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ltwouldseemobviousthatifoneweresearchingfOranexplanationofthenature

ofteachinginhighereducationthen,ofallthepossibleareasofhighereducation

toexamine,itisinuniversitydepartmentsofteachereducationthatoneshould

lookfirst・Afterall，ｎｏｔｏｎｌｙｄｏｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｄｅｐａｒｔｍｅｎｔｓofteachereducation

actuallyteachaverywiderangeofstudents（rangingfromundergraduates，

post-graduates,researchstudents，l8-yearolds,toseniorprofessionals）they

arealsoinmanycasesresponsiblefbrteachingnewmembersoftheiruniversity

howtoteach・Moreoveroftentheirresearchisintothenatureofteaching．

lttherefOreseemsnaturaltobeginｔｈｉｓｐａｐｅｒｂｙｆｉｒｓｔｌｏｏｋｉｎｇａｔｔｈｅｆｉeldof

teachereducationtoexaminewhathasbeensaidaboutpedagogyanｄｔｈｅｎｔｏｓｅｅ

ｉｆｔｈｅｓｅｉｎｓｉｇｈｔｓｃａｎｂｅrelatedinanywaytohighereducationingeneral・Ｍｏｒｅ
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especially,teaChereducationinEnglandhaschangeddramaticallyoverthelast

decadｅａｎｄｓｏｌｗｉｌｌｂｅｇｉｎｂｙｅｘａｍｉｎｉｎｇｔｈｅｓｅｃｈａｎｇｅｓｔｏｓｅｅｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔ

ｔｈｅｒeisasoundtheoryofteachingemergingthatwecanidentifyanddiscuss・

Ａｓｙｏｕｗｉｌｌｓｅｅ，theoptimismwithwhichonebeginsthｉｓｔａｓｋｉｓｓｏｏｎｔｏｂe

dashed．

AShortHistoryofaTheoryofTeachinginTeacherEducation

ＵｎｔｉｌｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｌａｓｔｃｅｎｔｕｒｙｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｆＯｒｍａｌｓｙｓｔｅｍｏｆｔｅａｃｈｅr

educationinEngland・Olderpupilsintheelementaryschoolswerewhatwere

knownas"pupilteachers''andthevastmajorityofteacherslearnedhowtoteach

byteaching・This,ｏｆcourse,impliesatheoryofteaching,wherethetheoryis

thatbecauseteachingisastraightfOrwardandobvioustaskthenanyonecan

teachprovidedtheyknowtheappropriatecontentandcankeepcontrol・One

couldidentifythisastheContentandControltheoryofteaching．

Inl861agovernmentcommissionreportedthatthestateofaffairscreaｔｅｄｂｙ

ｔｈｉｓｔｈｅｏｒｙｏｆｔｅａｃｈｉｎｇｗａｓａｆａｉｌｕｒｅａｎｄｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄｔｈａｔｔｈｅｕｎｉversities

shouldbeinvolvedwithteachereducation，Withinahundredyearsorsocourses

existedwhichofferedfbrmaltraininginthecomplexskillsofteachingbasedin

collegesofeducationoruniversitydepartmentsofeducation・Althoughtheory

wastaughtitwasbasedonthedisciplinesofhistory,philosophy,sociologyand

psychology,withstudentsspendingblocksoftimeinschoolsonteachingpractice、

Theemphasis,however,wasonthedisciplinesassomehowprovidingabasisfOr

understandingthetheoryofteachinｇａｎｄｓｏｔｈｉｓｃｏｕｌｄｂｅｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄａｓｔhe

Disciplinestheolyofteaching・Ｉｔｗａｓｌｅｆｔｔｏｓｔｕｄｅｎｔｓｔｏｍａｋｅｔｈｅｃｏnnections

between，ｆｏｒexample，thetheoriesthatPlatohadregardingteachingandthe

teachingpracticｅｓｔｈａｔｓｔｕｄｅｎｔｓｅxperiencedintwentiethcenturyschools，

connectionsthatwereattimesdifficulttoidentify．

Ｔｈｅｏｖｅｒ－ｅｍｐｈａｓｉｓｏｎａｃａｄｅｍｉｃｄｉｓｃiplineswasgraduallyreplacedinmａｎｙ

ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｂｙａｎｅｗｅｍｐｈａｓｉｓｏｎｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐｗｉｔｈｓｃｈｏｏｌｓａｎｄｔｈｅｉntroduction

ofSch6n，sworkonreflectivepractice（seeSch6nl987），ｗｉｔｈ‘relevance，being
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thecriterionfOrtheuniversitycontributiontoteachereducation・Bythetime

