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AtraditionalblessinggivenbytheChineseis，’LiveinpeacefUltimes1，ａｃｕｒｓｅ

，Liveinchangingtimes.’TeachersandteachereducatorsinEnglandandWalesl

wouldseemtohaveｂｅｅｎｃｕｒｓｅｄｂｙｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅ，ｆＯｒｏｖｅｒｔｈｅｌａｓｔｄｅｃａｄｅｏｒｓｏ

ｔｈｅｒｅｈasbeenonechangeafteranotherintroducedtothefieldofeducation,with

inevitableimplicationsfbrthoseinvolvedwithteachereducation・Ｉｔｉｓａｌｍｏｓｔａｓ

ｉｆｔｈｅｆｕｔｕｒｅｈａｓａｒｒｉvedinthepresent,ｆｂｒｔｈｅｃｈａｎｇｅｓａｒｅｓｏｒａｄｉｃａｌｔｈａｔｔhey

havequitealteredthewayinwhichteachereducationisofferedinEnglandand

Walesandofferatleastonepossibledescriptionofhowteachereducationmight

developinthefUture・Ｉｎｆａｃｔｔｈｅｓｅｃｈａｎｇｅｓｔｏｔｈｅｗａｙｉｎｗｈichteachersare

preparedfbrtheirprofessionhavenowbeguntoattractattentionfromanumber

ofothergovernmentswhowishtoseethefUtureinthepresent(seeChadbourne

l993,ｐ､1),thoughwhethertheyfullyunderstandtheirimplicationsisanother

matter・Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｈｅｌｐｇａｉｎｓｏｍｅｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｆｓｕｃｈｒａｄｉｃａｌｃｈａｎｇｅｔｈｉｓ

ｐａｐerwillfirsttracethedevelopmentｓｔｈａｔｈａｖｅｏＣｃｕｒｒｅｄｉｎｉｎｉｔｉａｌｔｅａｃher

educationinEnglandandWales・Havingidentifiedthet，aｉｆＵｎｇｏｆｃｈａｎｇｅｔｈｅ

７



paperwillthenexaminewhathasresultedandalsothenewdevelopmentsthat

arepromisedinthenearfUture,concludingthatsuchchangesarenotworthyfOr

export．

1848-1969:FROMUNDER-QUALIFIEDTOQUALIFIED

PROFESSIONALS

Ｕｐｕｎｔｉｌｌ８４８ｔｈｅｒｅｗａｓｌｉｔｔｌｅｏｒｎｏｆOrmalteachereducationinBritain・Infact

attheelementaryschoolstheolderpupilsthemselvesactedasteachers・Ａｖｅｒｙ

ｓｍａｌｌｎｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｓｅ，pupil-teachers，movedontoreligiouscollegestostudy

fOrateacher'ｓcertificate,aqualificationthatwasintroduｃｅｄｉｎｌ８４８・However，

thevastmajorityofteacherssimplylearnedalmostasapprenticeshowtoteach，

ineffect，leamingonthejob，、Inl861agovernmentenquiryintothisstateof

affairs（theNewcastleCommission）concludedthatthissystemwasfailingboth

theteachersandtheirpupilsandeventuallyitwasrecommendedbythegovemment

thatuniversitiesshouldbeinvolvedwithteachereducation（seePatricketa1.,

1982)．Byl947conegesofeducationprovidedmuchofinitialteachereducation，

withuniversitydepartmentsofeducationsupervisingthequalityoftheseconege‐

basedcourses・Thissystemseemedtoworkwell,ｉｎｔｈａｔｉｔ,hadtheeffectofboth

strengtheningandbroadeningtheprofessionalandacademicaspectsoftraining，

(Gosdenl989,ｐ､2),arolethatevenHerMajesty'sInspectorate(ＨＭＩ）identified

as，significant'（DES1988a,ｐ､1)．

Thecomplexworkofeducatingtraineeteachersbeingcarriedoutbythecolleges

requiredthemtoextendtheircoursesfromtwo,ｔｏthree,tofOuryears,withthe

fOurthyearbeingintroducｅｄｉｎｌ９６３ｓｏａｓｔｏａｌｌｏｗｔｈｅｃｏｌｌｅｇｅｓｔｏｏｆｆｅｒａＢ・Ed・

qualificationtotheirstudentteachers・Ｂｙｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔhel970sitwould

havebeendifficulｔｔｏｆｉｎｄａｎｅｗｔｅａｃｈｅｒｗｈｏｗａｓｎｏｔａｌｓoagraduate・Ｔｈｅ

government，sDepartmentofEducationandScience(DES2)haverecentlypublished

statisticswhichshowthegrowthofthegraduateprofessionvelyclearly（ＤＥＳ

1991,ｐ､38)．AccordingtothesefigurestherEwasasix戸fbldincreaseinelementary

schoolteachergraduatesbetweenl972andl988(from５％ｔｏ３０％)andalmosta

doublingofsecondaryschoolteachergraduatesinthesameperiod(from３７％tｏ

６３％)．Theimportantpointtonotefromthesefiguresandthedevelopments
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outlinedaboveisthattheideathatteacherscouldinsomestrangewayacqulre

theirprofessionalknowledｇｅｓｉｍｐｌｙｂｅｗｏｒｋｉｎｇｉｎｓｃｈｏｏｌｓａｎｄｓomehowpicking

upthecomplexskillsofteachingwithoutamajorcontributionfromuniversities

andcollegeswassomethingthatbelongedinthedimanddistantVictorianpast．

1970-1991:ＴＨＥＲＩＳＩＮＧＳＴＯＲＭ

Thegovernmentbegantoturnitsattentiontoinitialteachereducationinl970

withthepubliCationoftheJamesReport（ＤＥＳ1972)．Onlyoneofthereport's

recommendations,theintroductionofaninductionprogrammefOrnewteachers

intheirprobationaryyear,wasimplemented,ｂｕｔｗｉｔｈｈｉｎｄｓｉｇｈｔｉｔｃａｎｂｅｓｅｅｎ

ａｓｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｔｈａｔａｌａｔｅｔｗｅｎｔｉｅｔｈｃenturyBritishgovernmentfeltableto

dictatepolicyandpracticetoteachereducators・TherefOllowedawholefOrestof

reportsfromtheDESandHMI・Inthemainthesewereverycomplimentaryabout

thewayinwhichinitialteachereducationwasbeingorganised,withonereport

fOrexamplepointingoutthatschoolswereonlydissatisfiedwithamere４％of

newteachers(DES1988b,ｐ､59)．However,itwasasaresultofthesereports（in

particularthereportwhichexaminedthenatureofinitialteachereducation-

DES1983）thatinl984thegovernmentcreatedａｎｅｗｂｏｄｙ,theCouncilfbrthe

AccreditationofTeaCherEducation(CATE),whoserolewastoapprovecoursesof

teachereducation．

Fortheunwersitiesinparticularthiswasadoubleshock・Firsttheautonomyof

universityeducationdepartmentswasclearlythreatened・Previously，likeany

departmentinaBritishuniversity,educationdepartmentshadbeenmastersof

theirowndestiny・Theyhadthefreedomtocreatecourse，Validatecoursesin

otherinstitutionsandkeepoutsiders，suchasthegovernment，ａｔａｒｍｏｓｌｅｎｇｔｈ・

Ｎｏｗ,however,iftheycontinuedinthiswayandrefusedtoallowCArEtoinspect

theirinitialteachereducationcoursesthenthecourseswouldnotbeapproveｄ

ａｎｄｓｏｓｔｕｄｅｎｔｓｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅａＣｃｅｐｔedasqualifiedteachers・Inevitablythe

courseswouldnotbeabletorecruitstudentsandwouldclosedown．

Secondly，itgraduallybecameclearthatthegovernment，nottheuniversities，

nowControlledinitialteachereducation・Membershipoftheall-importantCATE

９



wassolelyinthehandsoftheeducationministeranditsoonbecameclearthat

professionaleducatorswoulｄｂｅｖｅｒｙｍｕｃｈｉｎｔｈｅｍｉｎｏｒｉｔｙ・Despitethevery

positivereportsonteachereducationfromthegovernment'sownprofessional

advisors（seeabove，DES1988b）ｔｈｅgovernment，inparticulartheminister

responsiblefOreducation,seemedtoviewthoseresponsiblefOrteachereducation

witha'lackoftrust,evensuspicion，(Gosdenl989,ｐ､9)．

1991-1995:ＴＨＥＳＴＯＲＭＢＲＥＡＫＳ

InJanuaryofl992thethenministerfOreducation,MrClarke,gaveaspeechat

theNorthofEnglandAnnualEducationConference・Inithisrejectionofuniversip-

basedteachereducation，eventhatsupervisedbyCATE，becameclear・Ｈｅｌａｉｄ

ｏｕｔｐｌａｎｓｔｏｈａｎｄｏｖｅｒｔｈｅｏ､e-yearsecondaryinitialteachereducationcourseto

schools3,totheextentthatatleast80％ofastudent，stimewouldbeschool-based

(fourdaysaweek)，whichwouldrequirea､considerableshiftoffunds，from

universitiesandcollegestotheschools（Clarkel992，ｐ､13)．Othertypesof

initialteachereducationcoursewouldeventuallyfOllowthisschool-basedpattern，

buttheoneyearsecondarycoursewouldhavetochangewitheffectfromSeptember

l992．

ltbecamequiteclearthatthesechangestoinitialteachereducationhadbeen

createdwithlittleornounderstandingoftheirimplications,otherthanthefact

thatuniversitiesandcollegeswouldhavetheircontactwithstudentsdrasticany

reduced・Ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｃｒｉｔｉｃｉｓｍｔｏbelevelledagainstthesechanges・

