
 

「教員」就職の進め方 
 

１．教員採用試験までの流れ 

 公立学校の教員採用試験は、各都道府県教育委員会や政令指定都市の教育委員会毎に試験

が行われます。その流れは次のようになります。 

 １．募集案内の公布（３月から４月） 

 ２．募集要項の配布（４月から５月） 

   募集要項の中に、願書の書式が含まれています。 

 ３．願書の受付（６月ごろ） ※電子申請のところもあります。 

 ４．１次試験（７月ごろ） 

 ５．２次試験（８月から９月） 

 なお、時期については、宮崎県を目安に書いておりますので、教育委員会によっては多少

ずれることがあります。自治体によっては追加募集を行う場合もあります。まずは、希望す

る教育委員会の募集案内を入手して、それぞれの時期を調べて知ることが大切です（各都道

府県教育委員会の HPに掲載されていますし、宮崎大学に送られてくる募集案内等は、教務・

学生支援係にありますので、問い合わせてみてください）。４年生だけでなく、３年生の内か

ら、この流れを見ながら、実際にどのような試験が行われており、その準備にどのようなこ

とが必要なのかをしっかり調べてみましょう。 

 ※私立学校の情報は、学校 HP、都道府県私学協会等で検索してください。 

 

２．準備のスタートは、教員採用試験の内容を知ることから 

 教員採用試験の準備をするためには、まず教員採用試験の内容を知ることが大切です。教

員採用試験の内容は、各教育委員会によって異なっています。一般教養の試験を実施すると

ころもありますし、小論文や作文、実技試験の内容などいろいろな違いがあります。「目指す

教師像」や「加点申請」、「特例」「特別選考」など相手を知ってから準備を始めましょう。 

 試験内容のうち、筆記試験は多くの教育委員会で公表されています。宮崎県のように県民

情報センターで見たり、コピーしたりすることができるところも増えていますので、必ず手

に入れましょう。また、場面指導や面接、模擬授業等の情報については、みなさんの先輩か

ら寄せられた情報を教職就職委員会の方で取りまとめています。その多くは、この「就職の

手引き」に掲載していますので、後の資料を確認してください。なお、あくまで先輩方から

寄せられた情報ですので、すべて整っているわけではありません。また、自分が受験した際

には、できるだけ後輩諸君のために、情報を教職就職委員会に提供してください。 

 近年、大学からの推薦制度を取り入れているところもあります。大学推薦に関しては、掲

示で希望者を募って、教職就職委員会で選考の上、推薦者を決定します。しっかり掲示を確

認しましょう。 

  

 



３．合格した先輩の採用試験までのスケジュールとアドバイス  

 ２年次後期    多くの３年生や４年生の話を聞いて、受験するところを決める。 

          アルバイト、ボランティアを頑張る。 

 ３年次前期    実習Ⅱまでに過去問分析を終わらせる。 

 ３年次後期 

  １０月～１２月 よくわかるシリーズの教職教養を繰り返しとく。 

          毎年出題される法規をファイルにまとめ繰り返し暗記する。 

  １１月～３月  学内教員採用一次試験講座を受講。水泳の練習開始。 

  １月～３月   アルバイトを辞めて勉強に集中する。（２月から） 

          法規は１日１つずつ必ず毎日復習する。 

          全教科（特別活動、総合的な学習、道徳を含む）の学習指導要領をプ

リントにまとめ、繰り返し暗記する。目標などは歌で覚える。 

          毎年出題される答申やその県・市独自の答案をファイルにまとめて繰

り返し暗記する。 

          ２次試験の場面指導対策開始。（２月から週に１回） 

 ４年次前期 

  ４月～実習まで 「教員養成セミナー」や「教職課程」の冊子にある教職教養・小学校全

科・一般教養の問題をひたすらコピーして解く。 

          法規・答申・学習指導要領は一日どれだけするか決めて、毎日継続。 

          ２次試験の場面指導対策。（週１回） 

  実習中     実習に集中。寝る前や休日の空いた時間は、コピーしておいた「教員

養成セミナー」に掲載される教育時事ニュースを読む。 

  残り１ヶ月   たくさんの問題を解く（「教員養成セミナー」、「教職課程」、他の県の

過去問など）。 

  １次試験後   結果は出ていなくても自己 PRを書く。たくさんの先生に見てもらいア

ドバイスをいただく。 

          場面指導や面接は、大学の先生や現職の先生である院生にお願いして

指導してもらう。英会話やピアノ、体育実技等友達を誘って毎日行う。 

 

