連携が必要で、あると思われる。今回のリーズ市調査では，この点に関してほとんど知見をえ

ることができなかったが，今後の課題としたい。
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W 附属資料

1 .ヒアリング記録

1 )リーズ地IKWEAセンター センター長 Colinγhorn氏からのレクチャー(12月18臼)

① WEA (The W orker's Educational 

Association)の概要

WEA は， 1903年に設立されてから 2003

年で 100周年を迎えた。北アイルランド，

ノースウエールズ，サウスウエールズ，ス

コットランド，イングランドに独立した

WEAの組織がある。現在，イングランドの

WEAには 12地域あり，加えてスコットラ

ンドの WEAと提携し， 650以上の支部で

全閤組織をつくっている。この 1)ーズ地匿

WEAセンターは，西・東・北ヨークシャ WξA，コリン・ソーン氏講義

の本部であるoこのように， WEAは国内の

地域ごとに組織され，地域に腎蕩した活動を展開している。

WEAはイギリスにおける最大の成入学習機会提供団体である。年間に数千の学習講躍を

運営し，何百万人もの人々がここで学んできた。今年は， 100周年記念として様々な全国イベ

ントがある。かつて WEAで学んだ人々，チューターをした人々が中心となり，様々なイベ

ントを行っているo

②変革期にある WEA

このような歴史をもっ WEAであるが，現在，再編成を迫られる難しい時期を迎えている。

第一に，資金の開題がある o 政府の助成金が徐々に打ち切られている。私たちは，これまで

の12地域を行政区域と同じ 9つの地域に再編成することで，政府のサポートを得やすくし，

立場を強化できるのではないかと期待している。

第二に，カリキュラム編成の問題がある。政府の方向性は，より技術訓練を重視した経済

的価値に焦点をあてたものとなってきている。私たちはそれだけでなく，政治的，社会共同

的，そして人開発達に価値をおいたカリキュラムを行わなければならないと考えている。現

在， 2つの方向性をめぐる緊張関係の中で， 21世紀の成人教育の方向性について議論がかわ

されている。

私は，現在，全国 WEAの職場学習 (Workplace Learning)と呼ばれる部門の責任者であ

り，今後のカリキュラムの方向性について責任を負う立場にいる。 WorkplaceLearningで

は，初期の頃から労働組合とパートナーシップを組んで活動してきた。労働組合では伝統的

に，従業員のための人開発達や社会的，政治的な価値を重視した教育 rLearning for 

EmployeesJを行ってきた。しかし政府は，麗用促進のための教育rEmployerEngagementJ 

に資金を使うよう指針を出している。一方は， rW orkplace LearningJを掲げ，他方は

rEmployer EngagementJを掲げており，この言葉の意味が重要となっている。
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WEAの再編の後，私の仕事は戦略的カリキュラムマネージャーとなった。多くの仕事は労

働組合と共に行ってきたが，政府の助成金を使う以上，その指針に沿った事業を行わざるを

えないという難しい局面にある。政府の基本方針は，識字能力や計算能力など，麗用に必要

とされる基本的技術の底上げを課題とするものである。今，私たちは資金の 70%以上を政府・

教育訓練省からの資金に頼っているので，躍用促進のための教育に焦点化せざるをえないと

いう問題がある。

③ WEAカリキュラムについて

第一に，もっとも大きく歴史のあるものに，一般教養フoログラム (GeneralProgram)が

ある。このプログラムは， WEAが地域ごとに組織される過混でつくられたものである。各支

部が各地域で必要な学習フ。ログラムを決めることができる。伝統工芸や，言語や鹿史のコ

スなど，どんな年代の学習者にも人気のあるようなプログラムが中心的で、ある。学習者の多

くは 60歳をこえる退職者であり，教育躍があり教育を受ける機会に恵、まれた人々であった。

高鈴者が学ぶことはとても大切なことであるし， WEAの民主的運営を担っているという

点でも重要で、ある。なぜなら，各地域支部は専門職員が作っていることもあるが，ボランティ

アク申ループ。が作っていることもあるからである。WEAは，会ての学習者を WEAの構成員と

する，本来ボランタリーな組織である。したがって，nてランティアとともにつくることが意

味を持つのである。

しかし，一般教養フ。ログラムには問題点もあった。このプログラムは会体の 45%を占めて

おり，中心的学習者は高齢者である O この現状に対し，財政的支援をしている政府は 160歳

以上の退職者は長くは労働力となり得ないし，国民経済に貢献しない。このような人々にな

ぜ私たちがお金を使わなければならないのか」と寄ってきた。私たちは「彼らには健康問題

など，各個人にとって重要な諜題もあるのだから」と反論したが，政府は限られた資源や資

金を有効に使用する必要があると主張した。その結果，一般教養フ。ログラムに対して政府は

資金提供せず，自己資金で行うことになった。

第ニに大きなカリキュラムに，コミュニティプログラム (CommunityProgram)がある。

主要には教育機会に関して不利益を受けている人々や地域に対して行われる。例えば，ヨー

クシャーなどの古い炭鉱地域の失業者や，難民，エスニックコミュニティーなどの人々など

は，一般的に教育にお金をかけることができない。このような人々に対し，広<EUなどか

ら資金を見つけ基礎教育を与え，教育機会を広げようというものである。

第三は最も小さいものだが，噴議主習 (Workplace Learning)と呼ばれているもの。これ

こそ政府が今後力を入れようとしている教育である。私たちは今後三年間で，このプログラ

ムを二倍にしようと計画している。

④ WEAと労働組合の連携事業について

3つ自の Workplace Learningについては，労働組合をとおして行っていく必要があると

考えている。 WEAは， UNISONという公務労働者の大きな労鋤組合と，全国レベルで学習

協定を結んでいる。 UNISONが出しているパンフレットも多くある。 WEA'土 IReturnto 

LearnJなどの多くのプログラムを提供している。このパンフレットには写真などが多く使わ

れ， とても簡単な英語で分かりやすいと思う。
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労働組合と事業提携する際にターゲットとしているのは， 15， 16歳で教育を終え専門的な

