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Thankyoufbrinvitingmetospeakatthisseminar・Wemuchenjoyedthevisitof

yourprofessorandcolleaguetotheheadquaｒｔｅｒｓｏｆＨＭＣｗｈｅｎｌｗａｓｔｈｅｃｈｉｅｆ

ｅｘｅｃutive(Secretary).Ihopelcanhelptoincreaseyourunderstandingofthe

educationalscenｅｉｎｔｈｅＵＫ､Ｗｅ,ｉｎturn,arelearningagreatdealaboutJapan

duringourshortstayinyourinterestingcountly．

Isupposeallgovemmentswantstandardsineducationtoimprove・Thishasbeena

particularfeatureofgovemmentpolicyinBritainfbrthｅｐａｓｔ３０ｙｅａｒｓ,Successive

govemmentshaveintroducedanationalcurriculum,moreextemalassessment，

leaguetablesofschools，results,measurementofvalueadded,inspectionofschools，

perfbrmancemanagementandmoretrainingMrBlair'spartyfbughttheelection

withaslogan"Education,education,education"andhesawtheroutetoimprovement

wasthroughprofbssionaldevelopment､Ｉｔｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅａｎｅｘａｇｇｅｒａｔｉｏｎｔｏｓａythat

therehasbeenarevolutionintrainingprovidedinschoolsinthelastgeneration．

Schoolsarerequiredtosetasideatleast5dayseachyearfOrin-servicetraining

(INSET).Thefimdingearmarkedbythegovemmentfbrthispurposehasincreased

remarkablyandtheindependentsectorisfbllowingsuit､Werecommendthatschools

shouldsetaside２％oftheirsalariesbudgetfbrtrainingpurposes､Inthecontextof

public-privatepartnership,thethemeofthisconference,ｔｈｅＵＫｇｏｖｅｍｍｅｎｔｃｏｕｌｄ

ｄｏｍｏｒｅｔｏｈｅｌｐｔheindependentsectorintheareaoftrainingtoimprovethequality

ofteachingnotleastbecauseparentswhopayfeestoindependentschoolshａｖｅｔｏ

ｐａｙｔｈｅｓａｍｅｔａｘｅｓａｓｔｈｏｓｅｗｈｏsendtheirchildrentostateschoolsMoreaccess

shouldbeavailablefromteachersinbothsectorstoworktogetherontrainingissues．
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Equallytheindependenthastoplayitspartincooperatingwiththegovernmentin

improvingtherecruitmentandqualityofteachers､Asinsomanycountriesthere

isaseriousshortageofgoodteachers,especiallyincertainsubjects・Thelevelof

unemploymentisvelylowintheUKwhichmakesrecruitingteachersallthemore

dif6cult・Manyteachersarebeingrecruitedfiromoverseas．

lnitiativestoimprovetheprofessionaldevelopmentofteachershavebeenmoving

towardstotopofthegovemment'ｓａｇｅｎｄａＮｏｔｅａｃｈｅｒｓａｒｅａｌｌｏｗｅｄｔｏｔeachin

maintainedschoolswithoutadegreeand/oraprofessionalqualification､Thewhole

systemfbrinitialtrainingofteachersastheyleaveuniversityhasbeenrefbrmed，

Ithasbecomemuchlesstheoreticalandbasedmoreintheclassroom.(Iremember

spendingasmuchtimeonsocialandanimalpsychologyasonclassroommethods

whenldidmypostgraduatecourseatCambridge).Researchhasnowidentified

thecompetencesthatareneededifteachersaretobesuccessfUl､Sponsoredbythe

govemment,theHaygroupspentmanyhoursobservinglessonsandtalkingtopupils

andteachersfbrthispurpose,Ｂｅｆｂｒｅｔｈｅｙｃａｎｂｅｇｉｎｔｈｅｉｒｙｅａｒａｓｎewlyqualified

teachers,thetraineesmustdemonstratetheirknowledgeandu､derstandingoftheir

teachingsubject,TheymustpasshavepassedbasictestsinEnglish,mathematics

andscience,Whethertheirtrainingisinuniversityorcollegedepartmentsorin

schools,traineesmustsatisfytheassessorsthattheycanplanproperlynotjust

fbrsinglelessonsbutfbrtheimplementationofthecoursesyllabus-thisinvolves

theapplicationoftheirsubjectknowledgetospecialisttopics,identifyingteaching

objectivesandcontentanddecidinghowitshouldbestbetaught・Whatteaching

methodsaremostappropriate？Ｔｈｅｙｍｕｓｔｋｎｏｗｈowtodesigntaskswhich

challengeandmaintaintheinterestofpupilsacrosstheabilityrange,including

thosewhohaveleamingproblemsandthosewhoareveryable､Traineeshaveto

leamthebestmethodsofassessingpupils'workandhowtoadapttheirteaching

inthelightoftheoutcomes､Ｔｈｅproblemofclassroommanagementisperhapsthe

greatesttheyface・Ｔｈｅｙｍｕｓｔｋｎｏｗｈｏｗｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈａｎｄｍaintainapurposefill

workingatmospheretoensuresoundleaming､Schoolsexpectteacherstosethigh

expectationsfbrpupils'behaviourandtoestablishgoodstandardsofdiscipline

Manyteachersdonotfindthiseasy､Thebestuseteachingmethodswhichstimulate
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intellectualcuriosity,communicateenthusiasmfbrtheirsubjectandmotivatepupils，

enthusiasm､TheyuseeffectivequestioningandlistencarefUllytopupils，responses

inordertotaketheirleamingfbrwardTheHaygroupfbundthatitallcamedownto

creatingtherightclassroomclimate．

Ｍｕｃｈｅｍｐｈａｓｉｓｉｓｐｌａｃｅｄｏｎｍｏｎｉｔｏｒｉngpupils，progressthrougheffective

assessment・Teachershavetoknowhowwellleamingobjectiveshavebeenachieved・

Butteachersarealwaysshortoftimｅｔｏｄｏａｌｌｔｈａｔｔｈｅｙｈａｖｅｔｏｄｏ､TheUnionsto

whichteachersbelonghavebeenrenegotiatingcontractsｗｉｔｈｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｔｏ

