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教員採用試験の実施状況について 
文部科学省は、令和元年１２月２３日に「令和元年度（平成３０年度実施）公立学校教員採用

選考試験の実施状況」について公表しました。概要の一部を掲載します。 
○全体の競争率（採用倍率）は、４．２倍で、前年度の４．９倍から減少 
・採用者総数は、３４，９５２人で、前年度に比較して１，９６６人増加 
・受験者総数は、１４８，４６５人で、前年度に比較して１２，２０２人減少 

○試験区分別の競争率（採用倍率）、採用者数、受験者数 
【小学校】 
競争率（採用倍率）は、２．８倍で、前年度の３．２倍から減少 
・採用者数は、１７，０２９人で、前年度に比較して１，０９４人増加 
・受験者数は、４７，６６１人で、前年度に比較して３，５３６人減少 
【中学校】 
競争率（採用倍率）は、５．７倍で、前年度の６．８倍から減少 
・採用者数は、８，６５０人で、前年度に比較して６６２人増加 
・受験者数は、４９，１９０人で、前年度に比較して５，０７６人減少 
【高等学校】 
競争率（採用倍率）は、６．９倍で、前年度の７．７倍から減少 
・採用者数は、４，３４５人で、前年度に比較して１１４人増加 
・受験者数は、３０，１２１人で、前年度に比較して２，６６４人減少 

○ 競争率（採用倍率）が高い県市 

小学校           中学校            高等学校 

① 兵庫県  ６．１倍    ① 福岡市 １３．０倍     ① 秋田県  １７．６倍 

② 高知県  ５．８倍    ② 三重県 １１．１倍     ② 福岡市 １６．０倍 

相模原市 ５．８倍    ③ 京都市 １０．２倍     ③ 熊本県 １５．９倍 

③ 群馬県  ５．５倍    ④ 豊能地区 ９．６倍     ④ 群馬県 １４．４倍 

④ 三重県  ５．０倍    ⑤ 高知県  ９．５倍       新潟県 １４．４倍 

 

○ 競争率（採用倍率）が低い県市 

小学校           中学校            高等学校 

① 新潟県  １．２倍    ① 新潟県  ２．４倍     ① 北海道  ４．７倍 

② 福岡県  １．３倍    ② 山形県  ３．１倍       札幌市  ４．７倍 

③ 佐賀県  １．６倍      茨城県  ３．１倍      茨城県  ４．７倍 
④ 北海道  １．７倍    ③ 北九州市 ３．２倍     ② 長野県  ５．３倍 

札幌市  １．７倍    ④ 群馬県  ３．３倍     ③ 堺市   ５．５倍 
北九州市 １．７倍                   ④ 山形県  ５．８倍 

