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教員採用試験（第一次試験）最終結果 

教員採用試験（第一次試験）の結果が、すべての自治体で発表されました。本学の４年生と既

卒生（既卒生については把握分のみ）の合格者数は、４年生１３名（延べ１９名）、既卒生６名

（延べ６名）、計１９名（延べ２５名）です。 
なお、第一次試験における４年生の合格率は８７％です。 
【中学校英語：延べ１３名】 
宮崎県５名（４年生２名、既卒生３名）、熊本県１名（４年生１名） 
鹿児島県１名（４年生１名）、岡山県１名（４年生１名）、佐賀県１名（４年生１名）、

愛媛県１名（４年生１名）、大阪府１名（４年生１名）、福岡市１名（４年生１名） 
大阪市１名（４年生１名） 

【高校英語：延べ５名】 
宮崎県３名（既卒生３名）、神奈川県１名（４年生１名）、愛知県１名（４年生１名） 

【小学校英語：延べ２名】 
宮崎県２名（４年生２名）  

【小学校：延べ５名】 
熊本県１名（４年生１名）、鹿児島県１名（４年生１名）、鳥取県１名（４年生１名） 
横浜市１名（４年生１名）、大阪市１名（４年生１名） 

 

二次試験を受験しての感想 
〇 今回、二次試験を受験して率直に感じたのは、大学での演習の重要性です。個人面接、模擬授

業、集団討論など、幅広い対策が徹底してできたことは、とてもためになりました。また、演習

は、先生方や教職の仲間達の協力があり、充実したものになりました。やはり、日頃の努力は裏

切らないということを、強く実感した数か月でした。本当にありがとうございました。 

 二次試験が終わった日、試験内容や試験の手ごたえなどについて、報告に来られた学生の方の

感想です。この感想の中には、教師になるための大切な姿勢が感じられます。それは、演習に真

正面から取り組む姿勢、他者に感謝しながら誠実に学び続ける姿勢です。 

☆ 感想の中にある「率直に感じたのは、大学での演習の重要性です。」、「幅広い対策が徹底して

できたことは、とてもためになりました。」には、演習の意義をしっかりと理解し、真摯に取

り組まれた姿勢が感じられます。 
☆ 「先生方や教職の仲間達の協力があり、充実したものになりました。」、「本当にありがとうご

ざいました。」では、他者への感謝の気持ちが、とても伝わってきます。 
☆ 「日頃の努力は裏切らないということを、強く実感した数か月でした。」においては、努力す

ることの価値が理解されており、教師になっても学び続けることができる人材であると感じ

ます。 
昨年１０月から取り組んできた勉強会は、単に教員採用試験対策だけではなく、教師になる 

ための資質を向上させるためのものであることを、改めて実感しました。 



二次試験対策演習終わる 
 二次試験に向けては、７月２２日から８月３０日の間、個人（集団）面接、集団討論、模擬授

業、小論文、場面指導などの対策に取り組みました。学生の皆さんのニーズに応えるために、ス

ケジュールを調整し、個々人への支援も交えて演習を行いました。また、演習においては、特に

各試験の本質を十分に理解し、問題に対して多面的・多角的に応える力を身に付けてほしいと考

え支援しました。 
 今後、二次試験の結果が発表されますが、全員納得のいく結果になってほしいと願うばかりで

す。 
 なお、今回は、演習した個人（集団）面接の試問例を掲載したいと思います。 
〇一次試験の感想  〇本県の受験理由  〇教師志望の理由  〇他自治体の受験状況 
〇赴任先の希望   〇本県の魅力    〇本県の教育施策  〇本県の求める教員像 
〇教育とは     〇教育的愛情とは  〇使命感とは    〇学び続ける教師とは 
〇豊かな心とは   〇教師になっての夢 〇好きな言葉    〇「生きる力」を育てること 
〇大切にしている物 〇尊敬している人  〇最近読んだ教育書 〇長所と短所 
〇趣味       〇決断する力    〇得意なこと    〇不得意なこと 
〇友達からの評価  〇責任感とは    〇部活動指導    〇自分に足りない力を３つ 
〇保護者対応    〇保護者の思いとは 〇「怒る」と「叱る」の違い 
〇地域の人材の活用 〇部活動で得たもの 〇ボランティア活動 〇大学のよさと専攻内容 
〇不祥事に対する認識〇体罰に関すること 〇コンプライアンス 〇懲戒に関すること 
〇現場体験の不足  〇教育実習の思い出  〇通知表の認識   〇教育実習で困ったこと 
〇教師としてのやりがい 〇教師が特に大切にしなければならないこと 
〇失敗してプラスになったこと 〇携帯電話の指導のポイント 〇休日の過ごし方のポイント 
〇時間の使い方のポイント   〇思いやりの心を育てること 〇どんな子どもを育てたいか 
〇モンスターペアレント    〇ほめ方、叱り方のバランス 〇最近注目しているニュース 
〇自分を一言で表現すると   〇教師に適している面 〇教師に適している性格や能力とは