Thefirstpointedoutthattheonlyrealjustificationforimplementingsuch

radicalandrapidchangewoulｄｂｅｔｏｓｈｏｗｔｈａｔｅｘｉｓｔｉｎｇｆＯｒｍｓｏｆｉｎitialteacher

educationwereinsomesensefailingadequatelytopreparestudentsfOrthe

profession・SelfLappointedright-wingthiｎｋｔａｎｋｓｄｉｄａｔｔｅｍｐｔｔｏａｒｇｕｅｔｈｉｓ

case・Ｆｏｒexample，oneofthisgrouppresentedaseriesofassertionswhich

claimedthathighereducationcoursesofteachereducationprovide，spurlousand

questionablestudiesowith，nosolidgroundingintherealworld，（Ｏ，Ｈｅａｒ1988,

p､6),culminatingintheslurthat,byimplication,allthoseinvolvedwithteaching

suchcourseswereneo-Malxists(ibid.,ｐ､Z3).Indirectcontradiction,theminister，s

ownprofessionaladvisorshadreportedthat,ａlthoughtherewasalwaysroomfbr
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improveｍｅｎｔ，ｍｕｃｈｏｆｔｈｅｗｏｒｋｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｂｙｔｈｏｓｅconcernedwithinitial

teachereducationwasmorethansatisfactoly(ＤＥＳ1991)．Wherewastherational

justificationfOrthesechangeswhichappearedtobeturningtheclockbacktothe

l8００s？

Secondly,awholehostofpracticalproblemswereidentified（seeGilroyl992)．

Perhapsthemostimportanttoagoveｒｎｍｅｎｔｖｅｒｙａｗａｒｅｏｆｔｈｅｎｅｅｄｔｏｃｏｎｔrol

expenditurewasthefaCtthatonｔｈｅｉｒｏｗｎｆｉｇｕｒｅｓｔｈｅＣｏｓｔｏｆｓｕｃｈａｃhangewere

prohibitive・Atwo-yearschool-basedcourse（theArticledTeacherscheme）had

recentlybeenintroducedasapiｌｏｔａｎｄｉｔｓｅｅｍｅｄｔｈａｔｔｈｅｍｉｎｉｓｔｅｒｗantedall

coursestodevelopinthisway・Yetgovernmentcostingsshowedthatthiswas

impossiblewithoutconsiderableexpense・Ｔｈｅｏｆｆｉｃｉａｌｃｏｓｔｓａｔｌ９９１／９２prices

perstudentwereasfOllows(ParliamentaryAnswerl991)：

４－yearB・Ｅｄ./Ｂ､Ａ・

l-yearPGCE

Z-yearArticledTeacher

ｊｅＺ５,000

.ｅ6,000

.819,000

Thenumbersoncourseintheacademicyearl990/９１ｗｅｒｅ(ＤＥＳ1990)：

4-yearB・Ｅｄ./B､Ａ、

1-yearPGCE

2-yearArticledTeacher

1１，８３８

１１，９５６

４０３

ＯｎｔｈｅｓｅｆｉｇｕｒｅｓｔｈｅｔｏｔａｌｃｏｓｔｏｆｂｒingingboththeB・Ｅｄ・ａｎｄｔｈｅＰＧＣＥｃｏｕｒｓｅｓ

ｗｉｔｈｉｎｔｈｅＡｒｔｉcledTeacherSchemewouldbemorethande452million,anincrease

ofmorethanje80millioｎｏｖｅｒｔｈｅｌ９９０/９１initialteachereducationbudget・If

thisextramoneywerenotfbundtheninitialteachereducationwouldbeseriously

underfimdedandinfactnomorethan3E6millionwasactuallymadeavailablefOr

thetransition(THES415.6.93)．

Ｔｈｅｎtherewerethepracticalproblems・Ｈｏｗｗｏｕｌｄｍｏｒｅｔｈａｎ２４,000student

teachersbeeasilyfittedintoschoolsfOrfOurdaysperweekwithoutseriously

disruptingtheschools’ｏｗｎwork？ＡｓｕｒｖｅｙｏｆｈｅａｄｔｅａｃｈｅｒｓｉｎｓｃｈｏｏｌｓｆＯｕｎｄ

ｌｌ



thatnotoneagreedwiththeseproposals（TES531.1.92)，withanotherhead

teacherquotedassayingthatshewasdeeplyconcernedthatschool-basedinitial

teachereducationwould,degenerateintoanuncoordinatedseriesofexpenences

withinschools'（TES21.2.92)．Finally,theuniversitiesthemselveswereoｐｐｏｓｅｄ

ｔｏｔｈｅｓｃｈｅｍｅａｓｔｈｅｙｄｉｄｎｏｔｓeehowtheycouldvalidateacoursewhichwas

organisedinsuchawaythattheycouldonlyseestudentsfOratmｏｓｔｏｎｅｄａｙｐｅｒ

ｗｅｅｋ(CVCP61992)．Moreover,itseemedextraordinarilywastefUltorequirethe

universityteachereduCatorstotrainschoolteachers（CArE199Z）inorderthat

theschoolteacherscouldthendothejobthathadpreviouslybeencarriedoutby

theuniversityteachereducators．

Noneofthesecriticismswereanswered・AftertheGeneralElectionofl99Zthe

onlymajorchangeinthisareaimplementedbythenewMinsterfbreducation,Mr

Patten,wasareductionoftherequlrementfｏｒ８０％ofschool-basedworkto66％

(thatis,studentsontheone-yearPGCEcoursewouldbeinschoolsfOｒ２４ｗｅｅｋｓ

ｏｕｔｏｆ３６)．ItwasclearthatwithPatten'sprinciplethat，moneyshouldfOuow

thestudent'intoschool（Pattenl99Z,ｐ､2）universitydepartmentsofeducation

wouldbehardpressedfinancially・Ｉｎｆａｃｔｔｈｅｄｉｒｅｃｔｏｒｏｆｏｎｅｗｅｌｌｋｎｏｗn

existingschool-basedcourseofferedbySussexuniversityeXplainedthatitwas

likelythatfOrfinancialreasonsthecoursewouldhavetodosedown(TES3.7.92)．

Thisbecameevenmoreofanissuewhenheadteacherswerereportedasrequiring

universitiestopaydE2,O00fOreachofthestudentstobelocatedintheirschools，

althoughitwaswellknownthatwithｔｈｅｂｅｓｔｗｉｌｌｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｆｅｗｕｎｉｖｅｒsities

couldaffordtopaymorethande600perstudent，ａｎｄｅｖｅｎｔｈｅｎｔhiswould

requiresignificantcutsintheirstaffing(TES18.12.92)．

OneyearlaterMrPattenannouncedtｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｈｅｗａｓｇｏｉｎｇｔｏｒｅｓｏｌｖｅｔｈｅ

ｆＵｎｄｉｎｇｉｓｓｕｅ・HewouldcreateanewTeacherTrainingAgency，whichwould

replaceCATE・Ｉｔｗｏｕｌｄｄｒａｗｉｔｓｆｕｎｄｓｆｒｏｍｍｏｎｅｙｔｈathadpreviouslybeen

allocateddirectlytotheumversities0fundingbody・Itwasoriginauyproposed

thatnotonlywouldthisnewAgencyberesponsiblefOrinitialteachereducation，

itwouldalsocontrolresearchhigherdegreesineducationandresearchin

education・Inthiswaythegovemment,throughtheAgency,wouldcontrolvirtually

allaspectsofteachereducation，especiallyastheAgencywouldberesponsible
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fOrinspectingteachereducationcoursesthroughabodythatwasresponsiblefOr

schoolinspections,theOfficefOrStandardsinEducatiｏｎ(OFSTED)．

Thecriticismoftheseproposalswasvirtuallyunanimous，ｗｉｔｈｔｈｅｐｏｗｅｒｆｕｌ

ＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆＶｉce-chancellorsandPrincipalsthreateningtowithdrawfrominitial

teachereduCationandpointingoutthatthesechangeswerea’seriousthreatto

qualityandwouldleadtoanincreaseinpoliticalcontrol'，aswellasdamaging

theindependenceandqualityofeducationalresearch（TES5.11.93)．Justas

significantwasthepublicaｔｉｏｎｏｆａｒｅｓｐｏｎｓｅｂｙｔｈｅｒｅｔｉｒｉｎｇｃｈａｉｒｏｆＣＡＴＥ，

ProfessorTaylor・Hearguedthattherewerethreeprinciplesthatanychangein

teachereducationshouldbemeasuredagainst，ｎａｍｅｌｙ，ascomparedtowhat

alreadyexists，ｗｉｌｌｔｈｅｎｅｗｓｙｓｔｅｍ：

attractgoodcandidates？

producebettereducatedandmorecompetentteachers？

provideasoundbasisfOrcontinuedprofessionaldevelopment？
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Heconcludedthatthenewproposalsfailed'onallthreecounts'(THEＳ22.10.93)．