＊たくさんの先輩から話を聞いて、地元にこだわらず自分の受けたい県を見つけるのも良い

と思います。勉強をするときは、長い目で計画を立てることと一日のノルマを決めることが

まず大事です。そして、先輩とのつながりを大切にして、仲間と切磋琢磨しながら乗り越え

てください。一人では絶対に頑張れません。大学でのガイダンス・講座等に積極的に参加し、

本当に夢を叶えたいと思っている友達を早く見つけて一緒に頑張ることが大切です。苦しく

なった時は、教師になった自分を想像してみてください。先生になったら子どもたちとあん

なことをしたい、こんなことをしたいと考えると、自然と力が湧いてきてまた頑張れます。

一生懸命な後輩をずっと応援しています。 



令和 4 年度 宮崎県公立学校教員採用試験選考試験 報告書 

日時：令和 3年 8 月 20日 場所：宮崎県教育研修センター 時間 7：50 受付開始 

 

オリエンテーション→適性検査（説明込みで 30～40分）→英会話→模擬授業と面接 

※５組をローテーションしていた。 

 

英会話 

▷１人目 

・6年生に向けて自己紹介をしてください。（日本語で） 

・絵の様子について 

→ここからすべて英語 

 〇カードをめくってください 

 〇カードに描かれている様子を英語で説明してください 

 ※絵には料理を配膳している母、猫と遊んでいる男の子、テレビを見ている女の子、電話をしている父 

 〇カードを裏返しにして机においてください 

▷２人目 

・犬と猫どちらが好きですか（英語で） 

・なぜ（英語で） 

 

模擬授業 

小学校 6年生 算数 「円の面積」＜ｐ100-101＞ 

・課題 

ある児童が下のような考え方を発表した。 

㋐の面積 10×10＝100 

㋑の面積 10×10×3.14÷４=78.5 

100-21.5-21.5=57     答え 57 ㎠ 

この考えを聞いて理解していない児童がいる。この後に続く展開段階の授業を行いなさい。 

 
 

模擬面接 

・めあてとまとめはどうなりますか 

・どのようなつまずきがあると考えられますか 

・今後の展開はどうなりますか 

・この単元の後はどのような学習になりますか 

・なぜ言葉の式を使ったのですか 

これが提示物

として準備 



・なぜペア活動を取り入れたのですか 

 

面接 

・なぜ宮崎県の先生になりたいのですか 

・宮崎県の良さはなんですか 

・教師が指示しそれに従う児童を育てるのと児童が自ら行動する指導どちらをしたいですか 

・コンプライアンスについてどうお考えですか 

・今あなたがしているコンプライアンスは何ですか 

・なぜ在外教育施設派遣教員になりたいと思ったのですか 

・子どもからなぜ勉強するのと言われたら何と答えますか 

・子どもとの信頼関係を気づく上で大切にしたい事はなんですか 

・地域、保護者の型と信頼関係を気づく上でどのようなことに取り組んでいきたいですか 

・あなたの性格を教えてください 

・ストレスがたまるといわれる職業ですがあなたは大丈夫ですか 

・どうして大丈夫だと言えますか 

・ストレス解消法について教えてください 

 

一次試験対策 

①情報収集＜先輩＞ 

②過去問分析 

③過去問から分析したことを参考書にチェック 

④参考書を暗記する 

⑤＜教職教養＞→全国の過去問を解く、やり直し（訂正ノート的な）、暗記 ※繰り返す 

 ＜全科＞  →暗記、問題集、パソコンを使ってまとめる 

 という風にこの過程を 4 年次で行われる、実習までに終えていました。実習を終えてからは、最終確認で暗記

など実践確認を主に行っていました！ 

 

二次試験対策 

①情報収集 

②仲間づくり 

③教科書から模擬授業をつくる 

→学年が発表されていからは… 

④グループで過去問をもとに出題されていない範囲の問題をつくる 

⑤実践的に練習をしてみる 

※面接は、積極的に福島先生の講座や、OB の方の講座に参加しました 

※英会話は、その年の担当の先生がいらっしゃるのでその先生に個人的にアポ取りをし、個人練習をしてもらっ

たりしました。 

 