thegovemmentintroducedanewbodyinl984tooverseeinitialteachereducation，

theCouncilfOrtheAccreditationofTeacherEducation（CATE),whichrequired

amongstotherthingsthoseinvolvedwithteachingstudentteacherstohave‘recent

andrelevant'teachingexperiencethemselves，manyofthesepartnershipswere

inpｌａｃｅａｎｄｓｔｕｄｅｎｔｓｗｅｒｅｓｐｅｎｄｉｎｇａｎｉｎｃｒｅａｓｉｎｇａｍｏｕｎｔｏｆｔｉｍｅｉｎｓｃｈｏｏｌｓ・

Ｗｉｔｈ‘relevance’asthecommonelementfOridentifyingwhattheoryshouldbe

taughtthenthiscouldbetermedtheReflectiveRelevancetheoryofteaching．

Thistheorywasradicallyalterediｎｌ９９２・Thegovernmentinsistedthatthe

emphasisonteachereducationshouldshiftfromtheunwersitiestotheschools，

sothatstudentsontheoneyearPost-graduateCertificateinEducation（PGCE）

coursewouldspenduptofOurdaysperweekinschool・Practicewastotake

precedenceoveｒｔｈｅｏｒｙｉｎｗｈａｔｃａｍｅｔｏｂｅｋｎｏｗｎａｓ‘school-centredinitial

teachertraining’（SCITr)courses・AlthoughitwasneverclearlyeXplained,the

theoryofteachingthatseemedtobeimpliedherewasthatstudentswouldlearn

toteachbydoingandeXperiencingteachingwithallitsproblemsfOrthemselves・

SuchatheorycanbestbetermedtheExperientialtheoryofteachingandiｓｔｏｂｅ

distinguishedfromtheRelevancetheorybeCauseitplacedheavyemphasisonthe

actualpracticeandexpenenceofteaching・Althoughstudentteachersstillhad

aminimalconnectiontotheuniversityandreceivedtheirteachingcertificate

fromtheuniversitywhowereultimatelyresponsibleforthequalityoftheir

course，ｉｎｍａｎｙｒｅｓｐｅｃｔｓｔｈｅｅｍｐｈａｓｉｓｈａｄｒｅturnedtotheveryfirststageof

thishistory,thatistotheContentandControltheory．

Thehistoryofthetheoryofteachinginteachereducationcouldthusbesummarised

inthefOuowingtable：

7４



Stage

Stagel

SｍgＧ２

Stage３

Stageイ

日英教育研究フォーラムＮｏ．３

Tablel:The4StagesofTeachingTheory

Theoryｏｆ

Cbntenta

theoIyof

tｍｊ
Ｃ

ｍｇ

DiSCipIinestheo

ofteachjng
Ｉｙ

Rei7ectiveReIevance

theoIyofteachjng

EXpemnentiajtheoIy

ｏｆteaching

Result

Withininitialteachereducation

locatedinschoolsthereseemsnoplace
fOruniversityconceptionsoftheCry．

Withininitialteachereducation

locatedinbothhighereducationand

schoolstherEisaplacefOrtheory，
conceivedofastheacademic

disciplinesofhighereducation．

WithteachersandteaChereducatorｓ

workinginclosepartnershipsthe

conceptionoftheoryandofteacher

educationbeginstochangeinfOnned
bynotionsofreflectionand
relevance．

Politiciansintroducetheirown

conceptionoftheorysoastojustfy
arEmovalofteaChereducationfrom

universitiestoschools・WithteaEher

education(initialandcontinuing）
locatedinschoolsthereislittleroom

fOrhighereducation'ｓcontribution
toatheoryofteaching．

Itcanquicklybeseenthatthesestagesinfactrepresentacircle,wherethelast

theoryisinfactveryＣｌoseinmanykeyrespectstothefirst・Thiscanbe

representedasfOllows：
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Figurel：TheoriesofTeachinginTeacherEducation

lwillnowturntothetaskofconnectingtheaccountlhavepmvidedofthetheory

ofteachinginthespecificfieldofEnglishteachereducationtothemoregeneral

fieldofHigherEducation．

ＴｈｅＴｈｅｏｒｙｏｆＴｅａｃｈｉｎｇａｎｄＨｉｇｈｅｒＥｄucation

RamsdenopenhisexcellentbookLeaｍｉｎｇｔｏＴｅａｃｈｉｎＨｉｇｈｅｒＥｄｕｃａｔｉｏｎｂｙ

paintingapictureofbaduniversityteachingwhichis,ｈｅsays,ａｌｌｔｏｏｃｏｍｍｏｎ

ａｎｄｗｈｅｒｅｔｈｅｔｅａｃｈｅｒ“mumbleslifelesslyfromasetofwell-wornnoteswhile

halftheclasssnoozesandtheothermakesdesultoryjottings”（Ramsdenl992，

p､3)．Hecontinueswiththreecasestudiesofuniversitylecturerswhoeachhave

differenttheoriesofteaching・Thefirstbelievesthatteachingisａｍａｔｔｅｒｏｆ

"gettingthestuffacross”(ibid.,ｐ､14)andsoisobviouslyacceptingtheContent

andControltheorylhavedescribedabove・Ｉｎｆａｃｔ,ｍｙｏｗｎｅｘｐｅｒｉenceworking

withlecturersinavarietyofinstitutionsofhighereducationwouldsuggestthat

thisisbyfａｒｔｈｅｍｏｓｔｃｏｍｍｏｎｖｌｅｗｏｆｔｅａｃｈｉｎｇｉｎｈｉｇｈｅｒｅｄｕｃａｔｉｏｎａｓｌｏｎｇａｓ

ｔｈｅｌｅｃｔｕｒｅｒｋｎｏｗｓｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｔｈｅｙａｒｅｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅｔｅａｃｈｉｎｇｔｈｅｎｓｕｃｃｅｓｓｆｕl

teachingwilloccur．

Ramsden，ｓｓｅｃｏｎｄｃａｓｅｓｔｕｄｙｉｓｏｆａｌｅｃｔｕｒｅｒｗhobelievesthatstudentslearn

besｔｂｙｄｏｉｎｇ,sothelecturerspendsagreatdealofthetimeorganisingactivities
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intheclassfOrstudentstocarryout・Thisapproachisbasedonaparticular

psychologyoflearning，ｓｏｃｏｕｌｄｂｅｓｅｅｎａｓｆｉｔｔｉｎｇｔｈｅＤｉｓｃｉplinestheory・Ｔｈａｔ

is,ifastaffdevelopmentunitfbllowedthisapproachtoteachingthentheywould

drawheavilyonthedisciplinｅｏｆｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙｓｏａｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅａｐsychological

theoryoflearnmgwhichwouldinsomesenseguidethelecturerintheirteaching・

Ｔｈｅｐｏｉｎｔｔｏｎｏｔｉｃｅｈｅｒｅｉｓｔｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｓｔｕｄｅｎｔｓ，learninghasbecome

conneCtedtoissuesconcerninglecturers，teaching,whereasinthefirstexample

studentsandtheirleamingneedsareignored．

Ｈｉｓｔｈｉｒｄｃａｓｅｓｔｕｄｙｉｓｏｆｓｏｍｅｏｎｅｗｈobelievesthatteachingis“anuncertain

process”（ibid.,ｐ､16）andrequirestheteachertoreflectonwhattheydo・This

approachfOllowstoacertainextentthemovementtowardsreflectivepractice

andsocouldbecategorisedasbeingpartoftheReflectiveRelevancetheoryof

teaching・Herethelecturer，ａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｓｔｕｄｅｎｔ，ｉｓｓｅｅｎａｓｉｎｖｏｌｖｅｄｗｉtha

learningprocess．

However,Ramsdencontinuesbymakingthepointthatthefirsttwoapproachesto

teachinginhighereducationarenotｓｏｍｕｃｈｗｒｏｎｇａｓ‘inadequate，,beingonly

verysimplisticaccountｓｏｆａｃｏｍｐｌｅｘｐｒｏｃｅｓｓ、Thefirstapproachis

teacher-centred,thesecondstudent-centred・Thethirdapproach,however,accepts

theconnectionbetweenwhattheteacherwantstoprovideandwhatthestudentis

tryingtoacquire・AsRamsdensaysofthisaccount，“Teachingiscomprehended

asaprocessofworkingco-operativelywitｈｌｅａｒｎｅｒｓｔｏｈｅｌｐｔｈｅｎｃｈａｎｇｅｔｈｅｉｒ

understanding,(Ramsdenl992,ｐ､114)．Theteacherdoesthisbyreflectingｏｎ

ｔｈｅｂａｒｒｉｅｒｓｔｈａｔｓｅｅｍｔｏｂｅｐｒｅｖｅntingstudentslearningaparticularcontent

andthenusingappropriatemethodstoremovethosebalTiers,ｗｈｉｃｈｈｅｓｕｍｍａｎｓｅｓ

ｉｎｓｉｘｋｅｙｐｒｉｎｃｉplesofeffectiveteachinginhighereducation（ibid.,ｐｐ､96-103)．

SimilarconclusionsarereachedbyJohnston‘sanalysisoffouracademicswho

werｅｎａｍｅｄａｓｒｅｃｉｐｉｅｎｔｓｏｆ‘ExcellenceinTeaching'awards・Thesefburacademics

shareaninterｅｓｔｉｎｔｈｅｌｅａｒｎｉｎｇｏｆｔｈｅｉｒｓｔｕｄｅｎｔｓａｎｄｉｎｔｒｙｉｎｇｏｕｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｗａｙｓｏｆimprovingthatlearning・However,Johnstonisapainstopointoutthat