1995-1998:ＡＰＯＣＡＬＹＰＳＥＮＯＷ

Ｗｈａｔｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｓｅｍovestowardsschool-basedandgovernment

controlledinitialteachereducation？Tobeginwithitisquiteclearthatgovernment

targetsfOrrecruitingteacherswillnotbemet・Althoughthismightwellhave

beenaproblemthattheearliersystemwoulｄｈａｖｅｈａｄｔｏｆａｃｅｔheuncertainty

thatresultedintherapidchangefromonesystemtoanotherisunlikelytohave

helpedthissituation・Ｆｏｒexample,ｉｎｌ９９３ｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅｎｔｈａｄａｎｎｏｕｎｃｅｄthat

itwishedtoincreasescienceteachernumbersby415，ｂｕｔｏｎｌｙ５２ｐｌａｃｅｓｗｅｒｅ

ｏｎｏｆｆｅｒｉｎｌ９９３．Mathematicsteachernumbersweresｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅｉｎｃｒｅａｓｅｄｔｏ

ＺＺＯ,ｂｕｔｏｎｌｙｌｌＯｐｌａｃｅｓｗｅｒｅｏｎｏｆｆｅｒ・Twouniversitiesintendedtoclosetheir

fOur-yearB・Ｅｄ・coursesandanotherwouldnolongertrainteachersofRussian，

Spanishandltalian（Independent2.12.93)．Mostrecentlyithasbeenreported

thatrecruitmenttoshortagesubjectscontinuestobeaproblem,ｗｉｔｈｌ８ｏｕｔｏｆ

５７universitiesbeingunabletorecruｉｔｔｏｔｈｅｉｒｔａｒｇｅｔｎｕｍｂｅｒｓｉｎｍａｔｈｅｍatics，
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Z1inModernLanguages，１５ｉｎＳｃｉｅｎｃｅａｎｄｍｏｒｅｔｈａｎ５０ｏｎｔｈｅＢ・Ed．（TES

ZO､1.95)．InJuneofl998GreenwichUniversitydecidedtocuteightofits

teachereducationcoursesbecause，ofproblemsfindingsuitableplacementsin

schools',amovethatwasreportedaspossiblyｂｅｍｇ'thestartofthelong-thIEatened

pull-outbyvice-chancellorsofrominitialteachereducation（TES5.6.98)．Itis

nowacceptedbythenewLabourgovernmentthatteacherrecruitmentisamajor

problemthatitwillhavesomehowtoaddress,ｗｉｔｈａｔｌｅａｓｔ５,O00fewergraduates

applyingfOrsecondaryteachertrainingcoursesthisyearandclasssizesrising

inexorably(TES29.5.98)．

Itmaywenbethattherearereasonsotherthanthenewsystemofschool-based

trainingtoaccountfbrthesedramaticshortages・However,eveniftherewere,a

recentsurveyhasrevealedthatteacherswereunderstandablyconcemedtｈａｔｔｏｏ

ｍｕｃｈｏｆｔｈｅｉｒｔｉｍｅｗａｓｂｅｉｎｇｓpentawayfromtheirschoolchildrenwhilethey

workedwiththeschool-basedstudentteachers，ｓｏｍｕｃｈｓｏｔｈａｔ，ｉｔｉｓ…possible

thatqualityoftrainingwillbedilutedbecauseofpressuresofworkloadand

resources，(TES7.7.95)．Theresultisthewithdrawalofschoolsfrompartnerships

withtheiruniversities，ｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄｓｔｈａｔ，thedifficultbusinessoftraining

newteachersisdetractingfromtheschools'mainpurposeofteachingchildren，

(TES19.5.95),thoughitremainstobeshownwhetherornotmoreschoolsare

withdrawingfrompartnershipsthanareremainingwithorjoiningthemafresh・

Howeverthefluidityofpartnershipprovisionisamajorproblemandadirect

resultofthenewarrangementswhichisnothelpedbyitschronicunderfUnding

(seeGilroy，Price，StonesandThorntonl994，ｐ､293)．Thenewsystemhas

createdaridiculｏｕｓｓｉｔｕａｔｉｏｎｔｈａｔｅｖｅｎｉｆｓｔｕｄｅｎｔｓｄｏａｐｐｌｙｔｏｃｏｕｒｓｅｓｔｈｅｙ

ｍｉｇｈｔｎotbeacceptedbecausetherecouldbenoschoolsinwhichtoplacethem

fbrtheschool-basedelementoftheirtraining・Worse,therecouldbeasituation

whereastudentisaccepted，ｂｕｔｔｈｅｓｃｈｏｏｌｔｈｅｙｗouldhavebeenplacedin

withdrawsfromthepartnership,leavingthestudentwithnoschoolinwhichto

carryouttheirschool-basedworkandsofbrcingtheuniversiｔｙｔｏｗｉｔｈｄｒａｗ

ｔｈｅｉｒｏｆｆｅｒｔｏｔｈｅstudent．

Infactanotherphenomenonhasaddedtothecomplexitiesofrunningpartnership

systems・WhenOFSTEDinspectsaneducationdeｐａｒｔｍｅｎｔｉｔａｌｓｏｉｎｓｐｅｃｔｓｔｈｅ
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schoolsthatarepartofthepartnershipsystemofthateducationdepartment・

OFSTEDinspectorsmaycriticisetheteachertrainingtheyseetakingplacein

someofthoseschools,butmakenocriticismoftheteachertrainingtakingplace

intheuniversityeducationdepartment・Thenaturalreactionoｆａｂｕｓｙｓｃｈｏｏｌｉｓ

ｎｏｔｔｏｓｐｅｎｄｖａｌｕａｂletimecorrectingwhatevertheinspectorshavecriticised，

butrathertowithdrawfromthepartnershipandretumtotheiroriginaltask，

teachingchildrenasopposedtoteachingstudentshowtobeteachers・Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔ

ｉｓａｓｔｅａｄｙｔｒｉｃｋｌｅｏｆｓｃｈoolswithdrawingfrompartnershipswitheducation

departments．

Themovetothischaoticsituationhasneverbeenproperlyjustified・Whatis

particularlyworryingisthatcountriessuchasAmerica，AustraliaandCanada

arereportedasmovingtowardsasimilarsystemfOrtrainingtheirteachers(see

Chadbournel993)．YetthisissomethingwhichhasbeenrejeCtedby,fbrexample，

Scotlandandwhich，ａｓｔｈｉｓｐａｐｅｒｈａｓａｒｇｕｅｄ，isriddledwithproblems，both

practicalandprofessional・PerhapsthepreviousConservativegovernmentwas

awareofsomeofthesedifficulties,becauseitpreventedareportbeingpublished

byitsownschoolinspectorswhichpointedoutthatFrancewasmovmgawayfrom

school-basedinitialteachereducationtowardsthekindofinitialteachereducation

provisionthatonceexistedinBritain・Thereportstates'TheFrenchgovernment's

explicitconcernstoanchorprimarytrainingfirmlywithintheuniversitiesare

interestinginthecontextofthecurrentdiscussioninBritainofthecontribution

ofhighereducationtotraining'（TES,20.1.95)．Ｉｎｃｏｎｔｅｘｔｔｈｉｓｃａｎｂｅｓｅｅｎａｓａ

ｄｉｓguisedwarningtothoseflirtingwiththeideaofmovingtowardssomefbrmof

school-basedinitialteachereducationｔｈａｔｔｈｅｙｓｈｏｕｌｄｔｈｉｎｋｔｗｉｃｅｂｅｆＯｒｅ

abandoningtheircurrentprovision．TheFrench,however,have,indirectcontrast

withtherefbrmsbeingenfOrcedinEnglandandWales,'creatednew（teacher‐

training）institutionsandhaveinCreasedthelengthandbreadthofprofessional

trainingatalllevels‘（Holyoakel993,ｐ,215)．

Itseemslikelythat,aswithmanyofthecurrentgovemment，seducationalrefOrms，

thenewsystemofteachereducationｉｓｏｎｌｙａｂｌｅｔｏｏｐｅｒａｔｅｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈe

immensegoodwillandprofessionalismofschoolteachersandteachereducators・

Thepartnershipsbetweenschoolsanduniversityeducationdepaｒｔｍｅｎｔｓｗｅｒｅ

ｌ５



ｗｅｌｌｉｎｐｌａｃｅｌｏｎｇｂｅｆＯｒｅｌ９９２ａｎｄｗｅｒｅｂａｓｅｄｎｏｔｓｏｍｕｃｈｏｎｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｃｏｎsiderationsasontheshareddesiretopreparestudentsaseffectivelyas

possiblefOrtheirprofession（seeBarberl993)．Itisthesepartnershipsthat

seemtｏｂｅｔｈｅｋｅｙｔｏｍａｋｉｎｇｓｃｈｏｏｌ－ｂａｓｅｄｉnitialteachereducationeffective

and,fOrthereasonsalreadytouchedupｏｎ,yetitisthesepartnershipsthatare

mostunderstrain・ThecracksarebeginningtoappearＷｉｔｈ，ontheonehand

universitiespreparingtowithdrawaltogetherfromteachereducation(seeGilroy，

Price,StonesandThorntonl994,ｐｐ､287-288ａｎｄTES,27.12.94,ｐ､5）andonthe

otherhandschoolstoorethinkingtheircommitmenttothisfOrmofteacher

education(TES19.5.95)．

ＩｆｏｎｅａｄｄｓｔｏｔｈｉｓｂｌｅａｋｐｉｃｔｕｒｅｔｈｅｆａＣｔｔｈａｔａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｆＯｒｔｈｅｃｕｒｒent

teachereducationcourseshad,bycomparisonwithapplicationsfOrthel996-97

cohort,againfallen（thefOur-yearB・Ed､ｃｏｕｒｓｅｓａｒｅｄｏｗｎｂｙ１５％,secondary

PGCEcoursesbyl0.85％ａｎｄｐｒｉｍａｒｙｃｏｕｒｓｅｓｂｙ４､66％‐ＴＥＳ6.2.98）ｔｈｅｎthe

trueresultsoftheunjustified'reform'ofinitialteachereducationcanbeseen・

Thepoliticians，attacksonteachersandteachereducators，supportedbywhat

havebeentermed’thefanatics，oftheill-infOrmedNewRight（Whittyl993，

ｐ・Z74),havecreatedasituationwherebythepresentandfUturefOnnsofinitial

teachereducationseemtoechothesystemsofthepast・Theinevitableresulthas

beentherupturingofthedelicatelinksbetweenhighereducationandtheschools，

linksthatbothofthesecontributorstoteachereducationclearlyfindboth

valuableandabsolutelynecessarytoaproperpreparationfOrtheprofessionof

teaching・ThenewLabourgovernmenthasyettodoanythingwhichshowsthatit

recognisesthedevastatingimpactthatsuchill-consideredrefOrmshavehad

upontheteachingprofessionand,ultimately,ｏｕｒｃｈildren．

ｌ９９８ＡＮＤＢＥＹＯＮＤ:ＮＯＷＩＳＥＥＴＨＲＯＵＧＨＡＧＬＡＳＳＤＡＲＫＬＹ

MostEnglishuniversityeducationdepartmentｓｈａｖｅｔｈｒｅｅｅｌｅｍｅｎｔｓｔｏｔｈｅｉｒ

ｗｏｒｋ・Ｉｔｉｓｔｈｅｆｕｔｕｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅfirst,initialteachereducation,which

lhavesofardescribedhere・Howevertheothertwoelements(in-serviceeducation

fOrexperiencedteachers‐INSET‐andeducationalresearch）arealsounder

threat・TheTeaCherTrainingAgencywasinｌ９９７ａｌｌｏｗｅｄｂｙｔｈｅｎｅｗｇｏｖｅｍｍｅｎｔ
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toturnitsattentiontolNSETprovision，Becauseuniversitieshaveinthemain

offeredvariouspost-graduatequalifications（suchasadvanceddiplomasand

mastersdegrees）toteacherswhosuccessfunycompletetheiruniversitylNSET

studiesasubstantialamountoffunding（approximatelythirtymillionpounds）

wasprovidedbytheHigherEducationFundingCouncil（HEFCE),ｉｎｅｘａｃｔｌｙｔｈｅ

ｓａｍｅｗａｙｔｈａｔＨＥＦＣＥｐｒovidedfundingfOrotheruniversitywork・Ｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒ

ｏｆｌ９９７ｔｈｅＡｇｅｎｃｙａｔｔｅｍｐｔｅｄｗｉｔｈｓｏｍｅｓｕｃｃｅｓｓｔｏｔａｋｅｏｖｅｒｔｈａｔｆＵｎｄｉｎｇｆｒｏｍ

ＨＥＦＣＥｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄｓｔｈａｔｉｔｗａｓｔｈｅＡｇｅｎｃｙａｎｄｎｏｔＨＥＦCEthatwasresponsible

forteachertraining・ItidentifiedeightareasthatwouldreceivelNSETfunding

andrequireduniversityeducationdepartmentｓｔｏｂｉｄｆＯｒｔｈｏｓｅｆｕｎｄｓ・Those

bidswerethenjudgedbyapanelappointedbytheAgency,withtheresults

beingreleasedinFebruaryofthisyear・Ｉｔｗａｓａｌｓｏａｎｎｏｕｎｃｅｄｔｈａｔｔｈｏｓｅ

ｕｎｉversitydepartmentsofeducationwhichhadrefUsedtohandovertheirHEFCE

INSETfundingtotheAgencywouldhavetosuffertheindignityofbeingaudited

soａｓｔｏｃｏｎｆｉｒｍｔｈｅｉｒｃｌａｉｍｔｈａｔｔｈｅｗｏｒｋｔｈｅｙｗｅｒｅｄｏｉｎｇｗａｓｎｏｔｐａｒｔｏｆｔｈｅ

Agency，sconceptionofINSEr．

Ｔｈｉｓｖｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅｆｕｔｕｒｅｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｉｓｎｏｔａｐｒｅｔｔｙｏｎｅ・Tobeginwith

universityeducationdepartmentshavelosttheirabilitytoworkwitheXperlenced

teacherssoastoidentifytheirprofessionalneedsandoffergraduatelevel

programmesofcontinuedprofessionaldevelopment・ＩｎｓｔｅａｄｔｈｅｙｍｕstfOllow

whatevertheAgencyhasidentifiedasbeingworthyoffunding・Inaddition

educationdepartmentsmustmeetcriteriafOrbeingacceptedfOrfundingAgency

lNSETorreceivenofundingwhatsoever・Theresulthasbeencatastrophic、３６

educationdepartmentsdidnothavetheirbidsaccepted，ｓｏlargeareasofthe

countlywhichtheyservewillhavenolNSETwhatsoeverandtheOpenUniversity，

forexample，ｗｈｏｓｅｒｖｅｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙａｓａｗｈｏｌｅｗｉｌｌｌｏｓｅａｌｍｏｓｔｏｎｅａｎｄａｈａｌｆ

ｍｉｌｌｉｏｎｐｏundsoflNSETfunds・ＳｔａｆｆｗｈｏｔａｕｇｈｔｏｎｂｏｔｈｌＮＳＥＴａｎｄｉｎitial

teachereducationcoursesmighthavetobemaderedundant,withfUrthernegative

effectsoninitialteachereducationcourses．

However,ｉｔｉｓｎｏｔｍｅｒｅｌｙｔｈｅａｕｔｏｎｏｍｙｏｆｕｎｉｖersities，theeffectonlocalINSET

provisionｆＯｒｔｅａｃｈｅｒｓｏｒｔｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｉｎｉｔialteachereducationcourseswill

beaffectedbythisdevelopmentofacentralisationofinitialandpost-eXperlence
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teachereducationthatshouldconcｅｒｎｕｓａｓｗｅｇａｚｅｉｎｔｏｔｈｅｆｕｔｕｒｅ・Thereis