後輩に送る言葉 

 私は 3年の四月ごろから先輩に教員採用試験はどのような感じなのか、どういう勉強をしたらいいのか話を聴

いていました。先輩の教員採用試験が終わってからは、次は自分の番だと勢いをもって試験終わりの先輩方に積

極的に情報を提供してもらい、聞き入ったり、資料や参考書をもらったりしました。情報収取は 3 年の 11 月に



行っていました。先輩の結果が出てから行動するよう心がけていました。先輩方は、試験が終わったにもかかわ

らず、易しく丁寧に「するべきこと、注意するべきこと、やるべきこと」を一つ一つ教えてくださいました。同

級生にはあまり教員採用試験について詳しい人はいません。先輩方に積極的にどうすればいいのか分からないこ

とも分からないと思いますが、教えてくださいます。まずは情報収取として取り組むべきことは、先輩に頼るこ

とです。先輩方は歴代の先輩方の情報や分析データーをたくさん持っています。ぜひ参考にして活用してみまし

ょう。 

 3 年生の後期はとても忙しいです。授業もありますし、部活やバイトもある人もいます。なかなか教採に向け

て時間をかけることができないと思います。どうしても優先順位が下がってしまいます。私の周りには 4 月から

始める人もいました。私は冬休みから本格的に教員採用試験対策に取り組みました。始めるタイミングは人それ

ぞれです。私の場合「周りより頭が悪い…、暗記系苦手だ…、絶対合格したい…、周りに差をつけたい！」とい

う思いを持っていたため周りよりさきに勉強に励みました。実際に速く行動すると、周りより情報を得て、準備

も整っていたため、自分なりのペースを 4月段階で組み立てることができていました。 

 “study plus”というアプリを活用したのは 2 月下旬頃です。このアプリは同じ目標をもつ友人と勉強時間を共

有することができます。私は「人と自分を比べ安い」性格なので、この共有情報をもとに「友達より勉強してや

るぞ！」という気持ちをもって、友達の勉強時間と自分の勉強時間を見比べ、気合を高め同時にモチベーション

向上にもつなげることができました。とてもおすすめアプリです！ぜひインストールしてみてください！ 

 教員採用試験まで長いようで、あっという間に過ぎます。くじけそうになったり、上手くいかなくなってイラ

イラしたり日もありました。そんななか、そばにいて支えてくれたのは「友達や先生方」です。教員採用試験対

策に向けて、色んな人と出会うことができます。私にとってその出会いはすべて支えでした。皆さんも、一人で

抱え込まず、支えてくれる人がいるので頼ってくださいね。 

 

 

福島先生へ 

 約半年間、面接や模擬授業、願書など見てくださってありがとうございました。今年の私たちが最後の教え子

になると聞きました。福島先生のおかげで私に必要な力を身に付けることができましたし、足りない力にも気づ

くことができました。本当にご指導ありがとうございました。 

 福島先生のユニークな笑い声が、緊張が高まり、切羽詰まっていた私を落ち着かせるとともに笑顔にさせても

らいました。本当にありがとうございました。 

 私は面接や模擬授業といった、二次試験がとても苦手でありましたが、福島先生の講義を受けてとても力をつ

けることができました。試験当日は、これまでの成果を十分に発揮することができなかったため、公開している

部分はありますが、成長した部分を見せることができたのかなと思っています。本当にありがとうございました。 

 またどこかで会える機会がありましたら、そのときはどうぞよろしくお願い致します。お体にはお気をつけて

元気に過ごしてください。 



宮崎県・小学校教諭等 全教科・大学推薦 

教育学部 教職実践基礎コース  

 

1． 後輩に送る言葉 

 「教師は役者である」という言葉があるように、二次試験ではいかに魅力的な教師を「演じる」こと

ができるかが試されます。 

模擬授業では、とにかく「見せる」授業をすることです。 

 

2． 一次試験の対策 

 大学推薦で受験したので、対策はしていません。推薦が決まるまでは、プログレッソを受講していま

した。 

 

3． 模擬授業の対策 

 福島先生のご指導である「Z の指名」「ペアやグループでの話し合い活動を入れる」「めあては子ども

たちとみんなでつくる」「子どもを褒める」「誤答や子どもらしい発言を大事にする」等をきちんと忘れ

ずに確実にやることが大切です。 

個人的には、目線が大切だと思います。子どもがいるように、目線を配るのです。目線 1 つで、授業

が上手く見えるかどうかが決まります。私の心に残った言葉は、「子どもの視線を糸だと思え。その糸を

束ねて持つな。1 本 1 本を大切に持て」（野口芳宏『教員採用試験αシリーズ 模擬授業・場面指導』一

ツ橋書店、2020 年）です。わかりやすい例で言うと、お笑い芸人の横澤夏子さんの音楽教師のネタが参

考になります。ぜひ YouTube でご覧ください。目線だけでなく表情豊かな褒め方も勉強になります。 

そして、何よりもとにかく「焦らない」ことです。模擬授業は、試験範囲が広いし、友だちはたくさ

ん練習しているように見えるので、とても不安になります。しかし、大事なのは落ち着くことです。緊

張しますが、パニックになってはいけません。 

  