資格が全くない人々，専門教育を受けるための教育機関に通えない人々，非常に貧困で成人

教育に参加する機会を全く得られない人々である。私たちは，これまで一般教養フ。ログラム

(General Program)で対象としてきた人とは全く違うこのような人たちに予を伸ばして教

育機会を与えようと試みているが，そのためには労働組合の手を借りなければならないと考

えている。なぜなら，職場では麗用主と労働者bの簡には様々な特殊な開題があるしギャップ

もあるが，その開を労働組合がつなげてくれるのではないかと思っからである。労館総合が

学習のリーダーシップをとることで，教育機会を格段に拡大することができると考えている。

労働組合による成入学習活動の中で，大きく成長しているものの一つに rLearningRep印刷

sentativeJがある。これは，労働組合を通じて選んだ職場代表者を教育し，その人を通じて

職場で教育を促進しょっとするものである。政府が多くの資金を投入し，最も在日している

ものである。

⑤ 成人教育の方向性をめぐるニつの考え方 TrainingとEducation

かつてサッチャ一政権の 1980年代には，成人教育団体にも労働組合にも資金がなく何もで

きなかったが，今は資金がある。開題は，何のためにそのお金を使うかということである。

歴史的に WEAは，いろいろな労働者階級の運動のルーツとなってきており，そこには人々

をいろいろな意味で解放するという社会的意義があった。しかし，基礎的技術教育や職業部

棟を奨励する政府資金が増えるにつれ， WEAも職場教育のあり方をめぐって，大きな転換期

を迎えている。異なる人々を対象とし，兵なる社会的文脈で取り組まざるをえなくなってい

る。 WEAには，一方で、，教育を社会的，文化的，政治的な解放の問題として捉えるという歴

史的伝統がある。他方では，基礎的技術教育や職業訓練を重視する政府の政策方針があり，

私たちは政府資金なしには活動できないので，これを無視することはできない。

この問題をもう少し理論的に考えると，この背景にはイギリスネ士会の開題がある。イギリ

スでは，常に教育(Education)と訓練 (Training)を分けて考え，明確な違いがあると捉え

る傾向があった。例えば， Trainingは労働者階級のもの， Educationは中産階級や専門家の

ためのものというように。今でも WEAの中にはrWEAは政府のいう Trainingではなく，

伝統的な Educationを大切にするべきだJと言う人がいる。私はこれを不幸なことだと思う。

私は TrainingもEducationも，一直線上のもので続いているものだと思う。人び、とはどこか

ら始めてもいい。 Trainingの目的から始めて最終的に Educationで終わる人もいるかもし

れない。私は，ニ分法的な考え方はおかしいと思うし，問題をより難しくしていると思って

いるが，不幸なことにそのような捉え方も根強くある。

⑥ WEAの活動の将来展望について

一般教養プログラム (GeneralProgram) ，コミュニティ・プログラム (CommunityPro働

gram) ，職場学習 (Workplace Learning)の3つの学習プログラムの境界を取り払うことで

ある o なぜなら 3つのプログラムは学習する場所の違いであって，学習者は河じだからで

ある。一般教養フqログラムの人々も労働力となる傾向があるし，コミュニティ・プログラム

の人々も瑳用者となる傾向がある。私たちは，人々が学ぶ場所(エリア)ではなく，学ぶ人々

に焦点をあてなければならない。 3つプログラムの境界線をなくすことで，学習者に対して，
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いかに多様な学習機会があるのかということ示すことが大切だと考えている。

しかし，問題はやはり資金のことである o 私たちは資金に頼らなければならないし，政府

に私たちの考えを理解してもらうのは難しい。だから，自分違で政府以外の資金源を探して

いかなければならない。そして，現在 70%を政府資金に頼っている現状を， 50%は政府資金，

50%はそれ以外の資金となるように今後はしていきたい。

2) [質疑応答]

① WEAには 12地域ごとに特徴があると思うが，この地域の WEAの特徴は侭か

現在の 12地域は，地域(local)から生まれてきたものなので，それぞ、れに特徴がある。例

えば，こんな逸話がある。この地域，南ヨークシャーは石炭，北ヨークシャーは馬とよく

われていた。このことは，南ヨークシャーは伝統的に炭坑の街，労働者の街であること，北

ヨークシャーは豊かな農業地帯であることを意味している。そのため各々の WEAは，高

ヨークシャーで、は労働者のためのフ。ログラムを，北ヨークシャーで、はそれ以外の人を対象に

した教育を行ってきた。

しかし，ここ数年でWEAの活動が統一されて全国組織になっていけば，偶々の地域の事

情はお構いなしに国の方針に沿っていかかければならなくなる。確かに，個々の地域性の反

映は大切だが，簡単にはできなくなるだろう。

② これまでWEAは成人学習機会の提供者として一般的だったが，現夜は FurtherEduca司

tionによる学習機会の提供が増えている。 FurtherEducationや HigherEducationとWEA

の関連や違いについてどのように考えるか。

膝史的に，一般的に，成人教育はボランタリーセクターや地方自治体がサポートしていた

が， 1990年代に入り，政府がFurtherEducationに関する政策を打ち出してからは， F. E. 