anotherimplicationofthisdevelopmentthatneedstobeexamined,namelythe

careerpatternofteacheｒｓｔｈａｔｉｓｉｍｐｌｉｅｄｂｙｔｈｅＡｇｅｎｃｙ，spolicyofcentralised

controlofallaspectsofteachers1professionaldevelopment．

InsettingitselfupasthesolearbiｔｅｒｏｆｗｈａｔｉｓｔｏｃｏｕｎｔａｓｍｅａｎｉｎｇｆＵｌlNSET

theAgencyhaslaidoutaplanfOrteacherprofessionaldevelopmentthatteache応

themselveshavehadlittleornosayinandwhichhasanumberofcontradictions

andproblemsthathavenotasyetbeenresolved・ＴｈｉｓｐｌａｎｈａｓｔｈｅｆOllowing

pattem,basedaroundaseriesofproposedNationalProfessionalQUalifications

(NPQS)．Astudentwillpassthroughagovemmentapprovedtrainingprogramme

andachieveqlalifiedTeacherStatus(QTS)．Theywillthenserveaprobationary

periodofoneyearlnaschooland,ifsuccessfUl,willberecognisedasateacher

(thedistinctionbetweenbeingaqualifiedteacherandarecognisedteacherhas

yettobemadeclear)．Afterafewyearstheywillbeeligibletoapplyfbranew

qualification,theNationalProfessionalQUalificationfOrExpertTeachers(NPQBT)．

Thisisstillintheprocessofhavingitsappropriatestandardsidentified・Ｗｅｄｏ

ｋｎｏｗｔｈａｔｉｔｉｓｌｉｎｋｅｄｔｏｔｈｅｇｏｖernmentosdesiretohaveasalarygradedesigned

toretainexpertteachersintheclassroom（whathasbeencanedtheAdvanced

SkillsTeachergrade）andthatthenatureofthislinkagewascausingdifficulty・

Thegovernmentwantedtheseteacherstoactasadvisorstootherteachersand

alsotobealinktoinitialteachereducation,soparadoxicallyaqualification/salary

gradedesignedtokeepgoodteachersintheclassroomislikelytotakethemout

oftheclassroom．

Therewillalsobeanotherqualificationcreated，theNationalProfessional

QUalificationfOrSubjectLeaders（NPQSL)．Thisalreadyhasitsappropriate

standardsidentifiedandafeweducationdepartmentsarecurrentlyusingthem

inconjunctionwiththeAgencyfbraDiplomaqualification・Thegovernmenthas

madeitclearthatitwantsaSpecialEducationalNeedsCo-ordinator（SENCO）ｉｎ

ｅｖｅｒｙｓｃｈｏｏｌａｎｄｉｔｉｓｌｉｋｅｌｙｔｈａｔthiswoulddevelopitsownprofessional

qualification，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙａｓｆｕｎｄｉｎｇｆｏｒｔｈｉｓｗａｓａlreadyinthesystem・The

consultationprocesstoexaminethenatureofthisqualificationhasjustbeen

completed、
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Ｄｅｇｒｅｅ

ＴｈｅｆｉｎａｌｌｉｎｋｉｎｔｈｉｓｃｈａｉｎｏｆｑｕａｌｉficationsistheNationalProfessional

QUalificationfOrHeadship（NPQH)．ThisisaprogrammedesignedfOrservlng

headteachersandthestandardsrequiredhavebeenidentified,withthescheme

justbeginningtocomeintooperation・TheAgencyseemstobelievethattheｒｅ

ｗｉｌｌｃｏｍｅａｔｉｍｅｗｈｅｎｔｅａｃｈｅｒｓａｐｐlyingfOrheadshipswillberequireｄｔｏｈａｖｅ

ｔｈｅＮＰＱＨ,althoughquitehowthiswillencouragealreadyreluctantapplicantsto

applyfOrpoststhatarealreadyprovingdifficulttofillhasnotbeenmadeclear．

InadditiontherewillbelnfblmationandCommunicationsTechnology(ICT)training

fOrallteachersaswellassomesortofSpecialandlnclusiveEducation（SEＮ）

ｔｒａｉｎｍｇｗｈｉｃｈｗｉｌｌｂｅｌｉｎｋｅｄｉｎｓｏｍｅｗａｙｔｏｔｈｅｃｒｉｔｅｒｉａｆＯｒｂｅｉｎｇａｎＥｘｐｅrt

Teacher・Finally，runningalongsideallofthistherewillbeanewschemeof

teacherappraisalwhichislikelytobeamanagementtoollinkedtoperfOrmance

(especiallyasthegovernmenthasbeguntalkingaboutpayingteachersaccording

totheirperfOrmance)．

TheAgency'splanfbrteachers，careerscanbestbesummarisedinthefOllowing

diagram：

PossibleTeacherCareerProgressioｎｌ９９８

1９

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｌ

日英教育研究フォーラムNo.３

Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ｃ
Ｔ



ＫＥＹ：

QZ1SQUalifiedTeacherStatus

NPQETNationalProfessionalQUalificationfOrExpertTeachers

NPQSLNationalProfessionalQUalificationfOrSubjectLeaders

SE1VCOSpecialEducationalNeedsCo-ordinator

SElVSpecialEducationalNeeds

NPQHNationalProfessioanlQjJlalificationfOrHeadＳｈｉｐ

Ｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎｔｈａｔｈａｓｔｏｂｅａｓｋｅｄｏｆｔhisvisionofthefutureiswhetheroｒｎｏｔ

ｔｅａｃｈｅｒｓｗａｎｔｔｏｈａｎｄｏｖｅｒｔｏｔｈeAgencythecontroltheyhaveoftheirown

professionaldevelopment・Furthermore，ｉｓｔｈｉｓｉｎｆａｃｔｔｈｅｗａｙｔｈａｔｔｅａｃｈｅｒｓ

wanttodevelopprofessionally？WhereisthereopportunityfOrscholarlystudy

indepthofcriticalpolicyandpracticeissuesthatconcernteachers？Ａｌｌｔｈａｔ

ｔｈｅｆｕｔｕｒｅｓｅｅｍｓｔｏｏｆｆｅｒｉｓinitialandpost-eXperlenceteachereducationseparated

fromtheuniversitysystemthatwasonceseenasｓｏｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎｒａｉｓｉｎｇｔｈｅ

ｑｕａｌｉｔｙandstandardsoftheprofessionwithcontrolpassinginarigidlycentralised

waytoagovernmentorganisation・IndeedtheAgency,schiefexecutivehas

statedpublicｌｙｔｈａｔ，initialteachereducationisnotanacademicstudy；and

therefOreanintrinsicpartofhighereducation'(THEＳ18.4.97)．Thismightmean

thatinitialteachereducationshouldnotconsistofpurelytheoreticalacademic

studyandwhocoulddisagreewiththat？Howevertheactualpracticeofthat

ＡｇｅｎｃｙｈａｓｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｆＵｔｕｒｅｏｆｔeachereducation（bothinitialandpost‐

experlence）isnotonethatnecessarilyinvolveshighereducation,butrathera

tight,rigidandcentralisedcontrolfromanAgencythatisnowturningitssights

onthethirdelementofeducationdepartments'work,research・Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｇｏｏｄ

ｒｅａｓｏｎｆｏｒｔｈｉｓｏｍｉｎouspresentfUtｕｒｅｔｏｂｅｅｘｐｏｒｔｅｄｔｏｏｔｈｅｒcountries，teacher

educationsystems．
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教師教育の将来

－事例研究としてのイングランドとウェールズー

ピーター=ギルロイ博士

愚かさは考えを持たないことにあるのではない…人間の愚かさはたくさん

考えを持っていても、それが愚かな考えばかりであるところにある。

ヘンリーーデーモンサラント「ノートブック』

はじめに

中国人の伝統的な祝福の言葉は「平和な時代に人生を」、呪いの言葉は「変動の時代

に人生を」である。イングランドとウェールズの教師たちと教師を教育する者たちは、

中国人に呪われたらしい。なぜならここ10年以上の間、教師教育に携わる者への影響

が避けられないような改変が、教育界に次々と導入されたからである。それらは、イ

ングランドとウェールズでの教師教育の与えられ方を全く変えてしまったほど過激な

もので、将来教師教育がどのように進展するかについて少なくとも一つの可能性を提

案するので、あたかも未来がすでに現在に訪れたかのようである。事実、教師がその

職にむけて準備する方法におけるこれらの変化は、未来を現在に見たいと望む他の政

府をも惹きつけ始めている（seeChadboumel993,Ｐｌ）。もっとも、彼らがそこに暗に

含まれている意味を十分に理解しているかどうかは、また別の問題であるが。そのよ

うに過激な改変について理解を助けるため、本稿はまず、イングランドとウェールズ

における基礎的な教師教育（initialteachereducation）の歴史について述べる。そして改

変の嵐を確認しつつ、どのような結果がもたらされたかについて、また近い将来必ず

起こる新しい進展について検討し、結論としてこれらの改変が他国に影響を与える価

値などないことを述べる。

1848-1969年:不十分な資格しか持たぬ者から資格ある専門家へ

1848年まで英国では、正式な教師教育がほとんどあるいは全くなかった。実際、基礎

教育学校（のちの初等学校）においては、年長の生徒たち自身が教師としてふるまっ

た。これらの「教員見習生」のなかからごくわずかな者だけが、1848年に導入された
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資格である教員証替（ateacher'scertificate）へむけて勉強するために宗教団体立カレッ