ｌｉｍｉｔｔｈｅｎｕｍｂｅｒｓｏｆhoursthatteachersworkPressureoftimedoesleadtosome

tasksbeingdonebadly､Oneofmyjobsistocarryoutinspectionsofindependent

schoolsandlhaveleamedthatthequalityofteachers'markingisvariable､Teachers

readilygiveamarkoragradｅｔｏａｐｉｅｃｅｏｆｗｏrkbutmuchmoreisneeded､Marking

shouldbringoutpupils'strengthsandweaknesses,provideadvicetothepupilon

howtoimprove,infbrmtheplanningoffilturelessonsandrecognisewhetherornot

thepupilisworkingtofUllcapacity､Strategiesmustbedevisedtohelpthosewho

areunder-perfbrmingResultsofassessmentmustberecorded,andsomeschools

arebeginningtousesophisticateddatabasesfbrthispurposelnfbrmationonpupil

progressmustbereportednotonlywithintheschoolbutalsotoparents,Trainees

havetoleamthebesttechniquesfbrcarryingoutallthesetasks・Ａｔｔｈｅｅｎｄｏfinitial

trainingyearthosewhoaresuccessfUlwillbeawardedapost-graduatecertificateof

education(PGCE)orasimilarqualification､Theywillalsotakewiththemtotheirfirst

teachingposta“CareerEntryProfile"whichsetsoutthestrengthsandweaknesses

whichhaveemergedduringtheirtraining,Thisprofilewillinfbrmthetrainingthey

mustdoduringtheirinductionyearbefbretheycanhavetheirqualifiedteacher

statusconfirmed．

Teacherscantrainineitherpublicorprivatesectorthoughnotalltraining

institutionsaresympathetictotheindependentsector,Traditionallytrainingwas

doneintheeducationdepartmentsofuniversitiesandcolleges,butthegovemment

hasnowgreatlyincreasedthevarietyoftrainingroutes・Independentschoolsare

allowedtoemploygraduatesdirectfromuniversitywithoutteachertrainingbut
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suchentrantstotheprofessionareencouragedtotrainonthejobintheirfirsttwo

years､This"onthejob"trainingisparticularlypopularwithmatureentrantstothe

professionbecausetheywillbeeamingasalarywhiletheytrain､Schoolsinthe

HeadmastersandHeadmistressesConference(HMC)ａｒehappytoplaytheirpartin

theinitialtrainingofteachers,byofferingopportunitiesfbrteachingpracticeThe

advantageofpracticeinindependentschoolsisthattraineeteacherscanconcentrate

ontheirtechniqueandontheirsubjectandworrylessaboutdisciplineand

classroommanagement,ｗｈｉｃｈｃａｎｂｅａｍａ)ｏｒproblem,issomemaintainedschools、

Incooperationwithschoolsfromthemaintainedsector,independentschoolshave

setupSchoolcentredinitialteachertraining(SCITT)schemesinwhichmuchofthe

trainingisdoneinschoolsbyservingteachers､Littlebylittletheuniversitiesare

withdrawingfrominitialtrainingandconcentratingmoreo、educationresearchand

postgraduatework．

ASaresultoftheCPDrevolutionmucｈｍｏｒｅｃａｒｅｉｓｔａｋｅｎｏｆｎｅｗｅｎｔｒａｎｔｓｔothe

profession・Whenlstartedteachinglwasgivenatimetableteachingseveraldifferent

subjects,sonoheadofdepartmentacceptedresponsibilityfbrmydevelopment､Ｉ

ｗａｓｌｅｆｔｔｏｓｉｎｋｏｒｓｗｉｍ､Nowadays,afterobtainingtheirpostgraduatecertificate

newlyquali6edteachers(NQTs)teachareducedtimetableunderthesupportofa

mentorfbronemoreyearandtheymustnotbeaskedtodoanythingfbrwhichthey

havenotbeentrained・DuringthatyeartheyareassessedonfUrthercriteria,though

theassessmentwouldprobablybeevenmorerigorousifmorepeoplewereapplying

tobeteachers､Opportunitiesareprovidedfbrnewteacherstoobservethelessonsof

moreexperiencedcolleaguesandnotjustintheirownsubjectMentorsaretrained

towatchtheNQTs'lessonsandholdregularmeetingstodiscusstheirprogress，

Targetsfbrimprovementaresetandwherｅｔｈｅｙａｒｅｎｏｔｍｅｔ,thenewteachersare

givenextrasupport､ProfessionalofYicersfromTeacherlnductionPanelsvisitschools

toensurethatNQTsaregivensufficientsupport．

TheeducationworldhasleamedagreatdealfiFomthetraining,whichisprovided

inindustryandbusiness,andalsointhearmedservices,Theyclearlyunderstand

theneedforregularperfbrmancereviewsandprovingtargetsandsupportasa
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meansofimprovingperfbrmance､Employeesareregularlysentontrainingcourses・

Forthelastthreeyears,wehavebeenbuildinguptheprovisionforprofessional

developmentinindependentschools､Theneedfbrthistrainingisascertainedin

anumberofdifferentways・Muchisdonebyselfassessmentandselfmotivation・

Teachersbecomeawareoftheirstrengthsandweaknessesthroughtheirexperience

intheclassroomandinextra-curricularactivities，Theyalsolearnfromtheir

experiencesonthepastoralside,whichisanimportantpartoftheirwork,especially

inboardingschools・Theirmentorandheadofdepartmentwillhaveobservedthem

teachinganddiscussedtheoutcomes､Someteachersasktheirpupilstocommenton

theeffectivenessofthelessons・Mostschoolshaveafbrmalappraisalsystem(thisis

standardinallmaintainedschoolsaspartofasystemofperfbrmancemanagement

andperfbrmance-relatedpay,Afterconsultationwiththeirline-manager,targets

fbrimprovementinthecomingyearwillbeagreed､Theschoolwillindicatewhat

supportisavailabletohelpthemachievethesetargetsandthatislikelytoinclude

sometrainingTeachersareencouragedtostudyfbrhigherdegreesorprofessional

diplomasButmosttrainingiseitherprovidedintheschool(INSET)orbyHMC

andGSAwhichtogetherofferover70courses・Thecoursescoveralltherolesin

theprofession-academic,pastoral,activitiesandmanagement-andachartofthe

coursesappearsasanappendix．

Muchgreateremphasisisnowplacedontheroleofheadofdepartment・Whenlwas

aheadofdepartmentlseemedtohavelittlemoretodothanorderthetextbooksand

othermaterials､Nowadaysthesemiddlemanagershavemuchgreaterresponsibility

andhavemoreaccountabilityfbrtheperfOrmanceoftheirdepartment､Inthepast

headsofdepartmenthaveconsideredthemselvestobep面musjnterpa1℃sandwere

therefbrereluctanttotakeresponsibilityfbrteachersintheirdepartment・Now

theyareexpectedtodemonstrateleadership,tomentornewandyoungteachers

andtoguideandsupportoldercolleagueswhomaybeunder-perfbrming,Ｔｈｅｙ

ｈａｖｅａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｔｈｅａｐpraisalprocess,collectingevidenceonteachers，