"thereisaneedtoresistthecallsfOrstandardizedmeasuresofeffectiveteaching
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andfbrchecklistswhichdelineateｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｄｂｅｈａｖｉｏｕｒｏｆｅｆｆｅｃｔｉｖe

teachers"(Johnstonl996,ｐ､224)．Anotherrecentstudyofthesamephenomenon

mademuchthesamepoint，ｔｈａｔ“excellentprofessorstrytodevelopstudents，

understandingtoalevelthatallowsthemtotransferleamingtoreallifesituations”

(Andrewseta1.,1996,ｐ､98)．Itwouldseemthenthatthetheoryofteachingthat

appearsmostappropriatetohighereducationissomecombinationoftheReflective

RelevanCeapproach．

MorerecentlyUKuniversitiesseemｔｏｈａｖｅａｔｌａｓｔａｃｃｅｐｔｅｄｔｈａｔ“pedagogyin

highereducationisinapre-professionalstate”（Mathesonl981,citedinBeard

andHartleyl984,ｐ､22）andareattemptingtocreateaprofessionalbodyfOr

universitylecturers,thelnstitutefbrLeamingandTeaching,whiChwouldaccredit

lecturersandprovidethemwithappropriateteachingskills・However,itisnot

clearwhetherthiswouldsi、ｐｌｙｂｅａ‘tipsandtricks，approachtoteachingin

highereducation,orwouldinvolvesomethingmorethoroughgoing,linkedtoa

carefunyworkedouttheolyofteaching，Ifitwerethefbrmerthenthiswouldbe

nothingmorethantheContentandControlapproach,butifitwerethelatter

thenitmighｔｗｅｌｌｂｅsomecombinationofReflectionandExperientialtheoriesof

teaching・Thenewimportancethatiscurrentlybeinggiventohighquality

teachinginhighereducationcanalsobeseｅｎｂｙｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｗａ

ｐｒｏｐosalthatthehighereducationfundingcouncilwillnowdirectextrafUnds

towardsthoｓｅｉnstitutionsthatcanshowthattheirteachingisinfactofhigh

quality・However,ｉｔｍｕｓｔｂｅｓａｉｄｔｈａｔｑｕｉｔｅｈｏｗｈｉｇｈｑｕalityteachinginhigher

educationｉｓｔｏｂｅｒｅｃｏｇｎｉｓｅｄｈａｓｙｅｔｔｏｂｅｍａｄｅClear．

ThePracticeofTeachinginHigherEducation

Inhighereducationtherewouldseemtobebasicallyfivemethodsofteaching，

through：

1．LeCtures

2．Seminars

3．Tutorials

4．Laboratory/fieldwork

5．Teacher-lessteaching
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Howdotheserelatetothetheoriesofteachinglhavesofardescribed？

LecturesandtheTheoryofTeaching

ltisvelyeasytocriticisethisfbrmofteachingandyetitisprevalent，ｉｆonly

becauseitsocost-effective(onelecturertolOOstudentsrequlresonlyonelarge

room，ａｓｏｐｐｏｓｅｄｔｏａｓｅｍｉｎａｒｏｆｌｌｅｃｔｕｒｅｒtolOstudentswhichwouldrequire

lOroomsandlOlecturersfbrthesamenumberofstudents)．Thereisanatural

tendencytomakeuseoftheContentandControltheoryofteachingbecause，

ｆａｃｅｄｗｉｔｈｌＯＯｏｒｍｏｒｅｓｔｕｄｅｎｔｓｉｎａｎimpersonalechoinglecturetheatrｅｉｔ

ｗｏｕｌｄｏｎｌｙｂｅｈｕｍａｎｔｏｆａｌｌｂａｃｋｏntheonethingthatthelecturerissupposed

tobeconfidentabout,thecontentoftheirsubject．

RecentｌｙｍｙｏｗｎｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｏｆｐｒｅｐａｒｍｇｎｅｗlecturersinhighereducationfOr

theirprofessioninatechnologicalinstitutionintheAseanregiongavemethe

opportunitytoobserveawidevarietyofsuchmasslecturesandthentotalkover

withthelecturersvideo-tapesoftheirperfOrmance・Ｔｈｅｃｏｍｍｏｎfactorwasa

feelingofhopelessnesｓｉｎｔｈｅｔａｓｋｔｈｅｙｈａｄｂｅｅｎｓｅｔ,coupledtoanawareness

thatwhentheyasstudentshadexperlencedsuchteachingtheyhadlearned

little・DespitewhattheysawasweaknessesｉｎｔｈｉｓｆＯｒｍｏｆｔｅａｃｈｉｎｇｔｈｅｙｈａｄｔｏ

ｃontinuewithitasthiswasrequiredofthembytheirinstitution，Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔ

ｗａｓｕｓｕａｌｌｙａｎｈｏｕｒｏｆａｓｐeechdirectedfromadistantspeakertoanevenmorE

distantaudience・Iwasregularlyremindedofthedefinitionofalectureras‘a

personwhotalksinanotherperson'ssleep.，

Yetlectures,ａｓｗｉｔｈａｎｙｆＯｒｍｏｆｈｕｍａｎcommunication,canbevaried・Brown

andBakhtar（1983）identifiedfivedifferenttypesoflecturer・Thefirstofthese

typesispreciselytheonethatlhavejustdescribed,wherethelecturer“rarely

usesanymeansofcommunicatingotherthantalk”（BeardandHartleyl984，

ｐ､156)．MyworkintheAseancontext,andsubsequentlyrefinedinmyown

teachingoflargegroupsofresearchstudentsinalecturetheatre，concentrated

onmakingfUlluseofawidevarietyofcommunicativeteChniqueswhichfbcuson

removingthebarrierstolearningthatthelecture-theatresituationcancreate，

Thisincludedusing‘advanceorganisers’ｔｏｓｈａｒｅｗｉｔｈｓｔｕｄｅｎｔｓ，ｓｕｍｍａｒｉｓｉｎｇ
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whathadgonebefOre,makinguseofoverheadstocaptureasvisuanyaspossible

