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The UCL Institute of Eduation

The UCL Institute of Education (IOE) is a world-leading school for education and social science.

Founded in 1902, as a teacher training college in London, the IOE is now a world-class research and

teaching institution. Its distinguished history and current mission are rooted in a commitment to

social justice and belief that education transforms lives. There are currently over 7,000 students and

1,000 staﬀ working at the IOE, and the Institute is active in every continent. The IOE provides a wide
range of teacher training programmes (20), masters degrees (60), research degrees (5),

undergraduate degrees (6) and professional development courses (400 plus). Full-time, part-time
and online options allow for ﬂexible study and research.

The IOE was ranked number one institution worldwide for Education in the QS 2014 and 2015

World University Rankings. More than 10,000 teachers have trained at the IOE over the past decade

and in January 2014, it was recognised by the national inspection oﬃce for 'outstanding' initial

teacher training across primary, secondary and further education. As one of the premier institutions
for teacher training in England, it trains over 1,400 student teachers annually and works in

partnership with over 500 schools and colleges in the London area. The IOE has considerable
experience of developing and delivering new teacher education programmes and of welcoming
students from all over the world. Its recent new programmes include the Accelerated route pilot,
Assessment Only route and Teach First, which it started delivering in September 2011.

For in-service teachers, the IOE pioneered the now well-established provision of mixed-mode,

practice-based professional development on a wide scale, leading to accreditation at Masters level.

The IOE Master of Teaching (MTeach) mixed-mode programme, established in 2001, was the ﬁrst
programme of its type in the UK. Through its collaborations with the University of Londonʼ s Centre
for Distance Education, the Institute has developed signiﬁcant expertise in the best ways to
combine online and face-to-face learning.

More world-leading scholars in the ﬁeld of education work at the IOE than any UK university

(source: independent research assessment exercise, 2008). At the forefront of research, most of its

400 academics have also been been practitioners and draw on direct experience of the workplace.
In the most recent Research Excellence Framework, half the research carried out at the IOE was
judged to be world-leading and it was ranked 1st for research strength in the ﬁeld of education,
across all UK universities. The ﬁndings of this high-quality research have inﬂuenced government
activity and policy in areas from early years to higher education and workplace learning.

The IOE also specialises in study and research in health, psychology and longitudinal studies,
among other areas of social science. Three birth cohort studies have had a major impact over many
years on policy for health, gender equality and young people.
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大学紹介 :
ロンドン大学教育研究所

ロンドン大学（UCL）教育研究所（IOE）は教育学および社会学研究において世界を主導する研

究所です。1902 年にロンドンの教員養成カレッジとして設立された IOE は現在、世界的な研究お

よび教育機関となりました。その目覚ましい歴史と現在のミッションは、社会公正に対する献身と、

教育が人生を変えるという信念に根差しています。現在 IOE には 7000 人を超える学生が在籍し、
1000 人以上のスタッフを擁し、各大陸で精力的な活動を行っています。IOE は幅広い教員養成プ

ログラム（20）、修士課程（60）、研究課程（5）、学部課程（6）および専門職能開発コース（400 以上）
を提供しています。フルタイム、パートタイム、オンラインの各履修形態を選べるため、柔軟に学習・
研究を進めることができます。

IOE は、2014 年および 2015 年の QS 世界大学ランキングにおいて世界第 1 位の研究所の評価を

受けました。過去およそ 10 年間に IOE で教育を受けた教員は 1 万人を超え、2014 年 1 月には国の

検査局により、初等、中等、高等教育を通じた「優秀」な初期教員養成が評価されました。イギリ
スにおける教員養成の最高機関の 1 つとして、年間 1400 人以上の教員を目指す学生を教育し、ロ

ンドン地区の 500 以上の学校およびカレッジとのパートナーシップを通じて活動しています。IOE

は新任教員の教育プログラムの開発および実施の豊富な経験を有し、世界中からの留学生受け入れ
の実績があります。IOE の近年の新たなプログラムとして、2011 年 9 月に開講された Accelerated
route pilot（試験的短期ルート）、Assessment Only route（評価のみのルート）ティーチ・ファー
ストがあります。

IOE は現在教職についている教員向けに、今では確立されている、修士レベルの認定に向けた混

合形態、実習ベースの広範囲にわたる専門能力開発プログラムを他に先駆けて提供しました。
2001 年に設置された IOE の教育学修士（Master of Teaching、MTeach）という混合形態プログラムは、
この種類のものとしては英国で初めて導入されたプログラムでした。ロンドン大学遠隔教育セン
ターとの連携を通じて、IOE はオンライン学習と対面学習を最善の形で結合する重要なノウハウを
築き上げました。

IOE には英国のどの大学よりも多くの教育分野の世界的な研究者を擁しています（出展：2008

年独立研究評価調査）。研究の最前線で活動する 400 人の研究者のほとんどが実際の教職経験者で
あり、教育現場で直接得た経験を活かしています。最近の研究卓越性枠組みにおいて、IOE で行わ

れている研究の半分が世界をリードする研究と評価され、英国の全大学のうち教育分野で最も影響
力のある研究第 1 位にランクされました。この質の高い研究の成果は、初等教育から高等教育、そ
して職場学習の分野における政府の取り組みと政策に影響を及ぼしました。

IOE はまた、社会学の中でもとりわけ健康、心理学、長期学習の研究調査に重点を置いています。

これら 3 分野の研究は、これまで長年にわたって健康、男女平等、若年層にかかわる政策に大きな
影響を及ぼしています。
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