〇教師になるための日頃からの努力 〇教師以外で選ぶ職種  〇プロの教師とは 
〇教師として自分に足りないと思うこと 〇小学校（中学校・高等学校）教師の魅力 
〇小学校（中学校・高等学校）教師に求められるもの 〇あなたの教職プランは 
〇教師としての資質（センス）とは 〇授業力のある先生とは 〇生徒指導力のある先生とは 
〇積極的な生徒指導とは      〇生徒指導の目的    〇自己指導能力とは 
〇自己実現とは 〇生徒指導の三機能とは 〇教師として高めていきたいこと 
〇悔しかった経験 〇これまでの人生における困難 〇挫折した経験 〇感動した経験   

〇ストレスに対する力 〇ストレス発散法 〇人間関係で悩んだこと 
〇忘れられない恩師の言葉 〇子どもたちに伝えたいこと 〇どんな学校をつくりたいか 
〇子どもたちの存在の尊さを感じた経験 〇子どもたちにどんな夢を与えたいか 
〇学校現場での達成感とは       〇「なぜ勉強しないといけないのか」と問われたら 
〇「ぬくもりのある先生」とは     〇教師の仕事以外で頑張りたいこと  
〇災害に遭った子どもへの支援     〇不審者対応などの危機管理意識           
〇大学の学びで現場に生かせること   〇大学生活で自慢できること 
〇東京オリンピックで子どもたちに伝えたいこと  〇席替えをする際の留意点 
〇連絡なしに休んでいる子どもへの対応 〇保護者が同僚の指導力を訴えてきたときの対応 
〇「いじめを言わないで」と訴える子どもへの対応 〇初めて子どもたちに話すこと 
〇コミュニケーションが苦手な子どもの指導    〇学校は働きやすい職場と思うか 
〇ワークライフバランス 〇今回の試験の手ごたえ 〇職場の人間関係をよくするには 
〇保護者の信頼を得るには 〇社会の変化に対応する教師の力とは 〇給食の思い出 
〇同僚から頼りにされる教師とは   〇「きめ細かな指導」のポイント 