themainpointsofthelecture,distributingtheseashandoutssothattheirminds

werenotoccupiedwithextensivenote-taking,requiringthestudentstoperfbrm

anactivityonpaperatleastonceeverｙ２０ｍｉｎｕｔｅｓａｎｄｔｏｒｅｐorttothegroup

themselves，relatingthematerialtotheirownacademicsituationonaregular

basis,makingｍｕｃｈｕｓｅｏｆｈｕｍｏｕｒｉｎｐｌａｃｅｓｔｏｋｅｅｐｔhetoneofthesessionlight

andclosingthesessionwithasummaryofwhathadbeendoneandwhatwould

fOllow(whatltermed‘signposts',asthiseXplainedwherethestudentshadbeen

andwheretheyweregoing)．Inthiswayevenlargescalelecturescanmoveaway

fromasimplisticuseofjusttheControlandContenttheoryofteachingtoone

thatmakesuseofallfburtheories．

Seminars/Tutorials1）andtheTheoryofTeaching

UntillhadeXperiencedadifferentculturalcontextintheAseanregionlhad

assumedthatthemainobjectiveofseminarsandtutorialswastoallowstudents

todevelopindependentcriticalthinkingbasedonwhattheyhadexperlencedin

lecturesandtheirsubsequentreading・Ｉｗａｓｓｕｒｐｒｉｓｅｄｔｏｆｉｎｄｔｈａｔｅｖｅｎｗｈｅre

lecturErsattemptedtoencouragethisobjectivethestudentsthemselvescomplained

thattheywantedthelecturertogivethemfurtherinfOrmation・Inthisway

seminarsandtutorialssimplybecamesmall-scalelectures・Indeed,ａｎｕｍｂｅｒｏｆ

ｌｅｃｔｕｒｅｒｓｔｏｌｄｍｅｔｈａｔａｌｌｔｈｅｓｔudentswantedwastobegivenverystronghints

astowhatwouldappearontheirexaminationpapersandiftheyfailedtolecture

thestudentsinseminarsandtutolialstheyreceivedpoorstudentevaluation．

Ｎｏｗｔｈｅｓｅｍｉｎａｒ/tutorialsituationisidealfbrmovingbeyondtheContentand

ControltheoryandintroduCingelementsoftheotherthreetheories,butespecially

theReflectiveRelevancetheory・Ｂｙｔｈｉｓｌｍｅａｎｔｈａｔｓｕｉｔａｂｌｙｐｌａｎｎｅｄand

organisedthereisarealopportunityfbrthestudents,ｐｍＷｄｅｄｔheya死pmpeI1y

pr印a１℃dbytheIectu妃rtodothjs2),totakepartinareflectiveprocessｉｎｗｈｉｃｈ

ｔｈｅｙｂｅｇｉｎｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒｆＯｒｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｔｈｅｗａｙｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｔｈｅｙａｒｅ

ｒｅｃｅｉｖｉｎｇｃａｎｃｏｎｎｅｃｔｔotheirownacademicconcerns・Ｉｎｔｈｉｓｗａｙｗｈｅｎｔｈｅｙ

ａｇａｉｎｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｌｅｃｔｕｒｅｓｔｈｅｙａｒｅｔｈｅｎａｂｌｅｔｏｍａｋeandsubsequentlyexplore

connectionsbetweenelementsofthematerialthatwouldotherwiseneverseethe

lightofday・Ｉｆ,however,thestudentsinsistonbeinglecturedtoinanon-lecture
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situationandthelecturersgiveinｔｏｔｈｉｓｄｅｍａｎｄｔｈｅｎｂｏｔｈｐａｒｔｉｅｓａｒＥindanger

ofbeinglimitedtousingjustoneoffOurteachingtheories,theContentand

Controltheory．

Laboratory/FieldWorkandtheTheoryofTeaching

OnthesurfaceatleastthisfOrmofteachingseemstomakeuseoftheExperiential

theory・Afterall,ｗｈａｔｃｏｕｌｄｂｅｍｏｒｅ‘eXperiential'thanactuallyworkinginthe

laboratoryorinthefieldwiththematerialthatfOrmedthebasisofthesubjecｔ

ｂｅｉｎｇｓｔｕdied？However，ｉｔｄｅｐｅｎｄｓｕｐｏｎｔｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｉｓａｐproachtop

teachingisstructured・Ifinlaboratolyworkthestudentsaresimplygivenaset

ofinstructionstofO11ow,ratherastheymightfOllowamasterchef，srecipeif

theywerecookingameal,ｔｈｅｎｔｈｉｓｉｓｍｏｒｅｌｉｋｅｔｈｅＣｏｎｔｅｎｔａｎdControltheory

ｏｆteaching・Ｔｈｅｓａｍｅ‘recipeapproach’tofieldworkcanalsoexist，where

studentsaretoldpreciselywｈａｔｔｏｌｏｏｋｆＯｒ，makeheavyuseofaworksheet

preparedbythelecturerandarealsogiveneXplicitinstructions（completewith

headings)astowhatsortofreporttheyshouldwrite・Ｏｎｅｉｓｒｅｍｉｎｄｅｄｈｅｒｅｏｆａ

ｂａｂｙｂｅｉｎｇｂottlefedbyitsparents，notofstudentsexperiencingfOrthemselves

theexcitementofpracticalwork．

Teacher-lessTeachingandtheTheoryofTeaching

OneofthemorerecentfeaturesofhighereducationintheＵＫａｔｌｅａｓｔｈａｓｂｅｅｎ

ａｎ“exponentialexpansionofdistanceeducation”courseｓ(Hawkridgel995,ｐ３)．

LedbythesuccessoftheOpenUniversityotheruniversitieshaveexploredthe

waysinwhichstudentsmightbeabletolearnwithoutthepresenceofteachers・

Myowndepartment,fOrexample,ｈａｓｉｎｔｈｅｌａｓｔ８ｙｅａｒｓｍｏｖｅｄｆｒｏｍａsituation

whereithadnodistanceeducationstudentstakingmastersdegreesineducation

toonewheretherearenearly800・ＴｈｅｃｏｕｒｓｅｓａｒｅｏｆｆｅｒｅｄｉｎｔｈｅＧｕｌｆＳtates，

ＨｏｎｇＫｏｎｇ，Singapore，ＴｒｉｎｉｄａｄａｎｄＴｏｂａｇｏａｎｄ，ｏｆcourse，ｔｈｅｈｏｍｅｍａｒｋｅｔ

(ｗｈｉｃｈｉｎｃｌｕｄｅｓｔｈｅｗｈｏｌｅｏｆｔｈｅＵＫａｎdEurope‐withthreeUKstudentson

coursewhocurrentlyliveandworkinJapan)．

Ihavebeencentrallyinvolvedwiththesedevelopmentsand,asyoumightexpect，

ourcoursesstresstheobjectiveofproducingreflectivepractitioners,andsothe

teachingtheoryisverymuChthatofReflectiveRelevance・Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈｅ
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coursedependsuponWrittenmoduleswhichreplaceourface-to-faceteａｃｈｉｎｇ