ジに進んだ。しかしながら教師の大多数は、いわばアプレンテイス［実習生、徒弟］

として、つまり「現場学習」をして、いかに教えるかを学んだにすぎない。1861年、

この件に関する政府の調査（ニューカスル委員会）は、この制度が教師にとっても生

徒にとっても役立たないものであるとの結論を出した。その結果、政府は大学が教師

教育に携わるべきだと勧告した（seePamcketa1.,1982）。

1947年までには、教員養成カレッジが教員養成の大部分を担い、大学の教育学部が

教員養成カレッジに基礎を置くコースの質を監督するようになった。この制度は、

「トレーニングの専門的学術的側面を強化し、また拡大するという効果を持った」

(Gosdenl989,ｐ２)点で－これは勅任視学官（HerMajesty'slnspectorate:ＨＭＩ）でさえ

「意義深い」と認めた役割である－、うまくいったように思われた。

カレッジのコースは、教員候補生（traineeteachers）を教育するという複雑な仕事の

ために２年から３年、４年と延長されることが必要となり、1963年に４年制が導入さ

れると、カレッジは卒業生（studentteachers）に教育学学士（BEd.）の資格を授与する

ことができるようになった。1970年代の初頭までには、新任教師が大学卒業生でない

ことのほうがめずらしくなっていただろう。教育科学省（DepartmentofEducationand

Science:ＤＥＳ）は、近年この学士号を必要とする職業の伸長をとても明瞭に表す統計

を公表した（DES1991,p,38）。その数値によれば、1972年と1988年の間に、初等学校

教員の大学卒業生は６倍に増え（５％から30％へ）、同じ時期に中等学校教員の大学

卒業生はほとんど２倍に増えた（37％から63％へ）。これらの数値と先に述べた展開

から気づかれる重要な点は、教師は、何らかの奇妙なやり方でその専門的知識を学校

で働きながら習得でき、大学やカレッジからの主要な援助なしに教授の複雑な技術を

何とか吸収することができるという考え方は、遥か彼方の薄暗いビクトリア時代の昔

に属するものだということである。

1970-1991年:嵐の始まり

政府は、1970年、教員養成に関心を向け始め、ジェームス報告書（DESl972）が公

刊された。報告書の推薦事項のうち、たった一つ、新任教師の研修年度（pIobationary

year）のための研修プログラムの導入だけが実施されたが、後から考えてみると、こ

れが２０世紀後半の英国政府が、教師教育に従事する者たちの政策と実践に対して、命

令できると感じた初めてのときと見ることができるかもしれない。それに引き続いて、

DESおよびＨ皿から報告書が山のように出された。大概は、これらは教員養成の在り

方を高く賞賛するものであり、例えば報告書の一つは、学校は、新任教師のうち、たっ

た４％について不満足であるにすぎないと指摘した（DES1988b,pS9）。しかしなが
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ら、1984年、政府が教師教育コースを認定する役割を持つ新しい組織、教師教育認定

評議会（theCouncilfbrtheAcc配ditationofT℃acherEducation:CATE）を設立したのは、

これらの報告普（特に教員養成の性格について検討した報告書一ＤＥＳ1983）の結果で

あった。

とりわけ大学にとって、このことは二重の衝撃であった。第一に大学教育の自律性

は明らかに脅かされた。それ以前は、英国の大学のどの学部でもそうであるように、

教育学部は自分の運命の主人であった。コースを創出し、他機関のコースを承認し

（validate）、政府のような部外者を寄せ付けない自由を持っていた。しかしながら今

では、もし学部がこの方向を維持しCATＥによる教員養成コースの視察を拒絶したら、

コースは認定されず、従って学生は資格ある教師として受け入れられないことになる。

必然的に、それらのコースは学生を募集することができず、閉鎖されることになるの

である。

第二に、今では大学ではなく政府が教員養成を統制するのだということが、次第に

明らかになった。非常に重要なＣＡＴＥのメンバー構成の決定権は、教育大臣

（Minister）の手中にあり、専門的教育者は非常に少数にとどまることが、まもなく明

らかになった。政府お抱えの専門的アドバイザーからの教師教育についての非常に肯

定的な報告書（seeabove,DES1988b）にも拘わらず、政府、とりわけ教育に責任をも

つ大臣は、教師教育に関わって責任を持ってきた人々を「信用せず、疑いさえもって」

（Gosdenl989,p9）見たようであった。

1991-1995年:吹き荒れる嵐の中で

1992年１月、教育大臣クラーク氏は、北部イングランド年次教育会議で演説した。

そこで彼は、大学に基礎を置く教師教育については、ＣATEの監督下におかれたもの

でさえ反対していることを明らかにした。彼は、１年間の中等教育教員養成コースに

おいて、授業時間の少なくとも80％（１週間のうち４日）を学校現場で行なうこと、

このことは大学やカレッジから学校への「資金のかなりの移行」を必要とするだろう

という計画を公表した（Clarkel992,pl3）。他のタイプの教員養成コースもやがてこ

のように学校に基礎をおく形になるが、一年間の中等教育教員養成コースは、1992年

９月からすぐに変わらなくてはならないことになった。

教員養成のこれらの改変は、大学とカレッジが学生との接触を徹底的に減らすこと

になるという事実以外には、そこに含まれる意味をほとんど又は全く理解せずにもた

らされたことがすっかり明らかになった。これらの改変に対しては、二種類の批判が

あった。第一の批判は、このような根本的で急激な改変を実施することを真に正当化

するには、現行の教員養成が何らかの意味で学生をその職業に向けて適切に準備する
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ことに失敗していることを示さなければならないと指摘するものである。自薦の右翼

シンクタンクは、実際そうしようと試みた。例えば、このグループの一人は、教師教

育の高等教育コースは、「何ら現実世界に基礎を置かない」「偽りの、そして問題の

ある学問」（OHearl988,p､6）を提供しているとする一連の主張を展開し、ついには

これらのコースを教えることに携わる全てのものはネオ=マルクス主義者だとほのめか

す中傷を行った（ibid.,ｐ23）。それとは全く対照的に、大臣自身の専門的アドバイザー

達は、常に改良の余地はあるものの、教員養成に関わる者によって行われている仕事

の多くは満足なレベル以上のものであると報告したのである（DESl991）。時計の針

を1800年代にまで戻すかに見えるこれらの改変を正当化する合理的理由は一体どこに

あるのであろうか？

第二に、実際上、非常にたくさんの問題が認められた（seeGilroyl992）。多分、費

用を制御する必要性を熟知している政府にとって、最も重要だったのは、彼ら自身が

計算したところ、そのような変化にかかる費用は法外だという事実だったろう。学校

に基礎を置く二年間のコース（theArticledT℃acherscheme）が近年試験的に導入され、

大臣は全てのコースをこのような形に発展させたいと願っているようであった。だが、

政府の出費は、これがかなりの経費なしでは不可能であることを示した。

1991-92年度の学生一人あたりの公式な費用は、次の通りであった（PaI1iamentaIy

Answerl991）：

４年間の教育学学士（BEd.）／人文科学学士（B､A､）25,000ポンド

１年間のPGCE 6,000ポンド

２年間のArticledT℃acherコース19,000ポンド

1990-91年度にコースを取っている学生の数は（DESl990）：

４年間の教育学学士（B､Ed.）／人文科学学士（ＢＡ.）11,838人

１年間のPGCEll,956人

２年間のArticledT℃acherコース４０３人

これらの数値によれば、BEd.とＰＧＣＥコースの両方からArticledT℃acherコースに移

行する全費用は４億5200万ポンド以上に上ることになり、これは1990-91年度の教員養

成予算より8000万ポンド以上も上回るのである。もしこの余分のお金が見つからなかっ

たら、教員養成は深刻な資金不足となるのだが、実際にはこの移行に600万ポンドしか

提供されなかったのであった（ｍＥＳ15.6.93）。

そこで実践上の問題がおこった。どうやったら２万４千人以上の教育実習生が、学

校本来の仕事をひどく邪魔することなしに、一週間のうち４日間も学校に居られると
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いうのだろうか？学校の校長を対象とした調査では、一人としてこの提案に賛成した