                               岐阜県  ５．８倍 
（宮崎県 １．８倍）    （宮崎県 ５．３倍）     （宮崎県  １１．３倍） 

 小学校、中学校、高等学校ともに競争率（採用倍率）が減少しています。特に、小学校の競争

率（採用倍率）２．８倍は、過去最低となっています。 



また、この発表の中では、今後１０年間に教員全体の約３分の１が退職する状況があり、教員

の年齢構成に配慮し、中長期的視野から退職者数や児童生徒数の推移等を的確に分析・把握した

計画的な教員採用・人事を行うよう努めることなども指摘されています。現実的な「教員の働き

方改革」を進め、教職の魅力向上を図ることが望まれます。 

勉強会 順調に進んでいます 

 先月号に続き、勉強会に対する学生の皆さんの抱負を紹介

します。教員採用試験（第一次）まで、あと６か月あまりとな

りました。 

勉強会に対する学生の皆さんの抱負 

〇 小学生の頃からの夢である教員になれるように、これか 

ら教員採用試験に向けて、悔いのないよう一生懸命取り組んでいこうと思います。 

〇 今、他の授業の課題もあり大変だと感じますが、自分の夢につながる大切なステップなので、 

一生懸命取り組みたいです。友達が支えてくれるので、今後もがんばれそうです。 

〇 教員採用試験に現役合格できるように、この勉強会に本気で取り組みたい。毎回の問題を自 

分のものにし、本番で自信をもって答えられるようになりたい。教育小六法を暗記するくらい 

の勢いで、何度も何度も問題に取り組みたい。 

〇 この勉強会に参加することにした理由は、教員採用試験の対策はもちろんですが、学校現場 

に行ったときに困らないためです。今の現場が、どのように動いているのか、どのような法律 

があるのかなどをしっかり身に付けて、教育実習にも臨みたいと思います。 

〇 教員採用試験は狭き門だと知っていますが、全員で突破できるように、お互い高め合ってが 

んばっていきたいと思います。この勉強会が今後の自信となるように、予習と復習をしっかり  

やって毎回の勉強会に参加したいと思います。自分に甘くならないようにがんばります。 

本年度勉強会のこれまで 

日曜        時限            演習内容 

１０月１５日（火）   ３       オリエンテーション 

１０月３１日（木）   ５      日本国憲法 

１１月 ５日（火）   ３      教育基本法 

１１月１２日（火）   ３      教育基本法、学校教育法（施行規則） 

１１月１９日（火）   ３      学校教育法（施行規則） 

１１月２６日（火）   ３      学校教育法（施行規則） 地方公務員法 

１２月 ３日（火）   ３      地方公務員法  

１２月１０日（火）   ３      地方公務員法、教育公務員特例法  

１２月１７日（火）   ３      教育公務員特例法、学習指導要領 

１２月２４日（火）   ３     東京アカデミー模擬試験演習 

１月 ７日（火）  １・２    東京アカデミー模擬試験 

教職支援室活用に感謝・延べ２６２名来室 
 教職支援室便り１０月号で、教職支援室の来室者数を「延べ１７８名」

とご紹介しましたが、その後も多くの来室者に恵まれ、昨年１２月末時点

で「延べ２６２名」となりました。担当者としても、教職支援室を活用して

いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 今後とも、学生の皆さんをはじめ学校現場の先生方など、多くの方々へ

の支援に努め、本学の掲げる「地域貢献」についても、広く推進していきた

いと思います。 



道徳の教科化に思う！（シリーズその３２） 
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

ついて連載しています。今回は、その３２として「教材 おかげさまで」の指導資料を掲載し

ます。 
１ 出典 
  教科用図書「日本文教出版」 
 
２ 対象学年 
  小学校６年生 
 
３ ねらい 
  内容項目Ｂ－（８）「感謝」 
  自分たちの生活が多くの人々の支え合いや助け合いで成り立ち、そこには人々の思いがあ

ることに気付かせ、それに感謝し応えようとする態度を養う。 
 

４ 教材内容（概略） 

  主人公は、祖母の口ぐせ「おかげさまで・・・。」という言葉が気になっていた。「おか

げさまで」は、「だれかがそのようにしてくださったからだ。ありがとう。」というような

意味だと考えていた。祖母はいつもその言葉を言うので、それがなんだか大げさに聞こえて

仕方がなかった。 

そんなとき、父から祖母の言葉の意味「たとえば、食事できるのは、農家の人、漁師さ

ん、店の人、料理する人など多くの人たちのおかげだ。自分の食事を支えてくれている人す

べてにお礼を言っているのではないか。」を聞く。また、祖母が毎朝公園へそうじに行くの

も感謝の心の表れであることを知り、主人公の考えが変わっていく。 

 

５ 指導のポイント 

◇１ 児童の問題意識を大切にすること 
   本教材を活用して授業する際、主人公の視点で考えていく中で、児童が新たな価値観と

出会うようにすることが重要である。祖母の思いに気付く前は、「おかげさまで・・・」に

対して「少しいや、大げさと思う言葉」、「だれかがそのようにしてくれたときに言う言葉」

とする価値観であったが、気付いた後は、「やっとわかりかけてきた。」、「とてもはずんで

聞こえてきた。」と感じるようになる過程を、主人公と児童を一体化させながら、新たな価

値観に出会わせていく授業を展開したい。 
教材前半においては、「なぜ祖母は、『おかげさまで・・・』と言うのだろう。」、「そこま

で言う必要があるのだろうか。」、「他者が～してくれたら感謝することでよいのではない

か。」などの問題意識が、主人公とともに児童の中にも当然出てくると考える。そこから、

より高い価値観を考えていくことは、道徳科の時間における問題解決的な学習力を育てる

上でも重要である。更には、教材後半において、祖母の思いを知ったときの主人公の気持

ちや考えを話し合う中で、本当に祖母の思いが児童の心にも伝わったかを問うなど、教師

の切込みが求められる。主人公は、祖母の深い思いを感じとる価値観をもっていることに

も気付かせたい。 
 
◇２ 文章の読解にならないよう留意すること 
   教科用図書の「考えてみよう～祖母への思いが変わっていったのは、主人公がどんなこ

とに気付いたからだろう。」に対して、文章から読み取った反応にならないように留意す

ることが重要である。祖母が「おかげさまで・・・」と言うヒントが、教材文の父の言葉

「農家の人があせを流しながら作ってくれた。漁師さんが海へ出て働いてとってくれた。

店の人はいろいろと工夫してくれる。お母さんがおいしく料理してくれる。」に出てく



る。単にこれらの文章をおさえるのではなく、主人公の視点で祖母の人々に対する思いを

めぐらせることが重要である。そのためには、言葉上の理解ではなく祖母の価値観を十分

に考えさせ、感得させるための発問（構成）を用意する必要がある。 

 