そのために必要なのが・・・ 

どの教科
、、、、

、分野
、、

が出題されても使える授業のパターンを用意しておくことです。 

例を挙げると、 

Ⅰ．褒め言葉 

Ⅱ．赤ペンを持って机間指導（時間が余って間が持たなくなった時） 

Ⅲ．テレビに児童のノートを写す 

Ⅳ．ICT を活用する 

Ⅴ．短冊や付箋を使う 

→それぞれ、詳しく説明します。 

あとは、ちょっとしたことですが、 

Ⅵ．子どもの名前と座席を決めておく。あらかじめ、子どもの姿を具体的にイメージしておくのです。

教育実習で出会った子どもでもいいです。こうすることで、よりリアルに授業しているように見え

ます。 

例）勉強が苦手でよく発言する子・・・太一さん 

    勉強が得意な子・・・さくらさん 



Ⅰ．褒め言葉をたくさん用意しておく。そして、試験本番では少し大げさすぎる位褒める。 

かつて授業の名人と呼ばれた坂本泰造先生は、多様な表現と豊かな表情で一人ひとりを褒めることが

大切だと言っています。 

 

≪坂本先生から、文通で学んだ「ホメ言葉」の例≫  

※ 褒め言葉に困ったら、参考にしてください。 

①「うん（うなずいて）、それはいい（発言・考え・意見）だねえ」（感心する） 

②「いいね、いいね、その（発言・考え・意見）！」 

③「うん（うなずいて）、よ～く気づいたね」 

④「ホームランの（発言・考え・意見）だ！」 

⑤「うん、（深くうなずく）、そうだね！」 

⑥「うん、（深くうなずいて）、よく考えたね」 

⑦「うわぁッ！すばらしい（発言・考え・意見）だ！」 

⑧「うわぁッ！いい（発言・考え・意見）だ！先生も、そう（考える・思う・同じ意見だよ）」 

⑨「すごい！すごい！いい（発言・考え・意見）だ！」 

⑩「うん（うなずく）、なるほど、いい（発言・考え・意見）だねえ！」 

⑪「うん、それ、それ、とってもいい（発言・考え・意見）だよ」 

⑫「なるほど！先生も気づかなかった。いい（発言・考え・意見）だよ、エライ！」 

⑬「○○さん（君）！すばらしい（発言・考え・意見）だよ」 

⑭「エライ！○○さん（君）！よく考えた（気づいた）ね！」 

⑮「スゴーイ！（orすばらしい！）、いい（発言・考え・意見）だね！」 

⑯「うん（うなずいて）、深い考え（orいい考え・いい意見）だね！」 

⑰「みんな！（全体の子どもに呼びかける）、○○さんの（発言・考え・意見）聞いた？ 

とってもいいね！」 

⑱「○○さん（君）、やったね！とてもいい（発言・考え・意見）だよ！」 

⑲「頭、いい！そこに気づくとは、エライ！」 

⑳「○○さん（君）の（発言・考え・意見）、先生は感動しました」 

㉑「やったね、○○さん（君）、とてもいい（発言・考え・意見）でした！先生は感動しました！」 

㉒（いつもハッスルしない子が発表など活躍している時に） 

「○○さん（君）、今日は燃えていてスバラシイ！」 

㉓「これは、うれしいね！○○さんの（発言・考え・意見）、とってもいいよ！」 

㉔「なるほど、なるほど（深くうなずく）、それは、いい（発言・考え・意見）だ！」 

㉕「みんな！（全体の子どもに呼びかける）、○○さん（君）の（発言・考え・意見）は、 

すばらしいと思わない？！すごくいいね！」 

㉖「○○さん（君）、いい（発言・考え・意見）だよ！のびて来たね！」 

㉗「それに気づくなんて、○○さん（君）天才だ！」 

㉘「みんながいい（発言・考え・意見）するので、先生はとてもうれしかったよ。ありがとう」 

㉙「まいったね。そんないい（発言・考え・意見）を言うなんて……」 

㉚「いまの○○さん（君）の発言、すごくいいね！○○さん（君）に拍手！」 

 