performance,reportingtoseniormanagementonhowthiscanbeimproved,and

agreeingtargetsandappropriatetrainingfbrtheteachers､Theevidencecomes

fromobservinglessons,scrutinisingpupils'workbooks,checkingassessmentand
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marking,analysingexternalexamresultsandtalkingtocolleagues,parentsandeven

pupils・Theessentialcriterionistheeducationalprogressofthepupils､Othermiddle

managerswillbeappraisingteachers，contributionstopastoralandextracurricular

activities､Allthiscontributestoanewcultureofprofessionalisminbothprivateand

publicsectorsofeducationintheUKExcellentprofessionaldevelopmentisenjoyed

bythosewhotakepartintheinspectionofotherschools

ThequalityofteachingvariesagreatdealinBritishschoolsanditisofcourseone

ofthemostimportantfactorsdetelminingpupils，progress・Allschoolsarenow

inspectedatleastonceinevelysⅨyearsandinspectorssitinonlessonstoascertain

pupils，attainmentandprogress,thequalityoftheirlearningandbehaviour,and

thequalityofteaching､Theseareallinter-related・Theprobleminmanymaintained

schoolsisthatchildrenassodisaffectedandbehaviourissobadthatteachers

finditdifficultorevenimpossibletohelppupilstoleameffectivelyandtoachieve

goodstandards・Ｉｎａfewschoolsthisproblemhasbeensoｖｅｒｙｂａｄｔｈａｔ“special

measures”havebeenintroducedandsomeheadteachersandteachershavebeen

replaced．

Thisproblemofbadbehaviourismostuncommoninindependentschoolsａｎｄin

themanygoodmaintainedschools,althoughtherewillalwaysbeindividualteachers

whofinditdifficulttomanageaclass,Tosomeextenttheoppositeproblemis

fbund:teachersaresodedicatedandpupilｓａｒｅｓｏｃｏｍｐｌｉａｎｔｔｈattheyrelymuch

tooheavilyontheirteachersfbrtheirleaming､Independentleamingisnotableby

itsabsencean。“spoon-fEeding”insuchcircumstances・Trainingtoimprovethe

qualityofteachingandleamingisagrowtharea､Theemphasisisonincreasing

thevarietyofteachingmethods､Ｆａｒｔｏｏｍａnylessonsaredidactic-dominated

bytheteacher,withpupilssittingpassivelythroughoutthelessonTeachersare

encouragedtoinvolvethepupils,tohelpthemleambyfindingout,toencourage

themtoaskquestionsandtodebateideasinsmallgroups・Greaterawarenessofthe

needsofpupilsattheendsofthespectrumofabilityisencouraged・Ｍｏｒｅｕｓｅｃｏｕｌｄ

ｂｅｍａｄｅｏｆａｕｄｉｏａｎｄｖｉsualaidsandparticularlyoflCT・Iimaginewearesomeway

behindJapaneseschoolsinthisareaTeachershavebeenslowtolearnthebasic
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toolsbutarenowmakingsignificantstridesinusinglCTinteachingtheirsubjects・

PowerpointpresentationsandtheuseofinteractiveWhiteBoardsareenlivening

someteaching,andeffbrtsarebeingmadetodisseminategoodpracticePupilsare

beginningtomakegooduseofthelntemetfbrtheirresearch．

MostteachersintheUKwilltellyouthattheydonothavethetimetodotheirjob

properly,ａｎｄｌｉｍａｇｉｎｅｙｏｕｗｏｕｌｄｈｅａｒｔｈｅｓａｍｅtheworldover・Theyknowthey

shouldplaneverylessonproperlybuttheyrelyinsteadonnotesmademanyyears

ago:sotheirlessonslackstructure・Theyshouldusemethodsofassessmentand

markcarefUllytoascertainstrengthsandweaknessesintheirpupils，perfbrmance，

andmodifyfUturelessonsinthelightofthisanalysisMethodsshouldbeusedwhich

bringthebestoutofallpupilsintheclasswhatevertheirlevelofability・These

"differentiation”activitiesrequirecarefillplanningandimplementationThedanger

isthattheneedsofvelyablepupilsarenotaddressedandtheybecomeboredMost

schoolsnowhavespecialiststohelpthosepupilswithleamingdifficulties;assistants

helpthemintheclassandteachersdevisestrategiestokeepthemintouchwiththe

progressoftherestoftheclassMuchsuccesshasbeenachievedathelpingpupils

withdyslexiaTeachersareencouragedtodesignhomeworknotonlytoreinfbrce

workdoneinclassbutalsotoencourageindependentleamingManytheoriesof

leaminghavebeenproducedtosuggesthowpupils'progressｃａｎbeaccelerated

Recentresearchhasshownthatcreatingtheright“classroomclimate”isthemost

importantfactorinenhancingprogress､Thesearesomeoftheareaswhichareatthe

heartofcontinuingprofessionaldevelopmentintheUK．

Withsomanydifferentissuesontheagendafbrprofessionaldevelopment,Ｉｃａｎ

ｔｏｕｃｈｏｎｏｎｌｙａｆｅｗｏｆｔｈｅｍ，ｔｈｏｕｇｈｌｓｈｏｕｌｄｂｅｈａｐｐｙｔｏｄｅａｌｗｉｔｈothersin

questiontimeThefamousPublic(infactprivate)schoolsintheUKhavedeveloped

overthecenturiesabreadthofeducationfbrtheirpupilswhichisgreaterthanthat

offeredelsewhereintheworldexceptinthoseschoolswhichfbllowtheTraditional

Britishpattem､Whileacademicexpectationsarehighandparamountinschoolslike

Eto､,Harrow,Winchester,WestminsterandStPaul's,thereisalsoanexpectation

thatpupilswillbeinvolvedinawiderangeofextra-curricularactivities・While
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boardingschoolsgavethelead,ｔｈｅｓａｍｅｉｓｎｏｗｔｒｕｅｏｆｔｈｅｍａｎｙｆｉｎｅｄayschools・