College (Further Education College)がそれにとってかわるようになった。ほとんどの地

域では，地方自治体がサポートしていたものがなくなり， F. E. Collegeが政府から直接資金

提供を受け FurtherEducationを行うようになった。従来の成人教育では一般教養的なもの

や地域的なもの行うが， Further Educationは16-19歳を対象に，政府の方針に従って職業

教育を主に提供するものであり，両者には大きなギャップがある。

リーズは非常に特殊な地域で， Family Learning Centerや OneStop Centerのようなも

のをつくり，地域のニーズにあうものを提供できるよう 2つのギャッブを埋めようとして

いる。これは，他の地域では見られない特徴である o リーズ市が成人教育事業を維持しよう

と取り組んでいることもあり，リーズ地匿WEAセンターも FurtherEducation機関である

かのように扱われ，資金提供を受けることができている。その意味では， Further Education 

とWEAが行う事業も重なる部分がある。

F. E. Collegeは会社法人のようなものであるが， WEAはLocalレベルから生まれて国家

政策にまで影響を与えうるような，民主的な構造を持つユニークな組織である。そういう点

では，同じ教育機会提供機関といっても， F. E. Collegeと全く異なる性格を持っている。

しかし， WEAの年齢構成を見ると，文字通り死んでいく組織になっている。これは労働組

合にも言えることである。労働組合も平均年齢が45歳以上になっており， 18， 19歳の人はい

ないなど 87-ドと共通する開題を抱えている。
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③ 3年間でWorkplace Learningを2倍にする具体的な計画は?

具体的には 3つある。第一に，労働組合とのパートナーシップを維持し，さらにいろんな

方面とのパートナーシッブを促進していくことである。例えば，現在の UNISONとの提携事

業のようなものを， ヨーロッパで最も大規模に労働者が従事している NHSの分野などにも

広げていきたい。これまでの Workpl，i1ce Learningには，労働組合を中心に 100%の資金援

助をしてもらっていたが，これからは会社や経営者組織，それも公的機関だけではなく私企

業からも資金提供を受けられるようにパートナーシップを広げていく必要がある。

第ニに，カリキュラム改革の問題がある。より職業教育的な方向に沿ったものにしていく

必要があると考えている。そのためには，チューターの再教育も必要である。元来，一般教

養的なプログラムがほとんどを占めているので，写真や伝統工芸などの一般教養科目の

チューターが多く，職業教育聞でのチューターが不足している。したがって，チューターを

トレーニングしたり 1)クルートしなければならないという問題があるo 今までのものを失

わないように，しかも今よりも教育資源を改良していくという難しい問題がある。

第三に，これまでは一般教養プログラム (GeneralProgram)の学習者には 60歳以上が多

く，今後人数が減少していくことが予想される。したがって，若い人々や社会的背景が会〈

異なる人々をもっと引き寄せて，彼らに私たちのボランタリ一組織に入ってもらう必要があ

る。

④ TrainingとEducationの断絶，二分法の克服にどのように取り組むのか?

例えば，イギリスの主たる職業教育政策である NVQ(N ational Vocational Qualification) 

に基づく職業教育プログラムの中で，どのようにやっていくのか。このプログラムは，難し

い語勾を用い，特殊な職種にしか通用しない狭い知識や能力について学習させるものである。

この中で私たちが重視している， もっと広い視野の社会的，政治的な学習をさせるのは非常

に難しいことである。

今避のrTheGuardianJに，ケンブリッジのキーブ博士による興味深い論説が乗っていた。

彼の主張は次のようなものである。現在の政府の経済技術に特fじする職業教育政策は間違っ

ている。低いレベルの職業資格教育にいくら資金を投入しても，その分野では低賃金の諸冨

がいるので菌際競争には勝てない。むしろ，我々が先をみて違う方向の経済を準備しようと

するならば，高いレベルの職業資格教育に資金投入する必要がある。世界的，層際的に競争

力のある労働者を育てるには，狭い職業資格に関する知識や能力について学習させるのでは

なしもっと広い視野での教育を行っていかなければならない。 NVQはそれを提供しない。

政策を変え，より広い視野で，社会的な文脈で開題を論じられる教育が，社会的に重要で、あ

る。」是非その記事を読んで、みて欲しい。これこそが， keyになるものではないか。

例えば，病院のヘルスケアにおいても，確かに恭本的職業技術は必要だが，同時にエスニ

シティーや文化の断絶の問題など，一つの知識に関わって広〈学習することができる，実際

にはそういうプログラムが必要になってくるだろう。確かにこのことが Keyになるが，この

考えを政府に理解してもらうのは，非常に難しいことである。

問題になっているのは，政府のはじめの判断が間違っていること。政府はイギリス経諦に

は技術力が不足しているので，関際競争力を付けるためには技術力を上げなければならない

と言っているが，ケンブリッジのキープ博士は，足りないのは技術力ではない。調査をしっ



リーズ地域の大学と諸機関の逮携:発達・学習支援ネットワークプロジェクト研究 309 

かり行い，そこからどのように判断し，計画し，教育につなげていくかが重要で、あると，政

府の判断自体が間違っていると指摘している。足りないのは， research， plan， designであ

る。診断を間違えているのだから，成功するはずがないと雷っている。

⑤ イギリスには失業者を組織したグループはあるのか? それは労働組合と関係があるの

かないのか?