ａｎｄｉｔｉｓｈｅｒｅｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｔｈｅｇｒｅａｔｅｓｔｄａｎｇｅｒｉｎｒｅｌｙｉｎｇｏｎｗｈａｔｍｉｇｈｔｂｅ

ｔｅｒｍｅｄ‘virtuallectures',basedonaContentandControlapproachtoteaChing・

Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｂｅｃａｕｓｅｈａｌｆｏｆｔｈｅａssessmentcomesfromapieceofaction

research(thatis,thestudenthastoidentifyaproblemthatconcernsthemin

theirprofessionalsituationandeXplainhowtheywouldresolveitasbestthey

can)thenthereisasignificantelementoftheExperientialtheoryinvolved．

ComputerAssistedLearning(CAL)isanotherfOrmofteacher-lessteaChingand，

again，couldsimplymakeuseofadisguisedfbrmoftheContentandControl

theoryofteaching・MyobservationofsuchafOrmofteachinginhighereducation

intheAseancontextrevealedoneadvantagethaｔＣＡＬｈａｄｏｖｅｒｆａｃｅ－to-face

teaching，namelythatstudentsweremorepreparedtoadmittothecomputer

theirfａｉｌｉｎｇｓａｓｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｄｏｉｎｇｓｏｔｏｔｈeirlecturers，Thismightwellbeseen

asamatterofnotlosing“face”infrontoftheirpeers,butitcertainlyseemedto

offeraneffectivefOrmofselfLcorrectionofbasicerrorsofunderstanding．

CONCIUSION

ltiseasyfOrlecturerscaughtupintheday巨to-dayproblemsofteachingstudents

toignorethefactthatthereisasubstantialbodyofworkwhichexistsexamining

thenatureofteaching(seeespeciallyStonesl99Z)．ThusReynoldsfeelsableto

saythat’Ithereisquaint，old-fashionedandultimatelydamagingBritishview

thatteachingisaｎａｒｔ，notanappliedscienceandthat，therefOre,teachersare

boneratherthanmade"，continuingbytalkingof“ourinabilitytocreatea

scienceofteaching"(Reynoldsl998,ｐ､9)．However,heconcludeshisarticleby

statingthatitissimplynotacceptable“tocontinuetheeducational’'do-it-

yourselfnthathascharacterisedthetrainingofteachers”（ibid.),aphrasewhich

nicelycapturesthefirstandlaststageslhavedescribeｄｏｆｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆ

ｔｈｅｔｈｅｏＩｙｏｆteachinginteachereducation．

ＷｈａｔＩｈａｖｅｔｒｉｅｄｔｏｓｈｏｗｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｍｏｒｅｔｏｌｅｃｔｕｒｉｎｇｔhen

simPlyPassingonthecontentofone，ssubject・Thereareatleastfburtheoriesof
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teaching,noneofwhichcanoperateeffectiveｌｙｏｎｔｈｅｉｒｏｗｎ,ｂｕｔｗｈｉｃｈｃｏｍｂｉｎｅ

ｔｏｃｒｅａｔｅａｒａｎｇｅｏfapproachestolecturingwhichultimatelyproduceeffective

andenjoyablelearning・ItisagreatshamethattheBritishgovernmenthasin

effectignoredthecomplexitiesofteachingandoptedｆｂｒｏｎｅｓｉmpletheoryto

infOrminitialteachereducation，atheorywhichwasdiscreditedmorethana

centuryago・Whatweaslecturersinhighereducaｔｉｏｎｍｕｓｔｒｅａｌｉｓｅｉｓｔｈａｔｔｈｅ

ｃｏｍｐｌｅxandinfinitelyvaryingsituationｓｕｃｈａｓｗｅｆｉｎｄｏｕｒｓｅｌｖｅｓｉｎｗｈｅｎ

ｔｅａｃｈｉｎｇｒｅｑｕｉｒｅｓｕｓｔｏｄｒａｗｏｎｅｑｕａｌｌｙｓｕｂｔｌｅｔｈｅｏｒｉｅｓｏｆteaching・Ｗｉｔｈ

Ｒａｍｓｄｅｎ，“ｉｔｉｓｕｐｔｏｕｓａｓｔｅａｃｈｅｒｓｔｏｔａｋｅｃｏｎｔrolofimprovingteaching，，

(Ramsdenl992,ｐ,269)ａｎｄｗｅｄｏｔｈｉｓ,Iwouldsuggest,byseeingourteachingas

aconversationbetweenfriendsinwhichbothlearn・ＩｎｔｈｉｓｗａｙｗｅｗｏｕｌｄｆＯｌｌｏｗ

oneoftheprEceptsofBuddha,namely：

ｍｅｍＪｅｓｏｆ飯endShjpmeanthatthe妬shouIdbemutuaIS)mpathy

between瞳ends,eachsUpplyingwhattheotherlacksandtIymgto

benejyttheoth“ajwaysusjng戯endlyandsjncerでｗｏｍＳ．

（BukkyoDendoKyokail966,ｐ､426）
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一一教授学と高等教育一一

高等教育における教授理論の構築に向けて

ピーター・ギルロイ

科学的知識なしに実践の魅力に囚われた人々は、舵やコンパスなしに航海に乗り出す

航海士のようなものであり、自分が何処に行くのか全くわからないだろう。実践は常

に健全な理論的知識の上に成り立つべきものである。

レオナルドーダ＝ピンチ『覚え書き』より

はじめに

もしも高等教育における教授活動の本質についての説明を求めるために、高等教育

全域にわたってすべての可能な領域を検討すべきであるというならば、まず第一に教

師教育を行う教育学部を検討すべきである。現に大学の教育学部は、かなり多様な学

生（学部生、大学院生、１８歳の青少年からベテランの教師まで）に対して教授するだ

けでなく、多くの場合、新任の大学教師達にいかに教えるかということを教授する責

任もある。それ以上に、そこでの研究もまた教授活動の本質といったものにしばしば

踏み込んでいる。

それゆえ、本報告も教師教育の分野から検討することから始めよう。まず教授学に

ついてどのように言われてきたかということ、そしてそういった事柄が高等教育一般

とどのような関係を持つことができるのかどうかということを考えてみたい。とくに、

イングランドにおける教師教育は此処１０年間で劇的に変わってきたので、こういった

変化が我々が認識し検討できるような健全な理論に基づいているかどうかということ

を検討することから始めよう。この課題に取りかかるや否や、いまいったような楽観

主義はすぐに消えてしまうことが分かるだろう。

教師教育における教授理論の略史

19世紀中葉までイングランドには教師教育の公的な制度というものは存在しなかっ

た。基礎教育学校の年長生徒が「教員見習生」であった。そして大多数の教師は実際

に教えることで如何に教えるかということを身につけていったのである。このことは、
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当然ながら、教授理論を含んでいる。すなわち、教授活動が直接的で明白な仕事であ