Teacherscanspendagreatdealoftimerunningtheseactivitieswhichareintended

todeveloptheirpupilsphysically,culturally,spirituallyandmorally,andsocially・

Inthel9mcenturyschoolsbelieveｄｔｈｅｙｗｅｒｅｐｒｅparingyoungpeopletorunthe
Empireandthatemphasisontrainingfbrleadershipstillremains,Soteacherswho

joinedtheprofessionbecausetheyenjoyedtheiracademicsubjectfindthemselves

doingawiderangeofduties，andthisisespeciallytrueintheirpastoralrole

Parentsexpectschoolstoprovidegoodpastoralcareandsupportfbrtheirchildren，

spersonaldevelopment,Clearlyteachersneedtrainingfbrtheseadditionalroles

andwhilesomeofthisisprovidedwithintheschooltherearebene6tsfromcourses

whereteachersmeetupwithothersdoingsimilarjobs､Sportisama)orpartofthe

lifbofHMCschoolsandcoursesprovidetrainingfbrthosewhodirecttheseactivites・

Agrowingdifficultyfbrsuchpeopleisthedevelopmentofatoughlegalframework

providingfbrhealthandsafetyinschoolsTeachershavetobeabletocarryout

assessmentsoftherisksinvolvedinanyactivitiesandcanbeprosecutedifinjuries

occur､ProblemsaremostobviouswhenpupilsgoonOutdoorPursuits,which

involvemountainclimbingoractivitiesinriversorthesea

Thegovemmenthasalsoproducedlegislationtoprotectthoseinboardingschools・

Workingasatutororasahousemasterrunningaboardinghouseisamajor

responsibilityandrequiresconsiderabletraining・Ｔｈｅｙｈａｖｅｔｏｂｅａｂｌｅｔｏｈａｎｄｌｅ

ａｌｌｔｈｅproblemswhichwouldotherwisehavｅｂｅｅｎｄｅａｌｔｗｉｔｈｂｙｐａrents,Theyare

responsiblefbrtheallrounddevelopmentoftheirpupils､Theymustalsoknow

thelegalframeworkwithinwhichtheyareoperating,Manycoursesareavailable

whichhelpteachersdealwithsuchproblemsarebullying,misuseofdrugsand

sexualactivitiesMostschoolshavepersonal,ｓｏcialandhealtheducation(PSHE）

programmes．

Retumingtotheacademicside,muchinterestisdevelopinginusingvalueadded

analysisasoneindicatorofprogressbypupilsandperfbrmancebytheirteachers

Theessentialrequirementsfbrthisanalysisareagoodbaselineandageneraltest

ofoutcomes､Ｆｏｒexample,ｉｎＨＭＣｓｃｈｏｏｌｓａｌｌｐｕｐｉｌｓｔａｋｅａｔｅｓｔｅｉｔｈｅｒａｔｔｈｅａｇｅ
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ｏｆｌｌｏｒｌ３,dependingｏｎｔｈｅｉｒｙｅａｒｏｆｅｎｔｒｙｔｏｔｈｅｉｒｓｅｎｉｏrschooLThistestof

aptitudeandabilityinsuchareasasvocabulaIy,mathematics,non-verbalandskills

isstandardisednationally・Schoolsareabletocomparetheabilityoftheirpupilson

entrywiththatofallotherschoolsinHMC､Fromthisbasepredictionsaremadeof

expectedperfbrmanceintheextemalexaminationtakenbypupilsagedl6､Some

pupilswilldobetterthanexpectedandsomeworse・Itistothecreditoftheteacher，

thedepartmentandtheschoolifpupilsareconsistentlydoingbetterthanexpected

Thisanalysiscanalsoｂｅusedtoidentifypupilswhoareunder-perfbrmingduring

thecourse,andthiscaninfbrmremedialmeasures､Manyschoolsarenowbuilding

databasesonpupilsintowhichallmarksandotherassessmentscanbeloaded,so

thatthoseresponsiblefbrthepupils，developmentcangivethemgoodguidanceand

support．

Thefinalareaofprofessionaldevelopmentinwhichweareheavilyinvolvedis

leadershipandmanagement・Nowadays,potentialleadersareidentifiedearlyintheir

careers､Thestatecallsthem“fast-trackers"・Leadershipisfbsteredatalllevelsof

management,fromthemiddlemanager-headsofdepartmenttotheheadmasters／

headmistressesthemselves､ThegovemmenthasestablishedtheNationalCollegeof

SchoolLeadershipbecauseitbelievesthatheadteachersandseniormanagershavea

profbundinfluenceofperfbrmanceinschools,Allwhowishtobecomeheadteachers

inthemaintainedsectormustundertaketrainingleadingtotheNationalProfessional

QualificationfbrHeadship(NPQH).Similarlyalltheheadswhowishtobemembers

ofHMCmustattendatleastthetwocourseswhichdealwiththebasicsofthejob､In

practicemanyalsotaketheNPQHoramastersdegreeineducationalmanagement・

ＨＭＣｄｅａｌｓｗｉｔｈｓｕｃｈｉｓｓｕｅｓａｓ“creatingtherightclimateinyourschool",giving

goodleadership,buildingagoodmanagementteam,effectivedelegation,regular

monitoring,goodcommunications,promotingprofessionaldevelopmentandhigh

expectationsHeadmastersandheadmistressesareofcourseexpectedtogivealead

onalleducationalandacademicissuesaffectingschools・Ｔｈｅｙmustalsodirectthose

responsiblefbrthepastoralside,especiallyboardinghousemasters､Ｓｏｍｅｓｐｅｎｄａｓ

ｍｕｃｈａｓ４０％oftheirworkingtimeonmarketingtheschoolandrecruitingpupils、

Headsreporttogovernors,whoarefinallyresponsiblefOrwellbeingoftheschool．

９１



日英教育研究フォーラムNo.８

Theyappointtheheadandtakeacloseinterestinthefinancialmanagement､Heads

havebursarstohelpthembuttheymustunderstandthefinancesandtheyneed

traininginthisrole,ThebudgetsofsomeHMCschoolsexceedf20million(４billion

yen)ｅａｃｈyear､Theyareoverallresponsiblefbrmanagingover200teachingand

supportstafrSuddenly,theywillbeunderpressuresoftime,whichwillbebeyond

anything,theyhaveexperiencedbefbreandyettheyhavetofindthetimetoprovide
thevisionfbrtheirschool．