失業者センターはもともと労轍組合が持っていたものだったが，失業率が低くなってから

は，なくなってしまった。昔は失業者自体が失業者対策を行っていたが，最近は政府が直接

対応するようになった。これが変化である G

WEAはこれについて新しい，面白い取り組みを行っている。それは，労働組合と経営者組

織の両方とパートナーシップを組んで，失業者に対していろいろな対策をしている。例とし

ては， NHS分野の失業者に対し， UNISONで特殊能力のトレーニングを行い， WEAが一

般教育を行い， NHSで経験を積み，そのまま仕事が保証できるようなフ。ログラムを来年から

はじめようとしている。
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2) East Leeds Family Learning Centreデベロップメント・ワーカ-KenSmith氏からの

レクチャー (12月16臼)

① East Leeds Family Learning Centreとは

1996年に 1)ーズ市訓練謀(現在は，学習余暇一仕事と技能諜)と協力組織によって開設さ

れた。 KenSmith氏は 2003年春より DevelopmentW orkerとして赴任。 1)ーズ市には，詞

様のセンターが6つあり，それぞれのニーズ、にあった活動をしているo

East Leeds Family Learning Centreが対象とする地域は SEACROFToSEACROFTに

は12万人の人々がいるoSEACROFT は政党の区画 (Politicalwards)。国際的には，選挙

区(constituency )に該当するが，市のレベルでは Wardsという単位で区分する。

② センター開設当初の SEACROFT地域が拾える問題

1996年の龍王長時点では，この地域は失業率も高く (15%)，公的扶助への依存度も高い地域

だった。ひとり親家庭や障害者が多い特殊な地域 (streets)では失業率は 55%に達していた。

教育達成度も低<.高校のランクはリーグ・テーブルの下位に属し，全国の学カテストでも

かなり下位に位置する。そして成人教育への参加も低い。

リーズ市の南部は労働者階級が多く，低所得地域である。教脊を受けた人々等が南部から

他地域へ移動し，移動できない貧間者が南部に集積するという問題がある。 EastLeedsには

エスニック・マイノリティは多くいないが， リーズ市の他地域には多いところもある。その

多くはアジア人(インド・パキスタン)であり，他にもアフロ・カリビアン，スロパキアや

クロアチア人，ベトナムなどからの難民，ユグノー，アイリッシュなどがこれまでの長い歴

史の中でいる。

貧国の開題からいくつかの間題が生起している。まず，麻薬常用の問題，泥棒(特に寧)

が多いこと， 600人以上の 10代のシングルマザーがいること等である。社会的な問題は多い

が，問題解決の機会も生まれてきている。とくに状況改善の強い政策的意志があり，パブ 1)ッ

クセクターとプライベートセクター，ボランティアセクターとのパートナーシップを通して，

これらの問題を解決していこうという動きが出てきている。

③ East Leeds Family Learning Centreの目標，理念

私たちは，生j産学習の仕事に従事している。私たちの最終目標は，人々に質の高い学習と

発達の機会を与えるよう努め，地域の人々が個人的のみならず組織的なゴールと目標に到達

できるよう援助することにある。地域の人々が参加と協同の機会に接近可能たりえるよう，

質の高いサーピスを提供することに寅任をもち，革新的に取り組むことを重視している。

私たちは，常に地域の人々に対して正直でいたい， とくに最近起きている変化について正

直でいたいと考えている。とりわけ，教育 (Education)や訓練 (Training)が彼等の将来に

とって必要だということを伝えたい。もはや，麗用保障は現在麗われているという事実から

は生まれない，雇用価値や市場価値からのみ担保されること，麗用保障を得るためには，自

ら技術 (ski11)を育て Employabirityを身に付け，仕事の中で常に Ski1lUpを続けなければ

ならないのだということ，そして，常に現代経済の要求にみあった Ski1lUpを続けるものに

は，見返りがあるのだというも問時に伝えたいと考えている。
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④対象とする人々