Ⅱ．赤ペンを持って、机間指導をする。一人ひとりに声をかける。（時間が余った時に有効です。） 

Ⅲ．テレビに児童のノートを写す。意図を聞かれます。私は、ノート指導の大切さを語りました。 

  「算数は答えを出せばいいのではなく、プロセスを友だちに説明することが大事だと教えます。図

や数直線、関係図を使って説明できる子どもたちを育てたいと考えます。学びを共有できるノート指

導に力を入れていきたいです」と答えました。 

Ⅳ．可能なら、ICT を活用できることをアピールするといいですね。 

Ⅴ．めあてを作る際、知りたいことや疑問を子どもたちに短冊に書かせて黒板に貼るという方法もあり

ます。付箋を使って気付きを書きださせる方法もアリだと思います。 

 

4． 面接の質問について 

 教師の理想像について、熱く語れるように、一貫した信念のようなものを準備しておきましょう。 

 時事問題（宮崎のニュース）は、自分が大学で取り組んだ分野に関連する宮日新聞の記事を保存して

おいて、直前に見直すとよいでしょう。 

 

5． 模擬授業の面接等について 

 自分が模擬授業でやったことは、ほとんど質問されます。したがって、模擬授業ではきちんと意図や

思いを持ってパフォーマンスしましょう。 

＜私の場合＞ 

・ペアで話し合い活動をさせましたが、話し合い活動をする目的は何ですか。 

・よく児童を褒めていましたが、それはなぜですか。 

・テレビで児童のノートを見せましたが、それにはどんな意味があるのですか。 

 

6．（小）英語面接について 

 英検とそっくりな問題（イラストの状況を英語で説明する問題）がありました。私は、旺文社の『7 日

でできる 英検 3 級二次試験・面接完全予想問題 [改訂版]』という CD 付きの問題集を試験の 1 週間前

から取り組みました。あとは、頻出の疑問文 Which do you like better ～？の応答予想や、5 年生、6 年

生向けの自己紹介の文を用意し、暗記して試験に臨みました。 

  

7． 場面指導について 

 ありませんでした。 

 

8． 集団討論について 

 ありませんでした。 

 

9． 小論について 

 ありませんでした。 

 

10． その他特に気がついたこと 

 指導していただく先生によって、模擬授業や面接の評価や見解、アドバイスが違います。戸惑うでし

ょうが、そういう考えもあると思って、受け入れましょう。 



 また、模擬授業対策としてＮＨＫの動画を見ることをお勧めします。 

特におススメなのは、 

社会「歴史にドキリ」・・・面白い番組です。歴史（6 年生・社会科）の流れを、楽しく理解できます！

また、教科書に合わせて作られているので、教科書に載っている資料が出て

くるので、大変参考になります。 

 

理科「ふしぎエンドレス」・・・実際の小学生の解答が出てくるので、小学生がどんな風に考えるのかが

わかっていいです。学習指導要領に沿って番組が作られているという点

もいいです。 

 

理科「ふしぎがいっぱい」・・・理科の導入をどうすればいいか、参考になる番組です。面白いので、無

理なく見れます。 

この他にも理科は、 

「ふしぎだいすき」「ふしぎ大調査」「ふしぎワールド」「ふしぎ情報局」があります。これらは、理科

について勉強するのに役立てるといいと思います。 

 

国語「お伝と伝じろう」・・・国語の模擬授業は、これを教えなければいけないというものが決まってい

ないので、話し合いの仕方や敬語の使い方、俳句等、幅広く勉強しておく

必要があります。この番組は、“どうしたら伝わるか”を考えるというもの

で、大学生にとっても勉強になります。 

 

 

 余談ですが、模擬授業の練習の仕方は人それぞれです。私は、実家生で自宅から大学まで往復 2 時間

かかるので、自分の部屋にホワイトボードを入れて、自宅で練習し、動画に撮ってふり返りをしていま

した。大学で 1 日中グループで練習している人がいるので、私はとても焦りました。皆さんも周りが気

になると思いますが、大事なのは、模擬授業を教えてくれる先生（私の場合は福島先生）のご指導をよ

く聞いて、実践することです。とにかく、模擬授業には不安や焦りがありますが、大丈夫です。 



二次試験（2021 年 8 月 20 日午後） 

主な変更点  

・コロナ対策のため、フェイスシールドではなく、マスクを着用しての受験。  

・面接官が３人。保護者枠の面接官がいなかった。  

・英会話は面接とは別に行われた。小さい部屋で日本人の男性２人によって質問された。  

椅子が用意されておらず、立って行った。時間は３分間。  

英会話の質問だけでなく、絵を見て状況を英語で説明する英検のような問題があった。  

 

