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    令和元年度実施：教員採用試験合格者数 

現役生９名＋既卒生３名＝１２名 

                            ※既卒生については把握分のみ 
教員採用試験の結果が、ほとんどの自治体で発表されました。現役生９名（延べ１１名）、既

卒生３名（延べ３名・既卒生については把握分のみ）、計１２名（延べ１４名）が、下欄の自治

体に合格しています。 
現役合格者９名の合格率は、一次受験者数１５名に対して６０％、二次受験者数１３名に対し

て７０％です。 
【中学校英語】・・・延べ５名 

宮崎県３名(現役２名、既卒１名)、佐賀県１名(現役１名)、千葉県１名（既卒１名） 

【高等学校英語】・・・延べ２名 

 宮崎県１名（既卒１名）、神奈川県１名(現役１名) 

【小学校英語】・・・延べ２名 

 宮崎県２名(現役２名) 

【小学校】・・・延べ５名 

 鹿児島県１名(現役１名)、鳥取県１名(現役１名)、熊本県１名(現役１名) 

横浜市１名(現役１名)、大阪市１名(現役１名) 

平成２２年４月以降の合格者数           （ ）は延べ人数 

採用年度 R2.4 H31.4 H30.4 H29.4 H28.4 H27.4 H26.4 H25.4 H24.4 H23.4 H22.4 
合格者 
 

 12 
(14) 

 11 
(11) 

17 
(20) 

16 
(20) 

16 
(18) 

13 
(15) 

12 
(17) 

15 
(17) 

11 
(12) 

14 
(14) 

6 
(6) 

現役生 9(11) 5(5) 8(11) 8(12) 7(9) 4(6) 6(9) 4(6) 5(5) 2(2) 2(2) 

既卒生 3(3 ) 6(6) 9(9) 8(8) 9(9) 9(9) 6(8) 11(11) 6(7) 12(12) 4(4) 
現役 
受験者 

15 
 

12 
 

19 
 

14 
 

13 
 

11 
 

14 
 

11 
 

12 
 

13 
 

12 
 

 本年度合格者の声   
〇 今回、教員採用試験に合格することができました。合格できて、とてもうれしく思います。 

昨年の１０月から勉強会に参加していたことが、自分の中ではとても大きいと感じます。勉強 

するポイントなどを得ることができました。勉強会に参加していなかったら、今の結果があっ 

たかどうか分からない気がします。合格は一つの通過点なので、今後もしっかりと自分を磨い 

ていきたいと思います。 

〇 二次試験が終わってから合格発表までの約１か月間が、人生の中で最も長く、そして緊張と  

不安でいっぱいの期間でした。正直に言うと今回が初めての採用試験で、一回目で合格すると  

は思っていませんでした。今回私が合格できたのは、一次試験の筆記試験から二次試験の面接、 



模擬授業、集団討論などに至るまで、親身になって寄り添ってくださった先生方のおかげだと 

思っています。これから採用試験を受けようと考えている皆さん、ぜひ先生方、先輩、同期生 

の力を借りて、皆で一丸となって勉強していってください。 

 

勉強会新たにスタート！ 
本年度の教員採用試験の合格発表も終わり、次年度の試験に向けて新たに勉強会がスタートし

ました。これから、１年間にわたり様々な演習を重ねていきます。 
勉強会では、教職教養などの試験対策とともに、近年多くの自治体で、一次試験においても集

団（個人）面接、集団討論、小論文などの試験が行われていることから、それらの演習も取り入

れながら進めます。学生の皆さんには、自己の目標を明確にもち、この勉強会を有意義なものに

してほしいと思いますが、特に大切にしていることは「主体性」です。他律的な姿勢では成果は

得られません。課題解決に向けて自分から求めていく意欲がなければ、目標を達成できません。

勉強会で何を学ぶのか、どのような姿勢で臨むのかなどについて、しっかりとした考えをもって

臨んでほしいと思います。この勉強会が教員採用試験対策のためだけのものではなく、自分自身

を磨いていく貴重な場になることを切に願います。 
本年度は、１９名の皆さんが勉強会に参加します。私も、誠心誠意支援をしていきたいと思い

ます。 
 なお、１２月号では、勉強会の目的・計画や学生の皆さんの抱負を掲載したいと思います。 

 