Thejobofaheadmasterintheprivatesectorissignificantlydifferentfiromthatofa

headteacherinthepublicsector､Thelattermayhavelittlecontroloverthefimding

ofhisschool,whichcomesalmostentirelyfromgovernment,thefbrmerisentirely

responsiblefbrraisingthroughfees(94％ofthetotalincome)thefundsneededto

runtheschool､Whiletheinfluenceoflocaleducationauthorityontherunningof

maintainedschoolshasdeclinedsignificantly,theheadteacherisstillnotafree

agent､TheheadofanindependentschoolhasthefreedomandthefUllresponsibility、

Aftertheprofessionaldevelopmentrevolutiontｈｅａｉｍｎｏｗｉｓｔｏｐｒｏｖｉｄｅａｌｌｔｈｅ

ｔｒａｉｎingandsupportneededtoproducehighqualityleadershipandmanagement

inourschools・IntheUKwehavemuchtoleamfromthewayschoolsaremanaged

inothercouｎｔｒｉｅｓａｎｄｗｅａｒｅｃｏｍｍｉｔｔｅｄｔｏｇａｉｎｕnderstandingofbestpracticein

countrieslikeJapantoimproveourownperfOrmance

DfEECj1℃ular(4/98):StandardsfbrtheAwardofQualifiedTeacherStatus

TeacherTrainingAgency(July2001)Re9ui1℃memSibrIhePmvisjonoflnjIjameacher71ramjng

TeacherTrainingAgency(1999):PrEpa花fbrHeadshjp:InfbmTa[ionlbrmjne応

TeacherTrainingAgency(1998):LeadeI苫hipPmgmmmejbrSerWngHead71eacheI蚕

DfEE(0008/2000):Pmjl9ssionalDeveIOpment:sUpportjbrIeachjngandleaming

DfES(0071/200｝:Leamingandteachingas”tegyjbrpmji9ssjonajdevelOpment

NationalCollegefbrSchoolLeadership(2001):Leade応hipDevelOpmenrRamewoIk

DfES(March2000):ThrEsholdAssessment

OFSTEDJoanFreeman(1998):EducaUngtheVeIyAble

HayMcBerOune2000)Resea1℃hjnto71eacherElYもＣｕveness

lndependemSchoolsCouncil(2003):GoodNejghbou応:ISCSchoolsandthejrLocalCommunj[jes

lndpendentSchoolsCouncil(2001):ISCS℃hooIs:〔he砲c〔s､〔helSsues
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翻訳

連合王国（UK）における専門'性開発革命

ヴィヴィァン・アンソニー

どの政府も教育改善のための基準を求め、連合王国でもここ３０年、基準を設ける

ことは政府の政策の特色でした。一連の政府がナショナル・カリキュラム、より多く

の外部評価、学校の達成度についてのリーグ・テーブル、付加価値の測定、学校の査

察、パーフォーマンス･マネージメント、そしてより多くの訓練を導入してきました。

ブレアー首相が率いる党は、選挙戦を“教育、教育、教育”のスローガンで戦い、教

育改善の方法は専門性開発の改善にあると見ました。過去１０年間に学校で提供され

ている訓練に革命が起こったと言っても大げさではないでしょう。学校は少なくとも

一年に５日はインサービス訓練（INSET）に割かなくてはなりません。政府がこの目

的に当てた補助金は著しく増加し､私立のセクターについても同様です。われわれは、

学校が給与に当てている予算の２％を訓練の目的に当てるよう勧めています。しかし

ながら、本セミナーのテーマである公私のパートナーシップの文脈で申しますと、政

府はもっとこの領域で私学に援助しても良いだろうと考えます。私学に子供を通わす

両親たちは公立学校に子供を通わす親と同じ税金を支払っているのですから。公私双

方の教師が訓練について一緒に活動できるよう、よりアクセスしやすいようにすべき

です。同様に、私学の領域は、教員の採用と質の改善に向けて政府に協力的な役割を

果たさなければなりません。他の国にでも見られるように、質の高い教員が著しく不

足しています。とりわけ、一定の科目で不足が顕著です。失業率は連合王国ではかな

り低いのですが、そのことは教員を採用することをより困難にしています。多くの教

員が海外から採用されています。

教員の専門性を高めるためのイニシアチブは政府の最重要事項に挙がりつつありま

す。地方教育当局が維持する学校では大学卒業資格そして／または教員資格無しに働

ヴイヴイアン・アンソニー（VivianAnthony）前全国校長会事務局長
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くことはできません。大学卒業直後の教員の養成制度全体が変わりつつあります。理