私たちがターゲ、ットとするグループを 4つに分けている。第一に fJoinersJ労働市場に初

めて加わり仕事を見つけようとする人たち，第二に fReturnerSJ病気などの理由で仕事から

離れていたが，再び労働市場に戻ろうとする人たち，第三に flmproverSJ大きくニつに分か

れるが，一つは失業中で自分のスキルを伸ばして仕事を探そうとしている人たちであり，も

う一つは現在雇用されているが状況改善のため自分のスキルを高めようとする人たち，第四

にfSocial-lifelong learnersJスキルだけではなく，彼ら白身の生涯学習のため学んでいこう

としている人たちである。

私たちはこれらの人々に fLearnihgMessageJを伝えたいと思っている。「学ぶことは選

択の幅を拡げるんだよJfチャレンジなんだよJf楽しいんだよJというメッセージを常に伝

えていこうと決めた。

私たちは，地域の人々に対し，これまでとは巽なるやり方で様々なことを試みた。まず，

無料で得られる学習機会の範関を拡大すること。これは， 1996年時点、では大きな改革だった。

次に，その人にとっての適切なサービス，求められるサポートを考えていくこと。さらに，

ただ学習機械を与えるのではなしそれにリンクさせて仕事の機会を与えるということ，

用機会を増やすことを試みてきた。他にも fFlexibledelivery Jといって，それまであった

様々な制限を取り払い，資格をとらなくてもよいコースをつくったり，時間帯やスタイルに

柔軟性を持たせたりした。例えば，インターネットが普及していなかった当時にあって，よ

りコンピューターベースの学習スタイルを考案してきたo fFriendly and accessible ser-

vicesJとして，センターに初めて学習者が入ってきたときに，にこやかな笑顔で迎えてくれ

るととても良いので，少なくともそれができるよっにしょっと考えた。最後に， 1日センター

にくる人が子どもを預けられる無料の託児施設を準備した。

⑤ 大学や初等教育機関とのパートナーシップ

センターをつくる際，私たちはもう一つの新しい大学をつくりたかったのではなく，地域

の人々が使える資源となるょっな施設を作りたかった。沢山の 4ヶ月コースを立ち上げて，

パンフレットをつくり， 30，000 件の家のレターボックスに配った。最初は 350人くらいの生

徒が来ることを期待していたが， 3，000人以上もの人が来た。最初の予想と巽なり 3，000人以

上の人が来たので，机やコンピューターを用意するなど仕事が増えて大変だったが，そのコー

スが終わる頃にもう一つのコースを作ったら，また 500人くらい来たので，センターで学ぶ

生徒の数が格段に増えた。

2つの大学とパートナーシッブを結んでいる。 1つめはトーマス・ダンピー・カレッジ，

もう一つはパーク，レーン，カレッジ。これらは FurtherEducationのカレッジである。

大学は自治体などと交渉し財政支援を得て，学習者が入学試験料しか払わなくてもいいよ

う手立てをとった。結局は無料になるようにした。この地域は公的扶助を受けている人も多

く，金銭が一番の障境だったので，それが取り除かれたので，生徒がどんどん来るようになっ

た。

この新しい試みは政治家の興味を強く引き多くの視察者が訪れた。 1997年に労働党政権と

なりセンターの試みを支持してくれたので，非協力的な同僚もサポートしてくれるようにな

り，パートナーシップを結ぶ大学も増えた。先の大学に加え， Leeds Col1ege of Technology 
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や LeedsCollege of Art & Design， Leeds College of Music， Leeds Metropolitan Univer倫

sityとのパートナーシップが始まった。

これらの大学との連携によって，コミュニケーションと情報技術，マネージメントと経営

管理，教師やケア専門職，芸術と工芸，音楽，健康.Hear & Beautyなど，幡広い分野のコ

スを 200以上提供することが可能となった。例えば， Leeds College of Art & Designとの

提携では美容師やネイルケアの勉強もでき， Leeds College of Musicとの提携では， DJの

スクラッチングやアメリカン・ラインダンス，ブラジ 1)アン・ドラミングも学べる。プロに

なるための資格をとることもできるoまた，高等継続育機関(Furtherand Higher Education) 

への接続や，大学の単位を修得し履修を続けられるコース (OpenCollege Network Courses) 

の開設も可能となった。

これまで成人教育 (AdultEducation)には，中産階級の奥様がフラワーアレンジメントな

どをする，カルチャースクールのようなステレオタイプなイメージがあった。しかし，地域

のいろんな人々が興味を持ち入ってくれればいいと考え，様々なニーズ、に合うようなコース

をつくった。将来的な方向としては，もっとアカデミックな構成にして，もっと地域社会の

経済発展や雇用に結ぴつくようなコースをつくっていきたいと思う。なぜなら，お金が稼げ

るようになれば，彼ら自身が人生や地域の将来を選択できるようになるからである。

加えて， Local Family of Schoolsとも提携している。この学校は，高等教育機関(Higher

Education)や継続教育機関 (FurtherEducation)とEarlyEducation (Primary education: 

first stage of learning) との接続を円滑にすることに関心があった政治家が資金提供したも

の。例えば，言葉が理解できない人に歴史を教えることは難しい。したがって， Higher Educa櫛

tionなどで新しいことを教える前に，基本的な能力が形成されている必要がある。 Earlyedu-

cationとのリンクができるよっ，作られたのが LocalFamily of Schoolsである。

⑥ センターで提供している学習機会について

前述の大学と提携した CollegeCoursesの他に，読み書き算と学習技術などを教えるコー

ス (Basicskills) ，雇用者から求められるより高いレベルの技術を学ぶコース (Keyskills) ， 

通信教育のコース (Open-learningcourses) もある。

麗用に接続するためのコース (EmploymentAccess)には 4つのプログラムがある。

(i) Job Out come programme:失業者に対して，実際に仕事を探し成果をえるためのプロ

グラムo J obcentre Plusという団体と提携して行っている。仕事探しを行い，履醸警の作り

方，インタビュー技術なども教え，基本的技舗や特別な技能や知識が必要であればそのトレー

ニングも短期間で行い雇用に結び付ける。

(ii) J ob Placement programme: 2年間のコース。現在， 500人が受講している G 失業者が

ある程度の技術を身に付けたのち，地元企業で就業経』験を行うもの。公的扶助 (benefit)を

受けながら行うことができる。職場で仕事をすることで，職業上必要な知識や技術を身に付

けることができ，資格を得ることができる (benefitsplus package)。さらに，無料交通券Free

Transportation feeや昼食券 (Luncheonvoucher)ももらえる。子どもがいれば託児施設も

利用できる。ただし，給料は支給されない。公的扶助機関 (benefitagency)が公的扶助を受

けながらの就業試験のコースは実現できないと言っていたが，交渉し実行に移している。

GiD J ob Interview Guarantee programme :失業者がセンターで特別な技能・知識 (specific
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skill) を取った時点で，麗用主とのインタビューが保証されるプログラム。

Gv) J ob Guarantee programme :このプログラムができる経過。 1964年につくられた SEA-

GROFTの大きなショッピングセンターを取り壊し，新たなショッピングセンターTescoが

できた。 Tescoとの提携によって小売業でふの訓練フ。ログラムを始める詩意ができたので，

East Leeds Family Learning Centreでは長く失業状態にあった人々に広く告知して応募者

を募った。たくさんの応募者の中から最も深刻なケースを選ぴ，第一印象が良いように恭本

的技術の訓綾などを行っていたが，そのうちに， Tescoとの交渉がうまくいき，職場での職

業訓練に対し報酬(Guarantee)が得られるようになった。

最初は 137人，後から加わった人も含め，現在は 148人がこのプログラムに参加している。

はじめは Tescoだけだったが，現在では NHS(Asda St James)や HalifaxDirect (銀行

のインターネットセンター)，リーズ市のコールセンターなど，それ以外の産業分野でもこの

rJob Guarantee programmeJが活かされるよになった。その他， Jobcentre Plusでもこの

方法を取り上げ，ロンドンや西ヨークシャーなど他の地域でも真似されるようになった。

r Guarantee programmeJをとれば絶対に就職できると雷ってきたが，数々のギャップが

出てきて，このプログラムが終わっても就職できない人もいる o その場合は，さらに skillを

つけるように学んでもらったり 1)ーズ以外の別地域で仕事を見つけたりもしている。朝早

く出勤する人のために使宜をはかったりもしているo

苅様のプログラムは他でもどんどん行っているので，同じことをここで、行っていて良いの

かという潤題にぶつかっている。職業訓練に近い分野だけでなしもっとLifelonglearning 

の方に広げて事業の自標を広げる必要があるのか，また，地域のニーズに本当に対応するた

めには夜もセンターを稼働させなければならないのではないか等，検討課題が生じてきてい

る。
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3) Osmondthorp One Stop Centre ガイダンスワーカー キャロライン・ボンド氏からの