るので、もし適切な内容を知っており、秩序を維持できれば誰でも教えることができ

るという理論である。これを「教授の内容と統制の理論（ContentandControltheoryof

teaching）」と呼ぶことができる。

1861年、政府の諮問委員会はこの教授理論によって引き起こされた学校の状況は失

敗であり、教師教育には大学が参加すべきであると勧告した。100年たって、大学教育

に基礎を置く教授の複雑な技術を訓練する正式な養成コースが存在するようになった。

理論は教えられが、それは歴史、哲学、社会学そして心理学に基づくものであった。

さらに学生達はまとまった時間、学校現場での教育実習を行う。しかしながら、教授

理論の理解のための土台を与えるような学問領域に強調点が置かれていたので、これ

を「教授の諸学問依存理論（Disciplinestheoryofteaching）」と呼ぶことができる。こ

れは、学生達に、例えば、プラトンが教授として考えた理論と、学生達が経験してき

た２０世紀の学校での教育実践とを関連づけさせるようにするものである。そしてその

関連性はしばしば見い出すのが困難である。

学問を過度に強調する傾向は徐々に多くの大学で次に述べるような新たなものへと

変わっていった。つまり、それは教師教育に対する大学教育の貢献度をはかる基準で

ある「適切さ」を持ちつつ、ショーンによって紹介された「内省的実践」

（Schon,1987）と学校とのパートナーシップを強調するというものであった。1987年

までに政府は教師教育を監督する新しい機関、教師教育評価協議会（theCouncilfbrthe

Accreditationof亜acherEducation--CATE）を設置した。同協議会はほかのこともさる

ことながら、教師教育に携わる教師に対して、教師自身も「現代的かつ適切な」教育

実践経験をもつことを要求した。そして学校とのパートナーシップが実現され、学生

達は学校で多くの時間を過ごすようになった。いかなる理論が教えられるべきかとい

う判断を下す際に、「適切さ」が共通の判断基準となったので、これを「教授の内省

的適切性理論（ReflectiveRelevancetheoryofteaching）」と呼ぶことができる。

この理論は1992年に180度の転換が迫られた。政府は教師教育は主要には大学ではな

く学校でなされるべきであると主張しはじめたため、ＰＧＣＥ（Post-graduateCertificatein

Education）コースの学生達は一週間に４日間学校で実習を行うこととなった。実践が

理論よりも重視されるべきであるというこの政策は「学校現場を中心とする教員養成」

（school-centredinitialteachermining-----SCITT）として知られるようになった。一度も

明確に説明されたことがなかったにも拘らず、この教授理論が意味するように見える

ものは、学生は、自分達だけで、実際に教えることでいかに教えるかということにつ

いて学び、ありとあらゆる問題を経験するだろうということであった。そのような理

論は「教授の経験主義的理論（Experientialtheoryofteaching）」と呼ぶことが一番あっ
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ており、「適切性理論」とは区別すべきものである。何故ならば、この「経験主義的

理論」は教授活動の実践と経験を強調するものであるからである。教育実習生は最小

限のつながりを大学と維持し、大学から資格証明書を発行してもらい、大学は教員養

成コースに対して最終的な責任を負っている。それにも拘わらず、多くの点において、

強調されている点はこの歴史の第一段階、すなわち「教授の内容と統制の理論」の段

階に戻っている。

高等教育における教師教育の理論史は、以下の表にまとめることができる。

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

表ｌ教授理論の４段階

教授理論

内容と統制の理論

諸学問依存理

論

内省的適切性
理論

経験主義的理論

結果

学校現場での実習重視

大学での理論研究の余地無し

高等教育と学校現場双方で主要な教育が
行われる。高等教育における学問として
見なされる。

大学と学校とのパートナーシップが保たれ
理論と教師教育の概念が内省と適切性に
よって変化を受け始める。

政治家達は彼等独自の概念を持ち込み、

教師教育を大学から学校へと移すことを

正当化している。教師教育（養成と研修）
Iま学校現場で行われ、高等教育の貢献する
余地はない。

これらの段階が実際循環しているということ、つまり最後の理論（第４段階の理論）

が第１段階の理論と主要な部分で似通っているということがすぐ分かる。このことは

以下のことを示している。
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図ｌ教師教育における教授諸理論

／ ﾜ
Experientialtheory

ofteaching

ＣＯntentandContml

theoryofteaching

Disciplinestheory

ofteaching

／
ReflectiveRelevance

theoryofにaching

それでは、イギリスの教師教育における教授理論とより一般的な高等教育との関連

について、述べることにしよう。

教授理論と高等教育

ラムズデンは、彼のすばらしい本、「高等教育で教えることを学ぶ（Leamingto

TeachinHigherEducatio､）』を、大学での教授方法の悪い例を描き出すところから始

めている。彼によれば、悪い例はどこにでも見られるものであって、そこでは「教室

の学生の半分は居眠りをしていて、残り半分は取り留めもない悪戯書きをしているが、

教師といえば使い古したノートをただただぶつぶつと読み上げている」（Ramsden

l992,p3）。彼は続けて大学教師の３つの事例を挙げている。この３人の教師はそれ

ぞれ異なる教授理論を持っている。一番目の教師は、教えるということは「知識を受

け渡すこと」（p､14）であると信じているし、私が「内容と統制の理論」と命名した

理論を受け入れていることは明らかである。実際、様々な大学の教師たちと一緒に働

いた私自身の経験から、高等教育における教授に関して、これが最も一般的に見られ

るものであると思われる。教えるべき内容を教師がよく理解している限り、授業は成

功する。
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ラムズデンの第二の事例は、学生は自分達で何かした時に一番学ぶということを信