論が少なくなり、教室における実践により多く基づくようになりました。（私がケン

ブリッジ大学で大学院のコースを受講していたころは、教室での教育方法を学ぶのと

同じくらいに多くの時間を社会心理や動物心理の学習に割いていました｡）成功する

教師の資質について調査結果が出ています。政府の補助金を得て、マックバー（Hay

McBer）の研究グループは、この目的で長時間授業を観察したり生徒や教師の話を聞

いたりしました。

新任教師として仕事を始める前に、彼らは自らの担当科目に関する十分な理解と知

識を披露できなければなりません。英語、数学、理科についての基礎テストに合格し

ていなければなりません。養成が行われるのが大学であろうがカレッジであろうが、

学校であろうが、適切な教育計画を単にひとつの授業のためだけでなく、シラバス全

体のために計画を立てる力があることを評価者に示さなくてはなりません。このこと

は、彼らの科目に関する知識を専門的トピックに応用し、教育目標や内容を設定し、

どうすればそれらが最も効果的に教えられるかを決定する力を要します。彼らは、ど

のような教育方法が最も適切か、そして障害を持つ子から極めて高い能力を持つ子ま

で、多様な能力の生徒の興味を刺激し、維持する授業をどのようにデザインすればよ

いのか知っていなければなりません。教員候補生は生徒の学習の評価やその結果に照

らして彼らの教育をどのように修正していくか、最善の方法を学ばなければなりませ

ん。教宰迩営はおそらく彼らが直面する最も難しいものでしょう。それは、健全な学

習を確実にするためにどうしたら目的ある学習環境を形成、維持できるかを知ること

です。学校は教師が生徒に行動と規律の高い基準を設定するよう期待しています。多

くの教師はこれが簡単なことだとは思いません。最も有能な教師は、知的好奇心を刺

激し、彼らの担当科目への情熱を伝え、生徒の情熱を喚起します。彼らは生徒の学習

を前進させるために効果的な質問を発し、生徒の反応を注意深く聞きます。マックバ

ーたちはそれらすべてが適切な教室環境を創造することにつながってくることを見出

しました。

生徒の進歩を効果的な評価を通してモニターしていくことにかなりの力が入れられ

ています。教師たちは学習目的がどれくらいうまく達成されたかどうかを知らなけれ

ばなりません。しかし、教師たちにはいつも時間がありません。教員組合は教師の労

働時間を制限するように政府と再び交渉をしています。時間のプレッシャーは、確か
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に評価の仕事の質を悪くする場合があります。独立学校の査察は、教師による成績つ

けの質が重要であることを確認しました。教員は生徒の学習を簡単に採点したり成績

をつけたりします。しかし、それだけでは十分ではありません。採点することによっ

て生徒の長所、短所がわかり、どのように改善したらよいのかについてアドバイスを

与え、今後の学習計画を知らせ、生徒がその力を最大限発揮しているかどうかを確認

するものでなければなりません。学習達成度が不十分な生徒に対しては、どのように

すればいいのかその戦略が立てられなければなりません。評価結果は記録されなけれ

ばなりません。このために複雑なデータ・ベースをつくり始めている学校もあります。

生徒の学習状況は学校内のみでなく、親にも伝えられなければなりません。教員候補

生はこれらの仕事を行うのに最も効果的な技術を学ばなければなりません。最初の養

成期間の終わりに、うまく課題を達成した教員候補生には大学院教育資証書（PGCE）

またはそれに等しい資格が与えられます。さらに彼らは「キャリア・エントリー・プ

ロファイル（CareerEntlyProfile)」を最初の就職先に提出します。このプロファイ

ルには養成期間中に認識された彼らの長所や短所が記録され、有資格の教員としての

地位が確実になるまでの養成期間に彼らが引き続き受けなければならない訓練内容を

知らせることになります。

教師は公・私どちらかのセクターで訓練を受けることができます。もっともすべて

の訓練機関が独立セクターに対して好意的なわけではありませんが。伝統的には教員

養成は大学かカレッジの教育学部で行われました。しかし、政府は養成のルートをか

なり多様にしました。独立学校は大学卒業生を教員養成の訓練無しで直接採用するこ

とができるようになりました。ただし、そのような教員は最初の２年間仕事をしな

がら訓練を受けることが奨励されています。この現場教育は給与を受けながらできる

ので､年齢が高い新任教師の間で人気があります。全国校長会に属している学校では、

教育実習の機会を提供することによって､教員養成に積極的な役割を果たしています。

独立学校における実習の利点は、訓練を受けている候補生は教科を教える技術に専念

し、いくつかの地方教育当局の維持する学校で問題になりがちな規律や教室運営にあ

まり心を配らなくてよいことです。地方教育当局の維持する学校と協力して、独立学

校は学校を基盤とした教員養成制度（SchoolCentredlnitialTeacherTraining）を立

ち上げました。この制度では多くの訓練が学校現場で教師の手伝いをしながら行われ

ました。徐々に大学は教員養成から手を引き、教育研究や大学院教育に専念するよう

になっています。
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継続的専門性開発革命の結果、初めて教職につく人たちへのケアがより多くなされ

るようになりました。私が教師を始めた頃は、いくつかの異なる科目の授業予定が渡

され、どの科目領域の長も私の専門性の開発に対する責任を引き受けてくれませんで

した。私はほったらかしにされ、泳ぐか、さもなくば溺れるかといった状況でした。

今日、大学院卒業資格を取得したばかりの新任教師にはメンターがつき、少なめの授

業時間で一年教えます。そして自分が訓練を受けていない仕事をさせられることはあ

りません。この一年の間に彼らはさらに別の基準で評価されます。より多くの教師が

応募してくれば、その評価はより厳しくなるでしょう。新任教師にはより経験をつん

だ教師の授業を見学する機会が与えられ、それも自分が担当する科目以外の授業も見

学できます。メンターは新任教師の授業を観察する訓練を受けていて、かれらの進歩

について定期的にミーティングをもちます。改善の目標が設定され、その目標が達成

されていない場合、新しい教師たちにはさらにサポートが提供されます。新たに資格

を得た教員で、研修がうまくいなかった場合は、教員の資格を失うことになります。

教員研修委員会（TeacherlnductionPanels）の専門官が学校を訪問し、新任の教師

たちが十分なサポートを提供されていることを確認します。

教育界は産業やビジネス、軍隊などにおける訓練から多くを学びました。これらの

領域ではパーフオーマンスの定期的なレビューや目的を設定したりパーフオーマンス

を改善する手段をサポートする必要性が明らかに理解されています。被雇用者達は定

期的に訓練コースに送られます。過去３年間、私たちは独立学校における専門性開

発の計画を立ててきました。この訓練の必要性はいくつかの方法で確認されています。

自己評価と自己動機づけによって多くがなされています。教師たちは教室における経

験や課外活動における経験を通して自らの長所や短所を認識するようになってきまし

た。彼らはまた、生活指導面でも経験から学びます。生活指導は大切な仕事で、寄宿

制の学校ではとりわけ重要です。親は子どもによい生活指導を望みます。メンターや

課の長は、同僚が教えているのを観察し、その結果について議論してきました。生徒

に授業の効果についてコメントさせる先生もいます。ほとんどの独立学校は正規の評

価システムを持っています。そしてこれは、公立学校ではパーフォーマンスの管理と

それに基づく給与システムとして普通のことです。自分のラインの長(line-manager）

と話し合い、次の年の改善目標が合意されます。学校は彼らがこの目標を達成するの

にどのような援助ができるかを示すのですが、それには何らかの訓練が含まれていが
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ちです。教師たちはより高い学位（degree）か職業資格をとるよう奨励されます。し