学校現場体験活動について 

本年度も、学校現場体験活動が行われています。この活動は、

教員志望の学生の皆さんに学校での活動の場を提供し、教育指導な

どを体験することにより教職への更なる理解を図り、ひいては教壇

に立つ自覚と自信がもてるようにすることを目的としています。特

に、３年生、４年生の段階では、学校現場で英語科の授業等を体験す

ることが、実践的な指導力を向上させる上で、大変重要となってきま

す。また、子どもたちとの触れ合いを通して、教職への思いを強くす

るとともに、生徒指導のよさや難しさを体感することができます。こ

の活動に取り組む学生の皆さんが、増えていくことを願っていま

す。 
本年度の活動状況を紹介します。 

【学校支援ボランティア】３年生 前期 週１コマ 英語科授業補助等 
〇 宮崎市立大宮中学校・・・６名  〇 宮崎市立宮崎東中学校・・・５名  計１１名 

【学校支援ボランティア】３年生 後期 週１コマ 英語科授業補助等 
〇 宮崎市立大宮中学校・・・４名  〇 宮崎市立宮崎東中学校・・・４名  計 ８名 

【学校支援ボランティア】４年生 後期 週１日 英語科授業補助等 
〇 宮崎市立大宮中学校・・・１名  〇 宮崎市立宮崎東中学校・・・１名   

 〇 宮崎市立宮崎西中学校・・１名                     計 ３名 
【宮崎市立宮崎西中学校 英語検定面接練習ボランティア】６月下旬実施 
 〇 ２年生・・・２名  〇 ３年生・・・２名               計 ４名 
【宮崎市立宮崎西中学校 英語検定面接練習ボランティア】１０月下旬実施 
 〇 ２年生・・・１名  〇 ３年生・・・３名  〇 ４年生・・・４名   計 ８名 
【スクールトライアル】２年生 ９月～１１月 教員の職務内容の体験 
 受入校種別人数 

〇 小学校・・・２名  〇 中学校・・・４名  〇 高等学校・・８名  計１４名 



道徳の教科化に思う！（シリーズその３０） 
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３０として「教材・手のひらのかぎ」の学習指導案「主題

名、ねらい、主題設定の理由」についての資料です。 
なお、１２月号では、「学習指導過程」を掲載する予定です。 
【教材「手のひらのかぎ」の内容】 

主人公の山本運転手は定期バスを運転中、自転車事故の少年を見つけ、すぐに村の診療所へ

運び込むが医師が不在のため、自分で医師を迎えに行こうとする。そして、少年の命を救うた

め医師を迎えに行き、少年は一命をとりとめるという内容である。 
道徳科学習指導案「第５学年・教材名 手のひらのかぎ」 

                                                                     

１ 主題名   いっときもはやく    

２ ねらい 

    人の命はかけがえのないものであることを踏まえて、その命を救うためにはそのときの状 

況や自分の立場を考えた判断力、決断力、実行が大切であるということが分かり、進んで実 

践しようとする態度を育てる。 

３ 主題設定の理由 

○ 本主題は、内容項目Ｄ－（19）「生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのな

いものであることを理解し、生命を尊重すること。」をねらいとしている。本内容は、低

学年における「生きることのすばらしさを知り、生命を大切にすること。」、中学年にお

ける「生命の尊さを知り、生命あるものを大切にすること。」の内容を受け、発展的に指

導されるものである。また、中学校における内容項目Ｄ－（19）「生命の尊重について、

その連続性や有限性なども含めて理解し、かけがえのない生命を尊重すること。」に発展

していくものである。 

      なお、Ｄ－（19）については、年間３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、主として道徳的態度の側面から育成する。これは、１