〇インターネットの正しい使い方     〇お金の使い方を指導するポイント 
〇あきらめない子どもを育てるには    〇テストの思い出 
〇海外の出来事で関心をもったこと    〇初対面の人と接するときに心がけていること 
〇目上（年下）の人と接するときに気を付けていること 
〇食生活で気を付けていること      〇日常生活の中で常に心がけていること 
〇仕事のことで悩んだとき誰に相談するか 〇あなたが最近がんばっていること 
〇ボランティア活動を児童生徒に提案するとしたら 〇健康管理について話をするとしたら 
〇清掃指導のポイント  〇保護者からの相談「子どもが人間関係に悩んでいる」への対応 
〇保護者からの相談「授業が分からないので学校へ行きたくない」への対応 
〇保護者からの相談「勉強させたいが、部活動で打ち込めない」への対応 
〇保護者からの相談「体育のとき突き指をしたが、連絡がなかったのはなぜか」への対応 
〇保護者からの相談「うちの子がいじめられている」への対応 
〇英語を通して何を教えるか       〇困難をどのように乗り越えてきたか         
〇自分を高めるために努力していること  〇どのようなクラスにしたいか 
〇リーダーシップを発揮した経験     〇保護者に信頼される教師とは 
〇教育公務員と一般の公務員の違い    〇他の人にした行為でよかったこと 
〇失敗から学んだこと          〇問題点を洗い出し改善した経験 
〇学生生活で一番充実感を味わったこと  〇児童生徒が休み時間にけがをしたときの対応 
〇いじめが発覚したときの対応      〇保護者からの苦情の電話への対応 
〇生徒間のもめごとへの対応       〇人とのつきあいで大切にしてきたこと 
〇組織として行動するときに大切なこと  〇自分の個性や長所を生かすことができた経験 
〇他の人と考えが違った場合に解決した経験〇民間企業と教育公務員の違い 
〇集団で共通した課題を解決する際に大切なこと 〇教職員の不祥事 〇感情的になった経験 
〇クラスに苦手な子どもがいたらどうするか    〇他の教師に負けないもの             
〇人生で一番よかった思い出           〇リーダーシップとは 
〇挨拶の大切さをどう教えるか          〇児童生徒に接するとき気を付けること 
〇いじめへの対応で一番大切にすべきことは    〇発達障害の児童生徒への対応 
〇若い教師ということで保護者が苦情を言った場合 〇保護者から求められていること 
〇心のケアで大切にしようと思っていること    〇教師間で意見が対立したら 
〇教師同士で何か行事を作り上げる際に大切なこと 〇最近の高校生について思うこと 
〇教育問題で関心があること           〇ボランティア活動の経験と意義 
〇高校時代における部活動の意義         〇最近の中学生を見て感じること         
〇英語が嫌いな子どもを好きにするには      〇英語の魅力は何か 
〇しばらく休んでいた子どもへの声かけ      〇不登校への対応 
〇苦手な教科   〇学担したい学年と理由    〇自分を啓発するためにしていること 
〇第三次教育振興基本計画  〇非行の低年齢化（規範意識の低下） 
〇学力向上    〇道徳教育（道徳の教科化）  〇体力の向上  〇食物アレルギー 
〇チームとしての学校   〇人権教育   〇キャリア教育    〇働き方改革                
〇小中一貫教育   〇特別支援教育    〇インクルーシブ教育 〇合理的配慮 
〇ピアサポート   〇コミュニティ・スクール  〇性同一性障害 〇防災対策 
〇学習指導要領 
 ・主体的、対話的で深い学び ・社会に開かれた教育課程 ・カリキュラム・マネジメント 
 ・プログラミング教育 
〇日本国憲法 〇教育基本法 〇学校教育法 〇学校教育法施行規則 〇地方公務員法 
〇教育公務員特例法 〇いじめ防止対策推進法 〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

〇児童虐待の防止等に関する法律 〇児童福祉法 〇発達障害者支援法 〇障害者基本法  

〇障害者の権利に関する条約 〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 
〇学校保健安全法  〇学校給食法  〇教育職員免許法  〇著作権法  〇学校図書館法 



道徳の教科化に思う！（シリーズその２８） 
平成２９年の６月号から、「道徳の教科化に思う」をテーマに、道徳授業の本質的な在り方につ

いて掲載しています。今回は、その２８として「教材・手品師」についての学習指導案（主題名、

ねらい、主題設定の理由）です。 
なお、１０月号では、「学習指導過程」を掲載する予定です。 

 
【教材「手品師」の内容】 

腕はいいが、あまり売れない手品師がいた。ある日、しょんぼりとしている少年と出会う。そ

こで手品師は、少年に様々な手品を見せる。二人は仲良しになり、明日も手品を見せる約束をし

て別れる。 
その日の夜、友人から大劇場での出演の話を聞かされる。少年と約束した日と同じ日であるこ

とから、手品師は悩みに悩むが、最後は大劇場の出演を断り少年との約束を守る。 
         道徳科学習指導案「第６学年・教材名・手品師」 

 

１ 主題名   大切な約束   （教材名・「手品師」） 

 

２ ねらい 

  ○ 自己の利害のために、自他を偽ってしまう人間の弱さにふれながら、常に誠実に生活す

ることは自他を大切にした生き方であることに気づかせ、心のこもった言動で明るく生活

しようとする心情を育てる。 

 