かし、ほとんどの訓練は学校か（INSET)、全国校長会（HMC）か、全国女子校協会

で提供されます。これらはすべてで７０以上のコースを提供しています。コースは学

習指導、生活指導、実践指導、そして学校運営など、この職におけるすべての役割を

カバーしています。コースを表にして添付しました。他のコースは、外部試験委員会

(examinationboards）や民間によって提供されます。

より大きな力点が教科の長の役割に置かれています。私が校長だった頃にはテキス

トや他の教材を注文する以外には教科長には大して仕事は無かったように思います。

今日、これらの中間管理職はもっと多くの責任を負っていますし、かれらの課全体の

パーフォーマンスに対してより大きなアカウンタビリティの責任を負っています。か

つて、教科の長は自分自身を同僚の中で首位にいるもの(p"musinterpares）とし

て認識し、自分の学科の教師たちについて責任を負うものとは思いませんでした。い

まや彼らはリーダーシップを発揮することが期待されているし、新任教師や若い教師

のメンターとしてかかわり、パーフオーマンスがはかばかしくない比較的年をとった

教師を援助することが期待されています。彼らは評価プロセス、教師のパーフオーマ

ンスに関する証拠収集、上級管理職への改善策の報告、教員のための目標と適切な訓

練への同意などにおいて重要な役割を果たしています。証拠は授業の観察、生徒のワ

ークブック、採点や成績評価、外部試験結果、同僚の意見、親そして生徒たちなどか

ら集められます。最も重要な基準は生徒の進歩です。他の中間管理職は、生活指導や

課外活動への教師の貢献を評価します。これらの過程が連合王国における公私の教育

における新しい専門職（professionalism）の文化に寄与しています。その上、多くの

教師が独立学校の査察に関わることはすばらしい専門性開発の機会を提供します。

公私共に、学校は現在、少なくとも６年に一度査察を受けています。公立学校は

教育水準局（OFSTED：OfficefbrStandardsinEducation）によって，そしてほとん

どの独立学校は、独立学校視学官（ISI:IndependentSchoolslnspectorate）によって

査察されています。視学官は教室に入り、生徒の達成度や進歩、彼らの学習の質や行

動、そして教育指導の質を確認します。これらはすべて相互に関連しています。英国

の学校では教育の質は様々です。そして、もちろんこれが生徒の進歩を規定する最も

重要な要素のひとつです。多くの地方教育当局の維持する学校における問題は、生徒

があまりに無関心で、態度がとても悪いため、生徒の効果的な学習や、良いスタンダ
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－ドを達成するのを助けることが困難、または不可能であるとさえ教師が感じること