ものはおらず(TES31.1.92)、学校に基礎を置く教員養成は「学校での脈絡のない経験

を重ねるものへと退歩して」しまうだろうと、ある校長は深く懸念しているという発

言が引用されていた（TES21.292）。最後に、大学自体もそのような計画には反対し

た。なぜなら、大学が学生をせいぜい一週間に一日しか見ることができないようなや

り方で編成されたコースを、どうしたら妥当なものといえるか分からなかったからだ

（CVCP1992）。さらに、学校教師がかつては大学の教師教育者によってなされてい

た仕事をおこなうことができるよう、学校教師を訓練するように大学の教師教育者達

に求めることは、非常に無駄なことに思われた（CATE1992）。

これらの批判に対して、政府は一つとして返答しなかった。1992年の総選挙後に、

新教育大臣バットン氏によって実施されたこの分野における主要な改革は、学校に基

礎を置く実習を80％から66％（つまり１年間のPGCEコースにいる学生は、３６週中24週

学校にいることになる）に減らしたことであった。「金は学生についていき」学校に

もたらされるというバットンの主義（Pattenl992,ｐ２）は、大学の教育学部を財政的に

ひどく圧迫することは明らかであった。実際、サセックス大学に設置された有名な学

校現場コースの担当者は、財政的理由からそのコースが閉鎖されそうであると説明し

た（TES3.7.92）。このことは、支払いたくても一学生あたり600ポンド以上払える大

学はほとんどなく、しかもこれでさえかなりの職員削減が必要となることがよく知ら

れているにもかかわらず、校長たちが大学に、学校に割り当てられる学生一人につい

て2000ポンドを払うことを要求したと報じられた時、さらに一層問題となった（TES

18.12.92）。

一年後パットン氏は、財政問題を解決しようとする方法を公表した。彼は、ＣATE

に替わる新しいT℃acherTrainingAgency（TrA）を設立する。TTAは、以前は直接高等

教育基金評議会に配分されていたお金からその資金を得ることになる。この新しい機

関はそもそも教員養成に責任を持つだけでなく、教育学の学位（researchhigherdegrees

ineducation）と教育研究をも統制するものとして提案された。このようにして、特に

TrAが学校視察に責任を持つtheOfficefbrStandaIdsinEducation:OFSTEDを通して教

師教育コースの視察に責任をもつために、政府はTrAを通して教師教育の事実上全て

の側面を統制することになるのである。

これらの提案に対する批判は、事実上満場一致であった。有力な委員会である「大

学副総長・学長委員会」（theCommitteeofVice-chancellorsandPrincipals）は教員養成

から手を引くと脅し、これらの改変が教育研究の独立性と質を損なうだけでなく、

「質に対する深刻な脅威であり、政治的統制の増強をもたらすであろう」と指摘した

（TES5.1193）。同じ位重要なのは、ＣATEの退職間近の議長、テイラー教授がその
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反応を出版したことである。彼は、教師教育のいかなる改変についても、次の３つの

原理を基準に評価されるべきだと主張した。すなわち、既にある形態と比較して新し

い制度は：

1．いい候補者を惹きつけるか？

２より教育された、より有能な教師を生み出すか？

３．引き続き専門的発達を成し遂げるための健全な基礎を提供するか？

彼は、新しい提案は、「３点ともにおいて」失敗していると結論づけている（TI逓Ｓ

22.10.93)。

1995-1998年:現在の大変動（黙示録）

学校に基礎を置く、そして政府に統制された教員養成への動きは、何を結果として

もたらしたのであろうか？まず、教員募集の政府目標が達成されないことは極めて明

らかである。これは、以前の制度も直面しなくてはならない問題であったかもしれな

いが、制度が次々と急激に変わることからもたらされた不確実性が状況を改善させる

とは思われない。例えば1993年に、政府は理科教師の数を415増やしたいと発表したが、

1993年にはたった52の職だけが募集されていた。数学教師の数は、220まで増えるはず

だったが、たった１１０の職だけが募集された。二つの大学が４年制のＢ､Ed・コースの閉

鎖を予定し、他の一大学ではもはやロシア語、スペイン語、イタリア語の教師を養成

しないことにした（Independent2.1293）。最近では、５７大学中18の大学が数学で、１２

が現代語で、１５が理科で、５０以上がBEd・で、入学学生が募集目標数に至らず、教師が

足りない教科への募集が引き続き問題であることが報じられた（TES20.1.95）。１９９８

年６月、グリニッジ大学が、「適切な受け入れ先の学校を見つける上での問題」から８

つの教員養成コースの削減を決定し、この動きは「長いこと脅かしてきた、大学副総

長らによる（教員養成からの）撤退の始まり」であるかもしれないと報道された

（TES5.6.98）。今では新しい労働党政府によって、教員の募集が主要な問題であるこ

と、しかもこの問題は、大卒で中等教員養成コースへ応募する大卒者が少なくとも

5,000人は減少し、学級規模が容赦なく大きくなっている状況の中で、何とかして取り

組まなければならないものであることが認められている（TES29.5.98）。

この猛烈な教員不足の原因には、学校に基礎を置く養成という新しい制度以外の理

由もあるかもしれない。しかしながら、もしそうだとしても最近の調査は、教師たち

が、学校に基礎を置く教育実習生を相手にしているために、自分の生徒たちと共に過

ごす時間が少なすぎること、従って「養成の質は、仕事の負担と資源からの圧迫で、

薄められたものともなりうる」という、もっともな心配をしていることを明らかにし

た（TES7.795）。その結果、「新しい教師を訓練するという難しい仕事が、学校の本
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来の目的である子どもの教育を損なっている」（TES19.5.95）との理由から、学校は

大学との協力体制（parmership）から撤退することになる。もっとも、協力体制にとど

まる、あるいは新たに加わる学校より、撤退する学校より多いかどうかは、今後を見

なければわからないのではあるが。しかしながら、協力体制供給の流動性は大きな問

題であり、新しい体制が慢性的な資金不足に苦しんでいることの直接的結果である

（seeGilroy,Price,StonesandThomtonl994,ｐ293）。新しい制度は、よしんぱ学生がコー

スに応募したとしても、訓練のうち学校に基礎を置く部分を受ける学校が見つからな

い可能性のために、コースに受け入れてもらえないかもしれないという馬鹿げた状況

を生み出した。もっと悪くすると、学生がコースに受け入れられた後で受け入れ先の

学校が協力体制から撤退し、学生が学校に基礎を置く部分を続ける次の学校を見つけ

られず、従って大学はやむを得ず生徒へのコースの提供を取りやめるという状況もあ

りうるのである。

実際には、協力体制を維持するという複雑さにもう一つの現象が加わった。教育学

部を視察する際OFSTEDは、その教育学部と協力体制を組む学校をも視察する。

OFSTEDの視学官たちは、学校で行われている教員養成を批判しても、大学の教育学

部で行われている教員養成を批判しないかもしれない。多忙な学校の自然な反応は、

貴重な時間を視察官が批判した事を是正するために使うぐらいなら、協力体制から撤

退し、学生にどうやって教師になるかを教えるのではなく子どもたちを教えるという

本来の仕事に戻るということだ。その結果、教育学部との協力体制から撤退する学校

が後をたたないことになる。

この混沌とした状況への移行についての正当化は、決して適切には行なわれてはい

ない。とりわけ心配なのは、アメリカ、オーストラリア、カナダといった国々が、教

員養成のために類似の制度に移行しつつあると報じられていることだ（seeChadboume

l993）。しかしこれは、例えばスコットランドでは拒絶された制度であり、本稿が論

じてきた通り、実践的も専門的にも問題だらけのものなのである。多分先の保守党政

府は、これらの困難の幾つかを自覚していた。なぜなら保守党政府は、配下の視学官

が、フランスでは学校に基礎を置いた教員養成をやめ、英国でかつてあったような教

員養成制度へ移行しつつあることを指摘した報告書を出版することを禁じたからだ。

報告書は「フランス政府が教員養成を確固として大学内で行うことに明らかに興味を

もっているという事は、高等教育の教員養成への貢献について、英国で現在行なわれ

ている討論の文脈からみると興味深い」と述べている（TES,20.1.95）。文脈上この報

告は、学校に基礎を置く教員養成という形式への移行を考えている者に、現行の制度

を廃止する前に再考すべきだと暗に警告していると見ることもできる。しかしながら、

イングランドとウェールズで強要された改革とは全く対照的に、フランスでは「新し
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い（教員養成）機関を創設し、あらゆるレベルにおける専門的訓練の期間と内容の幅