レクチャー (12月 17B) 

① One Stop Centreとは

One Stop Centreとは，市役所のローカルな出張所・支所。地域住民がアクセスしやすい

ように，様々な機能を一つの施設に集めている。税金の支払い，公的サーピスの情報提供，

鴎書館機能，成人教育機関，診療所など，様々な機能をあわせ持つ。いろいろな One stop 

centreがあり，それぞれが異なる機能を持っている。

リーズ市の東部と南部が貧困地域。生徒が通ってくる地域の貧困の度合いによって， One 

Stop Centerへの政府からの支出金が決まる。 OsmondthorpOne Stop Centre は貧国地域

にある。 OsmondthorpOne Stop Centreには 3クラス 400人の生徒がいて，学習コースに

参加している。彼らは徒歩で通う地域の人たち。

現在は，コールセンターを通して OneStop Centerにアクセスできるようになり，アクセ

スしやすくなった反面， Face to faceの対応が少なくなっている。

アクセスしやすいということは，非常に大切である。参加を広げるために，失業中の人た

ちには，託見所などのサービスを無料で受けられるようしている。もともとほとんどの成入

学習コースは無料だが，資格を得られるコースは有料である。できるだけ，失業者や貧困世

情の人たちには，無料のコースにアクセスできるように広げている。また，身体障害者の人

たちにもアクセスを広げるために，専用トイレなどの施設を用意している。

② キャロライン・ボンド氏の仕事

スタップは全員女性。 2人は常勤。多くは非常勤で子どもを持っている。各コースで20人

ほどの生徒を担当。 2時間ずつのコースなので，短時間の担当。毎日多くの生徒を担当する

が，その人数は変化する o

私はか、イ夕、、ンスワーカーとして働いている。ソーシャルワーカーやカウンセラーとは異な

る。 16-19歳までが対象。 16歳で学校を卒業し，何の資格もなく，何をしていいのか分から

ない子どもたちゃ，シングルマザーである人に対して，生徒がどのような仕事がしたいのか，

どのような仕事ができるのか，その職業に就くためにはなにをすべきかをアドバイスし，カ

ウンセリングするもの。どのような就職先があるのかをカーイ夕、、ンスし，職業斡旋もする。こ

の仕事は守秘義務(confidentiaI)がある o N on judgmentalであるので，これがいいとか惑

いとか，絶対に価値判断を自分から行わない。また，履歴書の書き方を指導したり，コンビュー

ターのパッケージを使っていろいろなその他の職業指導を行う。アートのコースに一番人気

がある。

③ One Stop Centreで16-19歳の若者を対象にした職業方、イダンスが必要な理由

そういう子どもたちの両親の多くは，高等教育機関に進学していない人々なので，子ども

が 16歳になったら働いて欲しいと思っている。また，両親自体が無職であることも多く，子

どもたちに職を得て欲しいと患っているが，実際は仕事がないのでFurtherEducation Col-

legeに行くしかない。しかし，彼等自身に勉強しようとする文化がない。両親自体がそのよ

うに育ってこなかったので，再生産，悪循環というサイクルになっており，子どもたちは何

をしたらいいか分からないという状況におかれている o
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④ リーズ市における FurtherEducationの競合関係

他のところでも同じようなことをしているので， とても競争が厳しい。 1)ーズ市には 2

つの University(Leeds University/Leeds Metropolitan University) と 7つの Col1ege

(ジョーセス・プリスリィ・カレッジ/ThomasDanby Col1ege/Park Lane Col1ege/Leeds 

Col1ege of Technology/Leeds Col1ege of Art & Design/Leeds Col1ege of Music/Leeds 

Col1ege of Building)がある。最初の 4つがGeneral Col1egeで，後者3つがSpecialist

Col1ege。これら 7つの Col1egeがFurtherEducationを行っている。

その背景には， Further and Higher Educationをとりまく政策の変化がある。従来l土地方

政府からの資金が主だったが，この 10年間に中央政府からの資金が増えた。中央政府から

Further Education Col1egeに直接資金提供されるシステムに変化し，地方自治体が全く関与

できなくなった。中央政府が政策的に鍾先しているのは， basic skill (読み書き算的なもの)