じている教師の事例である。従って、教師は学生達が自らが何かをできるよう準備し

てやることに最大限時間をかけている。このアプローチは学習に関するある特定の心

理学に依拠している。だから、既存諸学問理論の適用と考えられる。すなわち、もし

このアプローチを使って、スタッフ・デベロップメント・ユニットが教育を行ったら、

それは主に心理学に基礎を置くものとなるだろう。ちょうど教師達がそれを信じてい

る様に心理学的学習理論をつくり出すために。ここで指摘しておきたいことは、学生

の学習は教師の教え方の問題と関連しはじめるということである。第一の事例では学

生と彼等の必要性などは無視されていたのであるが。

第三の事例は、教授は「不確かなプロセスである」と信じている場合である（Ibid，

p､16）。そして教師に対しては、学生達がしたことについて考えることを要求する。

このアプローチはある程度まで内省的実践へと向かう。だから「内省的適切性理論」

の一部であるとすることができる。ここで教師は、学生と同様に、学習過程に参加し

ているように見える。しかしながらラムズデンは次のような指摘を続けてしている。

高等教育における前二者のアプローチは「不十分」であるから過っているのだとはい

えない。ただ複雑なプロセスを余りにも単純化しているのである。第一のアプローチ

は教師中心主義であり、第二のアプローチは学生中心主義である。第三のアプローチ

は、しかしながら、教師が教えたいと思っていることと学生が獲得しようとしている

こととの関係性を認めている。ラムズデンがこれについて述べているように、「教え

ることは学習者との共同作業であり、彼等の理解を変えることを助けるプロセスとし

て理解される」（pll4）。

教師は学生達がある特定の内容を学習することを妨げているように見えるバリアの

存在を指し示し、これらのバリアを取り去る適切な方法を使うことによって以上に述

べたようなことを為すのである。このことを高等教育における効果的教授法の６つの

原則としてラムズデンは要約している（pP,96-103）。

同様の結論が、ジョンストンによっても引き出されている。彼は「最も素晴らしい

教授」賞を受賞した４人の大学教師を分析した。これら４人の大学教師は彼等の学生

の学習に興味を持ち、学習過程を改善する様な４つの異なる方法を使おうとした。し

かしながら、ジヨンストンは「効率的教授法を標準化する要望や教えるのが上手な教

師の行動様式をリストにしてほしいといった要望を拒絶する必要があること」を指摘

することを忘れていない（Johnstonl996,ｐ224）。同様な現象を分析した最近の研究も

また同様の指摘をしている。すなわち「優秀な教授は、学習を現実の生活に活かすこ

とができる程度にまで学生の理解を深めるよう心掛けている」（AndIewseta1.,1996,

p98）。高等教育レベルでもっとも適切だと思われる教授理論は、内省的適切性理論
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のいくつかの組み合わせであるというように思われる。最近、イギリスの大学は、

「高等教育における教授学は、今だ専門以前の状態である」（Mathesonl981,Beard

andHartleyl984p,22からの引用）ということをとうとう認めたように思われる。そし

て大学教師のための専門機関、theInstitutefbrLeamingandT℃achingを創立しようと試み

ている。これは講師としての資格を認定し、彼等に適切な教授技能を身に付けさせる

場となることが予定される。しかしながら、これが高等教育における教授の単なる

「コツや秘訣」アプローチに成り下がるか、教授理論と結びついたもっと洗練された

ものを含むかどうかは、定かではない。もし前者であれば、それは「内容と統制」ア

プローチ以上のものとはならない。しかしもしも後者であれば、教授の「内省」と

「経験的」理論のなんらかの組み合わせとなるだろう。高等教育における優れた教授

活動に最近になって与えられている新しい重要性は、高等教育基金協議会（HEFC）が

このような優れた教授活動を行っている大学に対して特別補助金を交付しようという

事実によっても見受けられる。しかしながら、高等教育における優れた教授活動とは

どのようなものであるかということを判定する基準といったものは明らかにされてい

ないということは指摘しておかなければならない。

高等教育における教育実践

高等教育において、基本的には以下の５つの教授方法が見受けられる。

ｌ講義

２セミナー

３ チュートリアル

４実験／フィールドワーク

５自習

私が今まで述べてきたこととこれらの教授方法はどのように関連しているだろうか。

講義と教授理論

講義という教授方法を批判することはとても簡単である。もしそれが大変コストの

面で安上がりであるという理由のみであったとしても、それは広く流布している。一

人の講師が100人もの学生を教えるのには大教室が一つあれば済む。それにひきかえ、

講師一人当り10人の学生によるセミナーは、学生100人であれば、１０教室と10人の講師

が必要である。講義では、「内容と統制」教授理論を使う傾向が自然である。何故な

らば、100人以上もの学生に非人間的な声がこだまする講義室で授業を行う場合、教師

が自分が教えていることを熟知しているということを想定するのがふつうであろう。
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最近、アジアのある技術系大学で、高等教育の新人教師達に対する講義をすること

があった。私にとってこの経験は、マスプロ授業の様々な在り方を観察し、彼等の実

践に対するビデオテープをもとに彼等と話し合うという機会を与えてくれた。そこで

共通に見られた傾向は、彼等が準備した課題というものに対する彼等自身の絶望感で

あり、それは彼等自身が学生であった時に、このような教授方法からでは自分達はほ

とんど何も学んでこなかったのだということに気付いたからであった。この種の教授

法の弱点を彼等が見い出したにも拘わらず、彼等は大学が彼等に要求するものとして

この教授法を続けなければならない。結果は大抵、離れたところから一方的に教師が

１時間話し続けるというものであった。私は、教師とは「寝ている相手に話しかけて

いる人」であるという定義をくり返し思い出さざるを得なかった。

講義は、その他の多くのコミュニケーションの形態と同様、多様であり得る。ブラ

ウンとバクターは、講義を異なる５つのタイプに分類している。第１のタイプは、私

がこれまで述べたものとまさに同じものである。そこでは教師は「コミュニケーショ

ンの手段として、話すこと以外ほとんどほかの手段をとらない」（BeardandHartley

l984,p､156)。アジアでの私は、大講義室で多数の大学院生を相手に講義をする中で改

良していったのだが、大講義室がもたらす学習へのバリアを取り去るための多種多様

なコミュニケーションのテクニッックを駆使するよう意識した。それには以下のよう

なことが含まれる。学生と共同の「アドバンス・オーガナイザー」の採用、前回まで

の授業内容の要約、講義の要点を視覚的にも訴えるためにオーバーヘッド・プロジェ

クターを活用すること、そのOHP原稿を学生に配付することによって学生達の過度の

ノート取りの作業を避けること、少なくとも20分に一度は何かを普く作業をさせ、そ

れをグループで発表させること、定期的に彼等の研究状況と素材を関連させること、

たまに冗談を言って講義の雰囲気をやわらげること、そして講義を終えるにあたり、

今回何をやって次回は何をやる予定か学生達に伝えること（これを私は「道標」と呼

んでいる。これによって学生達は今どこにいて、これからどこへ行くのかわかるから

だ）等。このような方法を用いることによって、大規模な講義も「内容と統制の理論」

の教授方法の単純な適用を免れて、その他の４つの理論をすべて活用できるようにな

るだろう。

セミナー方式／チュートリアル方式'）と教授理論

’チュートリアルは教師と学生が一対一で、セミナーは大体１０対１だろうが、双方の主要な目

的である討論は、共通している。従ってここでは一つにまとめた（BeardandHartleyl984，

p､174）。
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アジアでの異なる文化的文脈において経験を積むまで、私はセミナーとチュートリ