学期指導資料「稲むらの火で命を救え」を受け、さらに３学期指導資料「丸木舟」へつな

がっていくことを踏まえて、資料をかえての繰り返しての指導として設定したものであ

る。年間３単位時間のねらいは、次の通りである。 

      「何ものにもかえがたいもの」  教材 稲むらの火で命を救え ６月１週 

     ・ 生命の大切さを理解し、自他の生命を尊重しようとする心情を育てる。 

      「いっときもはやく」  教材 手のひらのかぎ １１月４週 

      ・ 生命はかけがえのないものであることを分かり、自他の生命を尊重しようとする態 

度を育てる。 

      「命の大切さ」  教材 丸木舟 ３月３週 

      ・ 自分勝手な行動を慎み、自他の生命を大切にしようとする態度を養う。 

      また、本主題は、第４学年主題名「命」（教材・クジラのなみだ）と第６学年主題名 

「命の尊さ」（教材・春子の入院）の一連の発展的・系統的指導を考慮して設定したもの 

である。 

   生命は、かけがえのないただひとつのものである。それは、生命体としてのひとりの人 

間の命そのものだけでなく、ひとりの人間の生き方（見方、考え方、感じ方、行動の仕 

方）をも含めたものである。つまり人間のすべてであり、この世に生を受けたときから、 

かけがえのないひとりの人間として（生きるものとして）生命が尊重されなければならな 

い。人間はひとつの生物として自己の生命を守ろうとする。しかし、他者とともに生きる 

人間の自覚に立つとき、自己の生命とともに他者の生命をも尊重する精神がなければなら 

ない。すべての生あるものを尊重することなしに、自己の生命を守ることはできない。こ 



の点から、「生命に対する畏敬の念」の重要性が取り上げられるゆえんがある。さらにこ 

のことは、個人の尊厳、人権の尊重、人間性の尊重をも含めて道徳的生き方の目指す「人 

間尊重の精神」につながるものである。この精神を踏まえ、自他の生命を救おうとする具 

体的生活場面において、生命を尊重しようとする道徳的実践では、そのときの状況把握、 

自分の立場、冷静な判断、決断力等統合された精神力が要求される。 

     この期の児童は、命の大切さは分かっているが、具体的な生活場面でどう考えればよい 

のか、どうすればよいのかを判断する力、決断する力が不十分である。生命の尊さを踏ま 

えた上で、具体的な生活場面の中でどのような考え方をすればよいのかを指導することは

どんな道徳的実践が道徳的価値の実現になるのかを考えさせ、道徳性がより強められ深め

られる上において意義深い。 

○ 本学級の児童は、病気やけがの人に対しては、「はやく元気になってほしい。何とかし 

て助けたい。」という思いでいる。このことは、病気やけがをした友人がいれば、親切に 

その詳細を報告に来ることから伺える。しかし、友人の状態を知らせるだけで、自分がど 

うすればよいのか考えられないでいる。それは、本主題がねらう内容に関係した具体的な 

生活場面において状況を把握し、自分がどうすればよいのか判断したり決断したりする力 

さらには、主体的に行動しようとする力が不十分であることを示すものである。 

      道徳科の時間においては、児童のほとんどは、ねらいとする価値に関して様々な考え方 

を述べるようになってきているが、単発的で内容にまとまりのないものもある。また、自 

分たちが深く考えてみたい場面を出し合い、それを中心に話合いが進められるようになっ 

てきたが、話合いの深まりが十分とは言えない。自己の考えをのびのびと発言しようとす 

る意欲も今一歩というところである。 

○ そこで、人間尊重の精神を踏まえ、そのときの状況や自分の立場を考えた決断力、判断 

力、実行の大切さが分かり、進んで実践しようとする態度を育てるために、読み物教材 

「手のひらのかぎ」を取り上げた。主人公の山本運転手は定期バスを運転中、自転車事故 

の少年を見つけ、すぐに村の診療所へ運び込むが医師が不在のため、自分で医師を迎えに 

行こうとする。そして、少年の命を救うため医師を迎えに行き、少年は一命をとりとめる 

という内容である。主人公の医師を迎えに行った行為の中には、生命の大切さを踏まえた 

上で、そのときの状況の把握をし、どうすればよいか判断したり決断したりする人間の強 

さが描かれている。このことから、本主題を指導する上で適した教材である。 

○ 指導に際しては、導入段階で「稲むらの火で命を救え」の学習を想起させ、かけがえの 

ない命の尊さについてふれた上で、主題名、登場人物、教材内容の概略、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、まず主人公の言動の中で一番心を動かされた場面を出させ、児童 

の考えを大切にしながら、それぞれの場面での主人公の気持ちや考えを話し合わせる。そ 

の際、単に気持ちや考えを述べさせるのではなく、それらの裏には少年を救うために自分 

ができることを、懸命に判断したり決断したりしていることに気付かせておきたい。そし 

て、乗客の立場や運転手としての務めについて問い、主人公が医師を迎えに行く行為を安 

易に決断したのではないことを押さえる。さらには、主人公のとった行為から気付かされ 

たことは何かを考えさせ、人間尊重の精神に基づいた決断や判断、実行があったことをし 

っかり捉えさせたい。また、児童が自分との関わりの中で、多面的・多角的にねらいとす 

る価値を考えることができるよう補助発問を工夫する。 

 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、「気付いていなかっ 

たこと、さらにわかったこと」について、自分との関わりの中で話し合わせ、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導きたい。 

終末では、保護者からの手紙を交えて指導者の体験談を話し、心情的余韻をもって終わ 

るようにしたい。 