や職場での教育 (Learning W orkplace)であり，より多くの若者を Further Education 

Col1egeへ通わせようとするものである。 AdultEducation は優先事項ではない。

中央政府の政策に沿った教育を行うと資金が多くもらえるが， Adult Educationでは資金

援助が得られない。したがって，本来は， Thomas Danby Col1egeであれば幼児保育や美容

関連， Park Lane Col1egeはコンビューターやビジネス関係，工業技術教育が主だったが，

現在は，各々の FurtherEducation Collegeが扱う領域を広げようとしているので，結果的

に同じようなコースを開設するようになった。各々の大学が政策に沿った成人教育コースを

多く開設し，それぞれ案内パンフレットを作成し，全戸に配布している。それは，生徒にとっ

て見ればすごく温舌しすることなので，あまりいいことではないだろう o

ここではっきり言っておきたいのは， Further Education はHigherEducationとは少し異

なるということ。かつては労働者階級の子どもたちは， 16歳で学校を卒業後就職していた。

しかし，現在は働く場所がないので， Further Educationで時教育し，労働市場に送り出そ

うというもの。したがって，中産暗級の子どもたちが高等教育に進学するための教育(Higher

Education) とは異なるということである。

⑤ Osmondthorp One Stop Centreの課題と可能性

Osmondthorp One Stop Centre は 4つの地域の中にある，児童が約 250人規模の小学

校を 1年間に 3関(1年が3学期制なので)訪問し，全ての保護者にリーフレットを配って

いるo合計して 1，000人くらいの人に配っていることになるo関書館にも配布している01000

部以上のコピーを配布して宣伝しているが， 1年で400人しか生徒が米ない。私は 10年ここ

に勤務しているが，ここに人を呼んでくるのはまだ難しい。

学校からのデータによって， 400人以上の人々がbasicskillに臨難を抱えていることが明

らかになっているo しかし， basic skillが必要な人であっても，彼らはセンターに来たくな

いし，彼らの両親がサポートしてくれない。両親自身も basicskillに閤難を抱えている場合

が多い。本当は彼らの両親がここに米て勉強してくれれば，彼等の子どもたちもサポートで

きるのだが。子どもたちもその両親もこのセンターに来てくれないことが問題である。

One Stop Centreに来ない子どもたちは，友達と話したり，ショッピングをしたり，精神

的に落ち込んだり，それを避けるためドラッグやピルに走る人もいる。努の入は車を盗むな

ど，犯罪に走る人もいる。女の人の場合は，子どもがいてお金も仕事もなければ，インカム
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サポートがもらえる。しかし，インカムサポートは最低限 (minimum)なので，旅行もでき

ないし，最低限の生活しかできない。子どもを育てることで精一杯なので，彼らが学校に通

う年齢になっても，何のサポートもできない。だから，子どもたちは読み苦手きができなくなっ

てしまい，彼らの親のような状況をもっ人びとが再生産されてしまう。

しかし， One Stop Centreのクラスに来た人たちはすごく早〈良い方向に変わる。この変

化を見ているからこそ，私はここに来て欲しいと思うが，そう思う人たちはあまり来てくれ

ない。彼らをここに呼ぶことが一番大切なこと。残念なことだが， 20年前にはコミュニティ・

ワーカーやコミュニティ・デベロップメント・ワーカーがいたが，財政が保証されなくなり，

現在は一緒に活動していない。

リーズ市では，高齢者で時間がある人たち，とくに 65歳以上の人々が活発に活動している。

それぞれグループを作り，資金を募り，孤独な人々の家に行ったり，パスを運転して送迎を

したり，泥棒のための警報をつけたりするなど，いろいろな活動をしている。もし，彼らが

first aidのクラスを必要とするならば， One Stop Centreでクラスを提供するなど，そうい

う意味では一緒に活動することもある。

この地域の幼稚菌や小学校のスタップが努力してくれている。保護者教育の意義に着目し，

保護者を幼稚嵐や小学校によんで，保護者のための adulteducationにとりくむ動きが生ま

れている。

⑥ One Stop Centreのクラスを卒業した後の人々

仕事を得る人もいるし，より高いレベルの学習コース(例えば， TCSE?など)に進む人が

ひとクラスに 10人ほどいる。街の大学の保育コースや健康コースに進むなど。

このように状況が改善された人たちは，再生産の悪循環の中から飛び出すことができる。

しかし，その人たちがこの地域に戻ってきて，地域の活性化のために何かをしているわけで

はない。この地域はあまりよくない地域だと思われているので，お金を得て，自分で何かで

きるようになったら，彼らはここを捨てて出ていく。ほとんどがそういうケース。

「テナント Jという，この地域で、ハウジングを行っているグループは例外。そこでは働く場

合はこの地域に突ってくるが，それ以外は大抵お金や家を予に入れて，この地域を出ていく。

このメカニズムをかえるのは難しいし，時間がかかるだろう。
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2.英国(リーズ大学を中心に)訪問調査日程記錬

1 )訪問者

鈴木敏正(団長)，姉崎洋一(交渉役事務局長)，室橋春光，大詔義彦

椎名恒，丸山美貴子

(メンバー外として，小内透(ロンドンから現地で合流)) 

藤兼ひろ子(通訳)

2 )調査日程移動・宿泊

① 12月15日月曜日

1)ーズ大学継続教育学部 (Schoolof Continuing Education)訪問

今回の訪問と，今後の研究について話し合いを行い 1)ーズ大学の事業についてヒアリ

ングを行う。(以下の略盤は，姉崎の文責においてまとめたものである。)

Dr. Keith Forrester (Senior Lecturer) 

労働組合教育， work-based learning，市民教育などの分野での中核的な研究者。英

国内は無論，複数の国際的な研究ネットワークの運営委員会の中軸に位置しているo

1995年には，姉i埼他の研究者との共同研究で来日の経験もある。主な編著に，Un-

emlうloyment，Education， and Training， 1991， Trade Unions and Social Research， 

1993， Wor~ρlace Learning， 1995，他，多数の著作，論文。

Professor Richard Taylor (Professor) 

高等教育，成人教育，平和教育などでの重要な役割を担ってきた研究者。ブレア政

権の政策にも批判的に関与している。彼も国際的な研究ネットワーク，学協会の重

要なメンバーで、あり，前大学成人継続協会(UACE)のgeneralsecretaryであった。

かつて，継続教育学部のブラッドフォードセンター長も行い，インドや香港の成人

教育についての著作もあるo 主な著作に，UniversiかAdultEducation in England 

and USA， 1985， Campaignfor Peace， 1987， Lifelong Learning and the University， 

1998， For a Radical Higher Education， 2002，他多数。

Mirium Zukas (Senior Lecturer) 