アルの主要な目標は、講義や自習によって得られたものをベースに学生達が独自に批

判的思考というものを身につけていくようにさせることだと思っていた。しかしアジ

アでは、教師がそうさせるよう試みている場合でさえ、学生達はもっと情報が欲しい

と教師に不平をこぼすのを見て、私は驚いてしまった。そうなると、セミナーや

チュートリアルは小型の講義になってしまった。事実、多くの教師が、学生が欲しが

るのは全て試験に出そうな問題に関するヒントであって、もしそれを教えてやらなかっ

たら、セミナーやチュートリアルの学生達からは低い評価を得ることになると話して

くれた。

セミナーやチュートリアルの状況においては、「内容と統制の理論」を越えて、その

他の三つの理論の要素、とくに「内省的適切性理論」を導入することが望ましい。こ

こで私が意味しているのは、授業が適切に計画され、組織化された場合、学生達にとっ

て彼等が教わった内容を彼等自身の学問的関心に結び付けることができるような方法

を自分自身で考えるための内省的プロセスに参加する本当の機会を与えることになる

ということである。しかしそれが可能なのは、すでに講義によって十分学生達がそれ

にむけて準備している場合に限られるのである2)。そうする内に、次にまた講義を受

けた時、学生達はこれまでは陽の目を見なかったであろう話の中身との関連性に気づ

くようになる。しかしながら、講義ではないにも拘わらず、講義をしてほしいと学生

達が固執したら、そしてその要求に教師が答えてしまったら、四つの教授理論のうち、

たった一つ、すなわち「内容と統制の理論」のみを使うという危険に教師と学生双方

が陥ることになるだろう。

実験室／フィールド・ワークと教授理論

表面的には、この種の教授方法は「経験主義的理論」を利用するように見えるだろ

う。一体全体、研究すべき対象の基礎を形作る素材に対する実験室での実験やフィー

ルドでの調査以上に「経験的」であり得るものがあろうか？しかしながら、この方法

は、どのように授業が構造化されるかということに左右される。もし、実験室での作

業がたんに教師の指示通り行われるようであれば、ちょうど料理をする時に有名シェ

２学生達が何を期待されているのか気づかされること、セミナー／チュートリアルに臨んで準

備を十分していること、教師は、有益な討論がなされるよう、言葉だけに囚われなずに学生の行

動を理解することなどを意味している。（アジアの文脈で私が使ったイメージは、教師は耳を二
つ、口を一つ持っているから、学生達が話すことを２倍聞かなくてはならないというものであっ

た）。
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フのレシピ通りにするのと同じようだが、それは「内容と統制の理論」に近付いてし

まうだろう。フィールドワークに対する同様の「レシピ・アプローチ」もまたあり得

る。そこでは学生達は何を見つけるのか明確に指示され、教師が準備したワークシー

トを使わなければならず、事細かにのちに提出する調査報告書に関する指示も、題目

も含めて与えられるのである。実践的作業の面白さ、醍醐味といったものを味わって

いる学生というより、親によって浦乳瓶を与えられている乳児の姿を想像してしまう。

教師不在の授業と教授理論

イギリスにおける高等教育のもっとも最近の特徴の一つは、少なくとも、「遠隔地

教育の拡大の可能性」（Hawkridgel995,p3）である。オープン・ユニバーシティの成

功に刺激されて、他の大学でも、教師なしで学習できるような方法を開発してきた。

私の学科でも、たとえば、過去８年間で、遠隔地の学生で修士課程に在学するものが

ゼロから800人近くにまで増加している。この課程は、湾岸諸国、香港、シンガポール、

トリニダード・トバゴ、そしてもちろん国内に対して提供されている。国内といった

場合、英国全土とEUが含まれる。また今日本で働いているイギリス人学生も３人いる。

私はこういった課程の設置とその拡大に向けて中心となって頑張ってきた。そして、

御想像通り、私達のこの課程は、内省的実践家を養成することに眼目をおき、従って、

教授理論も「内省的適切性理論」を重視するものである。と同時に、この課程は、対

面方式の教授に代わって、レポート形式が重視されるのであるが、そこには「内容と

統制の教授理論」に基礎を置く「仮想講義」と呼ばれるようなものに依存しやすいと

いう危険性が最も生じやすい。それと同時に、評価の半分が簡単な実地調査（これは

学生が自らの専門性においてこだわっている問題を確定し、最善を尽くしていかに解

決しようとしたか説明すべきものである）によってなされるため、「経験主義的理論」

の要素の大部分が含まれてしまう。

コンピューターを使った学習（computerassistedleaming---CAL）は、もう一つの教師

を必要としない教授方法であり、ここでもまた、「内容と統制の理論」のもうひとつ

の形式を使うことができてしまう。アジアでの経験からすれば、この種の教授方法は、

教師との対面方式よりも良い点が一つあることがいえる。すなわち学生達は、教師に

対してよりもコンピューターに対しての方が失敗を認めやすいのである。これは失敗

しても学生仲間の前で「面子を失う」ことにはならないからだろう。そうするとこの

学習方法は、明らかに基本的な誤解を自ら解決する効果的な方法を提供しているよう
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に見える。

結論

日々の問題を学生に教えるので精一杯の大学の教師達にとって、教授の本質を精査

させるような実質的な任務があるのだという事実を無視することは簡単である（Stones

l992を参照せよ）。だからレイノルズは、「教授科学を創出できなかった我々の限界」

についてかたりながら（Reynolsl998,ｐ９）、「教授はある種の芸術であり、応用科学

ではない。だから、教師は造られるというよりも生まれてくるものなのだという奇妙

な時代遅れの、そして最終的にはイギリスのイメージを悪くする考えがある」といっ

てのけたのである。しかしながら、彼は、「教員養成を性格づける教育的『DIY（自

分でやろう！）」を続けることは」もはや受け入れられないと彼の論文を締めくくっ

ている。このDIYというフレーズは、私がこれまで述べてきた第１段階と第４段階の

教師教育における理論をうまく捉えている。

私が本報告で明らかにしようとしてきたのは、ある学問の内容を単純に伝えるとい

う講義、それ以上のものがあるのだということである。少なくとも、教授理論に関し

ては４つあり、どれかひとつだけで効果的というわけではない。しかし、それらを組

み合わせることによって、最終的には効果的で楽しい授業をつくり出すことが可能と

なる方法が多々あるのである。イギリス政府が、教授の複雑さを事実上無視してきた

ことと、教師教育に対してたった一つの理論、それも一世紀も前に批判されて使われ

なくなった理論しか選択しなかったということは、とても残念なことである。恥といっ

てもいい。我々は、高等教育の教師として、教授方法の捉えがたい理論に則ることが

要求されるような場合に、今の我々が置かれているような複雑さと留まることを知ら

ない変化する状況というものを自覚すべきなのである。ラムズデンのいうように、

「教授方法を改善することに対する主導権を握るかどうかは、教師である我々 如何な

のである」（Ramsdenl992,p､269）。そして我々 は、私が示唆してきたように、共に

学ぶ友人達の間の会話として教授を見なすことによって、そうすることをしていくの

である。そうすることで我々は次のような仏陀の悟りに従うのであろう。

友情におけるルールとは、常に友だちらしく親愛なる言葉を用い、互いに足りないと

ころを補い合い、互いに互いの益となるような、本物の同情が存在するような仲にな

ることである。

（仏教伝導協会1966,ｐ426）

（岡田昭人）
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