◇３ 祖母の豊かな人間性を感得させること 
   「他者が～してくれたから感謝する。」価値観も大切であるが、本指導においては、「多

くの他者の営みに対して、様々な思いをめぐらせて感謝する。」価値観に気付かせ、感得さ

せることが求められる。本教材においては、児童が多くの他者との関わりの中で生きてい

ることを理解し、更には多くの人々の支え合いや助け合いで生活が成り立っていることに

気付くことができるために、祖母の生き方が描かれている。 
   祖母は、これまでの人生の中で、多くの様々な経験（体験）を積んできた人であり、そ

の度に価値観を高めてきた人であると考えられる。祖母は、主人公や児童にとっても尊敬

に値する人であり、その思いを十分に話し合うことが重要である。 
 

◇４ 物事を多面的・多角的に考えさせること 
   本指導において、「ねらい」に迫るためには、物事を多面的・多角的に考えさせる発問が

重要である。「感謝の心のほかに、おばあちゃんの中にはどんな心があるのでしょう。」の

発問により、感謝の価値を支える複数の価値（誠実さ・思いやり・礼儀・尊敬・感動・畏

敬の念・家族愛など）を多面的・多角的に引き出しながら話し合うようにする。 
また、祖母の感謝の念につながる多くの人々（農家の人、漁師さん、店の人、料理して 

くれる人など）のそれぞれの思いについて考えることも、多面的・多角的な見方を育てる

ことにつながる。消費者の人たちが喜んでくれることを願い、懸命に働く人々の思いを描

く場面を、授業の中に取り入れたい。 
 

◇５ 「ぼく」の価値観を自分との関わりで考えさせること 
本指導において、主人公の気持ちや考えを、他人事ではなく自分との関わりの中で考え 

させるためには、主人公への共感を促す発問、つまり祖母の「おかげさまで・・・」に対

して、「少しいや、大げさ」とする主人公の気持ちや考えに共感させる発問が重要である。

具体的には、主人公が祖母の言葉をよく思っていないことに対して、「そのように思うこと

は、どうなのでしょうか。誰かが自分のために何かしてくれたときの言葉という考えにつ

いて、みなさんはどう思いますか。もう少し、祖母の気持ちを考えられないのですか。」な

どの補助発問である。 
 

６ 発問構成例 
 Ｑ１．祖母の「おかげさまで・・・。」を聞く度に、主人公はどんな気持ちになったでしょう。 
  補～「少しいや、大げさ」などの気持ちは、どうなのでしょうか。先生は、気になるので

すが。 
  補～誰かが自分のために何かしてくれたときの言葉という主人公の考えについて、みなさ

んはどう思いますか。もう少し、祖母の気持ちを考えられないのですか。 
◇ そこ（おかげさまで・・・）まで言わなくてもいいのではないかという主人公の

気持ちに共感させるために、主人公に対して批判的な補助発問を投げかけ、弁護

する反応を多く引き出す。 
◇ 主人公に対して批判する反応（祖母の思いがわからないといけない）も認め、展

開前段の後半で取り扱うことを伝える。 
 

 
Ｑ２．祖母の思いを、主人公と一緒に考えてみましょう。 

みなさんが主人公の心の中に入り込んで、祖母の本当の思いを考えてみましょう。 
  補～祖母は、農家の人、漁師さん、材料を運ぶ人、店の人、お母さんたちが、どのような 

気持ちでいると思っているのでしょう。 



  補～祖母が毎日公園をそうじしているとわかったとき、主人公人はどんな気持ちだったで

しょう。 
◇ 公園のそうじを知ったときの主人公の気持ちを話し合い、祖母への思いがさらに

深まっていることに気付かせる。 
◇ 感謝の気持ちは実践に出なくても、精神的に応えることも含むことに留意する。 

 
 
Ｑ３．主人公の祖母への思いを変えさせたものは、祖母のどんな心だったのでしょう。 
 補～祖母の心の中には、「感謝の心」のほかに、どんな心があるのでしょう。 
補～祖母の心が本当にわかりますか。祖母のように、人にはそこまで思う心があるのでし

ょうか。 
◇ 感謝の価値を支える複数の価値（誠実さ・思いやり・礼儀・尊敬・感動・畏敬の

念・家族愛など）を多面的・多角的に考えさせ、祖母の心の豊かさを感得させる

ようにする。 
◇ あえて、「人にはそこまで思う心があるのでしょうか。」と投げかけ、祖母への尊

敬の念を感じさせるとともに、そのような心がもてる人になりたいという願いを

もたせたい。 
  
 Ｑ４．主人公が祖母の思いに気付いたあと、電話で話をしている祖母の声を聞いたとき、どん 

な気持ちだったでしょう。 
  補～主人公は、祖母に対してどのような思いをもつようになったでしょう。 

◇ 祖母の価値観に出会った主人公を話し合う中で、児童も同じように、より高い価

値観に出会ったことに気付かせる。 

◇ 主人公が、祖母の深い思いを感じとる価値観をもっていることにも触れたい。      

 