３ 主題設定の理由 

  ○ 本主題は、内容項目Ａ－（２）「誠実に、明るい心で生活すること。」をねらいとして

いる。本内容は、低学年における「うそをついたりごまかしをしたりしないで、素直に伸

び伸びと生活すること。」、中学年における「過ちは素直に改め、正直に明るい心で生活

すること。」の内容を受け、発展的に指導されるものである。また中学校における指導内

容Ａ－（１）「自律の精神を重んじ、自主的に考え、判断し、誠実に実行してその結果に

責任をもつこと。」に発展していくものである。 

      なお、Ａ－（２）については年間２単位時間計画しているが、本主題はその２時間目に

あたり、主題のねらう道徳性を、主として道徳的心情の側面から育成する。これは、１学

期指導資料「心のししゅう」を受けて、資料をかえて繰り返しての指導として設定したも

のである。年間２単位時間のねらいは次の通りである。 

      「楽しい生活」  教材 心のししゅう ６月１週 

      ・ 誠実に、明るい心で楽しく生活しようとする態度を養う。 

      「大切な約束」  教材 手品師 １０月３週 

      ・ 常に誠実に、明るい心で生きようとする心情を育てる。 

   誠実とは、相手があってのことながら極めて自分自身の問題として強い意味をもつ。つ

まり、他に対してうそをついたり自分をごまかしたりすれば、自分自身の苦しみが、残る

ということである。誠実とは、自他を偽らないこと、真心を込めて他に接することであ

る。そこには、互いに信頼し合える人間関係が成立し、さらに自分自身の心も充足して常

に明るい気持ちで過ごせる。誠実は、道徳的価値の基盤であると言える。誠実な生き方こ

そ、自他を尊重する人間尊重の精神に基づいた生き方なのである。 

      この期の児童は、集団の中の自分の位置が気になり出す。自分をごまかして自分を必要

以上に誇示したり、過ちを犯しても弁解して責任を他へ転嫁したりしようとすることがあ

る。正直であること、真心をもって行動することの大切さは分かっているものの、実際に

は様々な動機からそれが発揮されないことが少なくない。発達段階からは、自分に対する



誠実さが一層求められるとともに、他に対しての誠実な言動の重要性を理解してほしい時

期である。この考えに基づき指導することは、児童に明るく楽しい生活を築かせる上にお

いて意義がある。 

○ 本学級の児童の中においても、これまでにうそやごまかしをしたことのある者がほとん

どである。そのときの気持ちを問うてみると、その行為に対してどうも思わなかったり心

が暗く沈んでしまったりなど様々な経験をもっている。自分が不誠実な言動をしたとき、

相手がどのように感じ、考えるかというところまで推し量れないでいる児童が多いのが実

態である。誠実な言動は、自分の心を明るくし楽しく過ごさせることは分かっているもの

の、それを他に発揮しようとする態度には不十分さが残る。 

      道徳科の時間においては、主人公の立場に立ち意欲的にその考えや気持ちを述べるよう

になってきたが、それらの裏にある心情を深く捉えられず話合いに深まりが見られない。

また、展開後段で自己を振り返る際、主体的にこれまでの体験等を語ることができず、過

去さらには現在の自分を見つめ学習を通して「気づいたこと」や「自分に足りなかったこ

と」等が十分表現できない。 

  ○ そこで、自己に誠実であることは他者に対しても誠実であることを捉えさせるために、

読み物教材「手品師」を取り上げた。大劇場へ出ることを夢見ながらその日のパンを買う

のさえやっとという手品師が、絶好のチャンスを捨ててまでも一人の男の子との約束を守

るという内容である。大劇場へ出るチャンスと男の子との約束のはざまに立って苦悩する

が、結局自分の心に誠実に、相手にも真心をもって尽くす手品師の優しくひたむきな心

（人間尊重の精神）が描かれている。また、男の子との約束を破ることはできたが、それ

をしてしまうとこれからの人生において明るく生活できないなど、ねらいに迫る内容のあ

る教材である。 

  ○ 指導に際しては、導入段階で、教材名、登場人物、教材内容の概略を紹介した後、主題

名を活用し教材を読む視点を示し展開前段へと導く。 

      展開前段においては、まず心に残った場面も含めて主人公の心が揺れ動いた場面を出さ

せ、児童の考えを大切にしながら話し合う中心場面を設定したい。その後、中心場面をも

とに「それまでの男の子との心のふれあい」、「大劇場へ行くか思い悩む心情」、「男の

子との約束を守り、手品をしているときの心情」について話し合い、利害や損得を越えて

男の子との約束を守った手品師のひたむきな姿を浮き彫りにしたい。そこには、自己に対

しても誠実でありたいと願い、他者に対しても誠実でありたいとする自他への人間尊重の

精神が脈々と流れていることに気付かせる。また、ともすると自分のことだけを考えよう

とする人間の心の側面についても、自分との関わりの中で考えさせることで、心に向き合

う時間としたい。さらには、「誠実に生きる」ということについて多面的・多角的に考え

させる発問も投げかけたい。 

      展開後段では、道徳的価値の高まり・深まりを自覚させるために、「学習から気づいた

こと」について、自分との関わりの中で話し合わせ、「足りなかったこと、気づいていな

かったこと、さらによくわかったこと」を適時補足してやり、これまでの自分に気付き、

今の自分を認め、これからの自分へと広げられるように導きたい。 

   終末の段階では、教師の説話を話し余韻をもって終わるようにする。 

 