前学部長，継続教育，高等教育，成人教育の教育学的な理論化に関して多くの著作

論文があり，教師教育のモデル構築にも大きな貢献をしてきた。分担執筆の主な著

作に，Cultures， communities and citizens， 2002， Higher Education and its 

Communities， 2000， Educating Rita aηd her Sisters， 1998，他多数。

Dr. Cilla Ross (Lecturer) 

ノーザン・カレッジで髄いた後， リーズ、大学に移ってきた。地域成人教育が専門で，

炭鉱，鉄鋼，機械などの衰退地域にいる学習者への遠隅地教育，あるいは Global

Labour Studiesについてのオンライン学習支援の研究を行っている。著作について

は，データ未入手。
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Jean Gardiner (Senior Lecturer) 

経済学，ジエンダー研究をさま礎にして，事務，行政的労働の質の間い直しを行って

きた。主な著作 Gendeη Careand Economics， Basingstoke， 1997， The Next Ten 

Years， 1997， Towards a Gendered Political Economy， 2000他多数。

Dr. Marcom. Chase (Reader in Labour History) 

労働運動，成人教育の臆史研究者。 19-20世紀のチャーチスト運動を始め，社会歴

史運動に造詣が深<narrative historyにも関心が深い。その分野での学協会の中核

的な研究者であり，継続教育学部のミドルズパラセンター長の後，リーズに戻った。

現学部長。主な著作に，Early Trade Unionism， 2000， Rゆublicanismin Victorian 

Socieちん 2000，他多数。

Kevin Ward (元 SeniorLecturer) 

病気で早期退職したが，地域成人教育分野では傑出した研究者の一人であり，この

地域の自治体発展計商，成人教育のコンサルタントを行っている。今回は体調を見

ながら，積機的に訪問調霊祭に協力しミニ講義も行ってくれた。主な著作に，Adult 

Education and the Working Class， 1986， Education for Eveη Day Lij乞 1988，

Workρlace Learning， 1995， Unemployment， Education and Training， 1991他多

数。

初日のこの日は，両大学のメンバーの自己紹介と，今回の訪問の意関をプレゼンテーション

した。

その後， 日程の具体的な確定作業を行い，昼食後

2グループ。に分かれてミニレクチャーを受けた。

a 英国の近年の大学政策 リチヤード・テイラー教授

参加:鈴木，姉崎， (小内)

b.労働組合と教育活動 シーラ・ロス

参加:藤兼(通訳)，室橋，大沼，椎名，丸山

夕刻:Weedwood Hallで歓迎夕食

B本側+ リチヤード・テイラー，キース・フォレスター，ケヴィン・ウオード， ミリア

ム・ズーカス，マルコム・チエース，

③ 12月 16日火曜日

午前9時半 コンブリへンシブ・スクール訪問で待機する予定であったが，クリスマス

前の行事等多忙で、結局とれずと K. フォレスター氏から連絡。

午後 2時:東リーズ家族学習センター (EastLeeds Family Learning Centre) 

Ken Smith所長にヒアリング(室矯氏を除く 7人)

室橋氏は，社会学及び社会政策学部 Sociologyand Social policy所属の学習困難児研

究の人と会う。

タ亥IJ4時半:教育学部訪問



リーズ地域の大学と諸機関の連携:発達・学滋支援ネットワークプロジェクト研究 319 

DirectorのDr，Sally Beveridge (特

殊・障害児教育専門)が応対

日本側会員 (8人)

③ 12月17日水曜日

10時:ノーザンカレッジ(南ヨーク

シャーパーンズ 1)ーにある。レ

ジデンシャルカレッジ，自治体

連合立，シェフィールド大学，

シェフィールド新大学， 1)ーズ

大学などの大学の連合支援を

受けている)を訪問する。

WEEDWOOD HAししでの歓迎会

リーズから列車，タクシーを乗り継いで約 1時間

学長:トニージョイット (TONY]OWIT，かつてリーズ大学継続教育学部のス

タップであった)に会う。

トニー・ジョイットの全体講義

ジル・ギブソン，ジョン・チャップマン:ノーザンカレッジの事業プログラム

ジョン・グレイソン:カレッジの事業の特徴，評価

ジル・ウエスターマン:カレッジのプログラム

コンビュータ…の講師:カレッジの e-ラーニングの説明

昼食・スタッフとの交流

午後:室橋，大沼氏はそれぞれ関係の分野の研究者に会うためにシェフィールド大学へ

赴く 0

4時半:残りの 6人は，オズモンドソープ・ワンストップセンターへ行く。

センター長のキャロライン・ボンドさんにヒアリング

④ 12月18日木曜日

午前9時半:1)ーズ地区 WEAセンターへ行く(大学から徒歩 10分，センター長，コ 1)

ン・ソーンに会う)

Colin Thornは，全密 WEAの中心メンバーの一人。 2年前まで， リーズ大学継続

教育学部の契約講蹄でもあった。 1995年には，姉崎達との共同研究で，キース・フォ

レスター氏と共に来日経験がある。 WEAと大学との連携事業や， WEAの地域活動

についてとアリングを11-う。

午後

リーズ大学継続教育学部に戻る。

前EU議員の MichaelMcGawan氏にヒアリング(姉崎，鈴木)

ケヴ"イン・ウオードの講義:コミュニテイと継続教育の地域的文脈について講義

15時一17時
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キース・フォレスター，ジーンゲーテ、、イナー， ミリアム・ズーカス氏ら学部スタッ

フと今後の共問研究の計画について話し合う。

夕食 イブニングセミナー

キース・フォレスター，ジーン・ガーディナー，ケヴィン・ウオードの参加

十日本側 8人

⑤ 12丹訪 日金曜日出発