です。いくつかの学校では、この問題は深刻で、特別な手段が講じられ、何人かの校

長と教員が代えられました。

賎面の問題は、独立学校ではほとんどありませんし、多くの良い公立学校でもあり

ません。しかし、それでもクラス運営を困難に思う先生たちはいつも居るものです。

逆の問題がある程度出てきています。教師があまりに献身的で生徒があまりに従順な

ため、生徒が先生を頼りすぎるようになることです。そのような状況では自律的な学

習が欠如しがちで、手取り足取りの学習になりがちです。教授と学習の質を改善する

訓練は大きくなりつつある領域です。力点は教育方法を多様化することに置かれてい

ます。あまりにも多くのレッスンが教師に支配されていて、生徒は授業の時間中受身

的に座っているだけです。教師たちは生徒に参加し、自ら調べ、質問し、少人数で議

論することを励ますよう期待されています。多様な生徒の多様なニーズに気づくよう

に励まされます。視聴覚教材、とりわけ情報機器（ICT）をもつと使用できるでしょ

う。この点において我々は、日本の学校よりおそらく遅れているのではないでしょう

か。英国の教員達はゆっくりと基礎的な手段の使用法を学んできましたが、いまや情

報機器を授業に使用することに関しては著しい進歩をみせています。パワー･ポイン

トや高機能ホワイト・ボードの使用は、教授を活気づけ、より良い実践を行う努力が

行われています。生徒は調べ学習にインターネットをうまく利用しています。

連合王国ではほとんどの教員が自分の仕事を的確にこなすには時間が足りないと言

うでしょう。これはどの国においてもおそらく同じだと思います。毎回の授業を丁寧

に準備しなければならないことはわかっていますが、現実には何年も前から変わらな

い授業ノートに頼っています。そのため、授業には構造（structure）が欠けてしま

います。教師達は生徒のパーフォーマンスの良い点､悪い点を注意深く評価､確認し、

この分析に基づいてその後の授業を修正できるように適切な評価方法を採用するべ

きです。どのような能力レベルであれ、教室で生徒達の良い部分を最大限引き出せる

ような方法を用いるべきです。これらの「差異化」（differentiation）活動には注意深

い計画と実践が必要となります。危険なのは最も優秀な生徒のニーズに十分答えられ

ず、生徒が授業を退屈だと感じてしまうことです。ほとんどの学校が学習障害をもつ

生徒達を支援する専門家を置いています。教室でアシスタントが彼らを支援し、教師

達はこれらの生徒達がクラスの他の生徒達についていけるよう工夫します。デイスレ

９９



日英教育研究フォーラムNo.８

クシア（読書障害）の生徒の援助にはかなりの効果をあげています。教師は教室で行

われた学習を強化するだけでなく、１人で学習ができるように宿題を与えるよう奨励

されています。生徒の進歩をどのように加速化していけばいよいか、多くの学習理論

が構築されつつあります。マックバー(HayMcBer)の研究は､適切な「教室の雰囲気」

を形成することが進歩を高める最も重要な要因であることを示しています。

専門性開発に関しては非常に多くの内容があります。ここではそのいくつかについ

てのみ触れたいと思います。有名なパブリック・スクール（パブリックと言っても独

立学校ですが）は、伝統的な英国のパターンに従っている学校を除いては、世界のど

の学校よりも幅広い教育を何世紀もかけて開発してきました。アカデミックな期待は

高く、イートン、ハロー、ウィンチェスター、セント・ポールといった学校ではとり

わけ高い上に、生徒達は幅広い課外活動に参加するよう期待されています。寄宿制の

学校がこのような実践の先駆となるのですが､いまでは多くの良い学校でも同じです。

教師達は肉体的、文化的、精神的、道徳的そして社会的に生徒を鍛えることを目指し

たこれらの活動を運営していくために多くの時間を割くことができます。１９世紀の

学校は、大英帝国を動かしていく人材を育てていると信じていました。そして、今も

リーダーシップ養成に力点をおく教育は残っています。従って、自分が担当する教科

が好きで教師になった教師も、幅広い仕事をこなさなければなりません。そして、こ

れはとくに生活指導について言えます。親たちは学校が良い生活指導をし、生徒の人

格形成をサポートしてくれることを期待しています。明らかに教員達にはこれらの役

割に対する訓練が必要です。訓練のいくつかは学校で行われますが同じような仕事を

している教員達に出会うようなコースもメリットがあります。スポーツは全国校長会

に所属している学校における教育の重要な部分です。スポーツ活動を指導する人たち

には訓練のコースが提供されます。スポーツの指導にかかわっている人たちにとって

難しくなってきている問題は、学校における安全と健康に関する厳しい法律ができた

ことです。どの活動でも教師達はその活動に起こりうる危険を予測する能力を持たね

ばならず､もし事故が起これば起訴されることもあります。生徒達が山登りをしたり、

川や海に行くという、戸外活動をするときに問題が顕著になります。

政府は寄宿学校で学ぶ生徒を守る法律もつくりました。寄宿学校が守るべき５２の

スタンダードが定められました。チューターやハウスマスターとして働く際、ハウス

の運営は主たる責任であり、それにはかなりの訓練が必要です。彼は、親が対処する
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ような、ありとあらゆる問題に対処できなければなりません。彼らは生徒の調和のと

れた発達に責任があります。また、教師は彼らの活動に関連する法律を知っていなけ

ればなりません。いじめ、薬物乱用、異性交遊などの問題に対処するための多くのコ

ースが提供されています。ほとんどの学校が人格形成・社会性・健康教育プログラム

(PSHE）を提供しています。

アカデミックな面にもどりまして、付加価値分析が生徒の進歩や教師のパーフオー

マンスの指標として多くの関心を集めています。この分析において不可欠な要件は、

よいベースラインテストと一般テストの結果です。たとえば、全国校長会に所属して

いる学校ではすべての生徒が上級学校に入学する年齢に従って、１１歳か１３歳にテ

ストを受けます。語学、数学、非言語的な能力といった適‘性や能力に関するテストは

全国的に標準化されています。従って、学校は入学してくる生徒の能力に関して他の

学校と比較することができます。これを基礎にして、生徒が１６歳で受ける外部テス

トでどの程度の成績を修めるかを予測することができます。期待したよりも良い成績

を修める子もいれば、予測より悪い生徒もいます。もし生徒が常に予想より良い結果

を出せば、それは教師、教科、学校の教育力を示すものであり、名誉です。この分析

でコースの途中に達成度の良くない生徒を特定することもでき、救済手段をとること

ができます。生徒の育成に責任のある人々が適切なガイダンスとサポートを提供する

ことができるよう、多くの学校ですべての成績と評価が記録されているデータベース

を作りつつあります。

われわれがかなり深く関与している最後の領域は、リーダーシップと経営です。今

日、潜在的なリーダー達は彼らのキャリアーの初期段階で見出されます。国は彼らを

｢速走者（ファスト・トラッカーズ)」と呼びます。リーダーシップは中間管理層から

校長まで運営のすべてのレベルで育成されます。政府は全国スクール・リーダーシッ

プ・カレッジ（NationalCollegeofSchoolLeadership）を設立しました。なぜなら校

長と上級管理職が学校のパーフオーマンスに深い影響力をもっていると政府は信じる

からです。公立のセクターで、校長になりたいと思っている人は全員、全国校長専門

資格（theNationalProfessionalQualificationfbrHeadship--NPQH）の取得につなが

る訓練を受けなければなりません。同様に全国校長会の会員になりたいと思う校長は

全員、仕事の基礎を教えるコースを少なくとも２つ取らなければなりません。現実に

は全国校長専門資格（NPQH）か教育経営学修士を持っています。全国校長会は「学
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校によい雰囲気を創る」とか良いリーダーシップの発揮、良い経営チームを創る、効

果的な権限委譲、定期的なモニターリング、良いコミュニケーション、専門性の向上、

高い期待などの問題を扱っています。もちろん校長達は学校に影響を与えるすべての

教育的、アカデミックな問題に関してリーダーシップをとらなくてはなりません。彼

らはまた、生活指導に責任のある教師達を指導しなければなりません。とりわけ寄宿

制の学校におけるハウスマスターの指導は重要です。仕事の時間の４０％もの時間を

学校の市場調査をしたり、生徒のリクルートに割いている校長もいます。校長は理事

会に報告書を提出します。理事会は学校の福利に最終的責任を負っています。理事会

は校長を指名し、学校の財政運営にしっかりと関心を示します。校長は会計担当を持

っていますが、校長自身財政を理解していなければならないし、この役割においても

訓練が必要です。全国校長会に所属するいくつかの学校の予算は毎年、２０００万ポン

ド（４０億円）を越えます。全体として２００人以上の教員と非教育職員のマネージメ

ントに責任があります。彼らは今まで経験したことのないような時間のプレシャーに

直面しますが、それでも自分達の学校にビジョンを提供する時間を見出さねばならな

いのです。ですから適切な専門職開発は不可欠です。

私立セクターの校長職と公立セクターの校長職とは著しく異なっています。後者は

政府から与えられる学校の教育費についてほとんどコントロールする権限を与えられ

ていません。前者は学校を運営する教育費のすべてを授業料から賄わなければなりま

せん。（授業料は全収入の９４％を占めます｡）公立学校に対する地方教育当局の影響

は著しく弱まったとはいえ、校長はやはり自由ではありません。一方、独立学校の校

長は自由ですべての責任を負っています。専門性開発革命の後、目的はいまや我々の

学校に質の高いリーダーシップとマネージメントを形成するのに必要な訓練とサポー

トを提供することにあります。

このセミナーにお招きいただきましてありがとうございます。日本からの諸先生方

が私どもの全国校長会（HMC）の本部をご訪問下さいました折には、私は事務局長

をしておりましたが、有意義な時間を過ごさせていただきました。今回の私の話が連

合王国における教育状況についての皆様のご理解を増すものになればと思います。私

達の方は、わが国のパーフォーマンスを改善するために他の国における学校運営から

学ぶことが多々ありますし、日本のような国々における最善の実践についてより多く

の理解を得たいと思います 。 （ 翻 訳 中 島 千 恵 ）
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