を拡大した」のである（Holyoakel993,p,215）。

現政府の教育改革の多くがそうであるように、教師教育の新制度も、学校教師と教

師教育者の計り知れない好意と専門家かたぎに支えられて、実施可能となっているに

過ぎないように思われる。学校と大学教育学部の間の協力体制は、1992年よりずっと

前から存在したのであり、経済的考慮からというよりも、学生をできるだけ効果的に

その職業にむけて用意したいという共有された願いに基づいていた（seeBarber

l993）。学校に基礎を置く教員養成を効果的にする鍵となるのがこの協力体制であり、

しかし既に述べた理由から最も危険な状態にあるのもこの協力体制なのである。崩壊

の兆しは、一方では教員養成から一切撤退しようと準備している大学として現れ（see

Gilroy,Price,StonesandThomtonl994,pp､287-288andTES,27.12.94,ｐ５）、また一方で

は学校もまたこのような形態での教員養成に携わることを再考していることに現れて

いる（TES19.5.95）。

この寒々 とした描写に、現行の教員養成コースへの応募が1996-97年度に比べ再び減

少した事実（４年間のB､Ed､コースは15％、中等PGCEコースは10.85％、初等コースは

4.66％減少した‐TES6.2.98）を付け加えるならば、この正当化されない教員養成「改

革」の真の結果が見えるだろう。いわゆる、モノを知らないニューライトの「熱狂者」

（Whittyl993,p､274）に支えられた政治家たちによる教師と教師教育者への攻撃は、

現在と未来の教員養成の形態が過去の制度を繰り返すように見えるという状況を作り

出した。避けられない結果として、高等教育と学校の間にある繊細な連携、教員養成

に貢献するこれら両者が、教えるという職へ適切に準備するためには明らかに価値が

ありまた絶対的に必要だと考える連携は、決裂しつつある。新しい労働党政府は、こ

のように思慮の足りない改革が教職と究極的には我々 の子どもたちを荒廃させるとい

う効果を認識していると、何らかの形で示さねばならないのである。

1998年そしてその後:暗がりを覗いて見ると…

ほとんどのイギリスの大学教育学部は、その仕事として三つの要素を持っている。

これまで述べてきたのは、第一の要素、教員養成の将来の進展である。しかしながら、

他の二つの要素（経験を積んだ教師への現職教育:in-serviceeducationfbrexperienced
teachers-INSET-と教育研究）もまた脅かされているｏＴｒＡは、1997年新政府によっ

て、INSETの中身に関心を払うことが可能となった。主要には大学が大学でのINSEr

の課程を成功裡に修了した教師に様々な大学卒業後資格（上級デイプロマや修士号な

ど）を与えてきたために、かなりの額の資金（およそ３千万ポンド）は高等教育基金

評議会（theHigherEducationFundingCouncil:HEFCE）によって、大学の他の仕事に
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HEFCEが支払うのと全く同じやり方で支払われてきた。1997年夏にTTAは、教員養成

に責任を持つのはHEFCEではなくＴＩ八であるとの根拠から、肥FCEから当該資金を

TTAに委譲させることを試み、いくらか成功をおさめた。TTAは、INSET資金を得る

ことができる８分野を確定し、大学の教育学部にこれらの資金交付を申請するよう求

めた。これらの申請は、TTAが任命した審査員団によって審査され、今年の２月にそ

の結果が公表されることになった。正FCEのINSET用資金をTTAに手渡すことを拒絶

する大学の教育学部は、彼らがしている仕事がTrAのINSET概念の一部ではないとい

う主張を確証するために監査されなければならないという侮蔑的待遇を受けねばなら

ないことも発表された。

現時点におけるこのような将来像は、魅力的なものではない。まず、大学の教育学

部は、経験ある教師の専門的ニーズを確認し、専門的発達を続けるための学部レベル

のプログラムを提供するように教師たちに対応する能力を失った。その代わりに大学

は、TTAが何であれ資金を支払うだけ価値があると判断したものに従わねばならない

のである。加えて教育学部は、TrAのINSET資金を受け入れるための基準に適合しな

ければならない。さもないと一切資金を受けられないのである。結果は破滅的である。

36の教育学部は申請を受け入れられず、それらの大学が現職教育を供給してきた多く

の地域では、もはやINSETが一切行なわれないことになるだろう｡さらに、例えば国

全体に奉仕するオープン=ユニバーシティは、約150万ポンドのINSET資金を失うこと

になるのである。INSETと教員養成コースの両方を教えてきた教員は余剰人員となり、

このことが教員養成コースへの更なる否定的効果をもたらすかもしれない。

しかしながら我々が将来を見極める上で注意すべきなのは、大学の自律性、地域的

なINSETの教師に対する供給への効果、あるいは教員養成のあり方が、この教員養成

及び現職教育の集権化の進展によってどう影響されるかに止まらないということであ

る。この進展について検討されるべきもう一つの意味がある。すなわち、教師の専門

的発達のあらゆる側面を中央集権的に統制するというTTAの政策によって暗示されて

いる、教師の昇進パターン（caIもerpattem）である。

何が意味のあるINSETかについての唯一の決定者として設立されたことによりＴＴＡ

は、教師たち自身の発言権がほとんどあるいは全く無く、まだ解決されていない幾つ

かの矛盾点と問題点を抱えたままの、教師の専門的発達のための計画を作成した。こ

の計画は、「全国専門職資格」（NationalProfもssionalQualifications:NPQs）の一連の提

案に基づいて、次のようなパターンをとる。学生は、政府が承認した訓練プログラム

に合格することによって、「資格ある教師の地位」（QualifiedTもacherStatus:QTS）を

獲得する。それから、学校で１年間の見習い期間を勤め、もし成功すれば教師として

認識される（資格ある教師と、認識された教師との区別は、今後明確にされるのを待
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つ）。数年の後、次の資格である「熟練教師のための全国専門職資格」（theNational

QualificationfbrExpertT℃achers:NPQET）に応募することができる。これについては、

まだ適切な水準は決定されていない。それが熟練教師を教室に張り付けるために設計

された給与等級（上級技術教師給与等級:theAdvancedSkiusT℃achergradeと呼ばれて

きたもの）を持ちたいという政府の願いと結び付いていること、またこのような給与

と技術との連結という性格が困難をもたらしていることは、よく知られている。政府

は、そのような教師が他の教師に対してアドバイザーとして行動すること、また教員

養成に結び付くことを望んだので、逆説的にも、良い教師を教室に張り付けるために

設計された資格／給与等級が、教師たちを教室から遠ざけることが予想されるのであ

る。

それから又もう一つの資格、「教科主任のための全国専門職資格」（theNational

ProfもssionalQualificationfOrSubjectLeaders:NPQSL）が作られる。これについては既に

適切な水準が明らかにされており、現在二､三の教育学部はそれらをデイプロマ資格エー

ジェンシー（theAgencyfbraDiplomaqualification）との関連で採用している。政府は、

全ての学校に「特別な教育的ニーズのコーディネーター」（aSpecialEducationalNeeds

Co-oIdinator:SENCO）を置きたいという考えを明らかにしており、特にそのための資

金が既に制度の中で位置づけられていることからいって、多分SENCOのための専門職

資格が設定されるだろう。この資格の性格を検討する諮問過程は、つい最近完了した

ばかりである。

この一連の資格の最終段階は、「校長職のための全国専門職資格」（theNational

ProfessionalQualificationfbrHeadship:NPQH）である。これは、校長のために設計され

たプログラムで、要求される水準の設置は終了し、計画は正に実行に移されつつある。

TTAは、教師が校長職に応募する際ＮＰＱＨを持っていることが要求される時代が来る

と信じているようであるが、このことが一体どうやって、今でさえ埋めることが難し

いと判明しているポストに応募することを既に踊踏しているような候補者を勇気づけ

ることになるのかは、まだ明らかになっていない。

加えて、全ての教師を対象とした「情報と伝達の技術」（Infbrmationand

CommunicationsT℃chnology:ICT）研修と、熟練教師（ET）の基準に何らかの形で結び

付けられるであろうある種の「特別統合教育」（SpecialandlnclusiveEducation:SEN）

研修が導入されるだろう。最後に、これら全てと並行して、おそらく業績に関連する

経営手段となるであろう教師評価（teacherappraisal）の新しい計画（このことは、と

りわけ政府が教師にその業績に応じて給与を支払うことについて話し始めたことから

予想される）が行なわれるだろう。

TTAによる教師の昇進計画は、次の図のように要約できる：（p､19参照）
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この将来像について尋ねられるべき問いは、教師たちが自分たち自身の専門的発達

へのコントロールを、TTAに手渡したいと望むかどうかである。更にまた、これは事

実教師たちが専門的に発達したいと望む行程なのであろうか？教師が関心をもつ批判

的政策と実践的問題についての深い学究的研究の機会は、どこにあるのであろう？未

来が提供するように見える全ては、職業の質と水準を上げるためにかつてはあれ程重

要だと見られた大学制度から、分離された教員養成及び現職教育なのであり、その統

制は厳密に集権化されたやり方で政府組織に与えられてしまうのである。事実、ＴＴＡ

のトップは公の場で、「教員養成のための教育は、学術的な研究ではないのであり、

従って高等教育の本質的な部分ではない」と発言した（TI正Ｓ18.4.97）。このことは、

教員養成が純粋な理論的学術的研究を含むべきではないという意味かもしれない。そ

のことを、誰が一体否定できるだろう？しかしながら、TTAの実際の実践は、教師教

育（養成と現職の両方とも）が必ずしも高等教育を含むものではなく、むしろTrAか

らの窮屈で堅苦しく集権化された統制であることを示している。そして、TTAは今や、

教育学部の仕事の第三要素、研究へと目をむけつつある。このように不吉な現在の未

来を、他国の教師教育制度に輸出することが許される理由など一切無い。

註

TimesEducationalSupplement(TES)とTimesHigherEducationalSupplement(THES)は広

範に用いられたので、本稿本文中の引用注においては略語を用いた。

(西岡加名恵）
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