模擬授業  

算数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体で考えた後、ひなたさんの考え方が出たが、意味がわからない児童がいました。  

ここからの展開の部分を授業しなさい。 

 

模擬授業についての質問  

・ペアで話し合い活動をさせましたが、話し合い活動をする目的は何ですか。  

・よく児童を褒めていましたが、それはなぜですか。  

・この授業で、大事にしたことは何ですか。  

・この授業で難しいところはどこですか。  

・テレビで児童のノートを見せましたが、それにはどんな意味があるのですか。  

・この授業の次時は、どんな授業をしますか。  

 



個人面接  

【真ん中の先生】  

・宮崎県を志望した理由として願書に、高校生の時に受けた大学の教授の出前講義に感銘

を受けたとありますが、それはどんな講義でしたか。  

・どんな先生になりたいですか。  

 A：わかりやすい授業をする先生です。誰一人として遅れた子を残さない授業がしたいで

す。 

 一番右に座っている先生が、笑いをこらえて、笑っている。  

（A に対して）  

   わかりやすい授業をするにはどうすればいいですか。  

A：わかりやすい授業をするためには、何よりもまず、深い教材解釈です。  

（A に対して）  

実際のところ、誰一人として取り残さない、全員参加の授業は難しいと思いますが、

どう考えますか。  

A：宮崎県の４＋４授業改善のポイントである、やや平均を下回る子どもも理解できる発

問かどうか、また、めあてとまとめの整合性はあるかなどをもとに授業改善すれば実

現可能だと考えます。  

 

・保護者や、地域の方の信頼を得るためにはどうしたらいいですか。  

・上司や他の先生と上手くやっていくためにどうしますか。  

・病気になる先生がいますが、大丈夫ですか。  

・あなたが悩んだ時に、真っ先に相談する人は誰ですか。  

 A：大学の教授です。 

（A に対して）大きくうなずき、わかりました。  

 

【右の先生】  

・子どもの貧困について学んでいるようですが、貧困の連鎖についてどう考えますか。  

・あなたが、教員に向いていると思うところ、反対に向いていないと思うところはどこで

すか。 

・あなたはよく、スーパーティーチャーの授業や授業研究の学習会に学んでいるようです

が、これは誰かに言われて参加しているのですか。  

・スーパーティーチャーの授業と自分の授業を比べて、足りないところ（たくさんあると

は思いますが・・・）、これはできないなと思うところを教えてください。  

 

【左の先生】  

・なぜ勉強するのか、子どもにどう説明しますか。  

 

 

 

 



英会話 

①小学６年生に向けて英語で自己紹介をしてください。  

②目の前の紙を裏返して、英語で状況を説明してください。  

 絵の内容  

 場所は、海と砂浜。１人の男性が、釣りをしようとしている。1 人の女性が、２匹の犬を

連れて散歩している。海には、ビーチボールで遊んでいる女性が３人。泳いで楽しんで

いる男の子が２人いる。 

③Which do you like better, sea or mountain? Why?  



令和 4 年度宮崎県教員採用試験二次試験問題 

試験日：8 月 21 日 

 

 

【模擬授業】 

教科：理科 

単元：大地のつくりとはたらき 

以下、質問内容です。 

・この授業を作る上で気を付けたこと 

・次時へのつなげ方 

・日常生活へのつなげ方 

・６年理科においてあなたがつけさせたい力 

 

【個人面接】 

・緊張しているか 

・小学校教員を志望した理由 

〇願書について 

 ・特筆したい活動歴より（具体的に教えて） 

 ・↑から学んだことは何か 

 ・それを子どもたちに還元するなら 

 ・小学校英語に、大学での専攻（専門）をどういかすか 

・挫折したことはあるか 

・コンプライアンス、深刻な問題の例 

→そのために（学校職員が）できることは 

・ICT のメリット 

・地域・保護者から信頼される学校になるには 

・地域・保護者から信頼される先生になるには 

→そうなれる自信はありますか 

・学級経営で大切にしたいこと 

→具体的にどうする 

・後輩・同僚とどう接してきたか 

・大学の先輩から学んだことは 

・（実習先の将来の）先輩から学んだことは 

・授業以外の教師の仕事３う 

・保護者があなたに期待していること 



・教育の動向をつかむためにあなたがやっていること 

 

 

【英会話】 

・小学校 6 年生に向けて自己紹介 

・絵カードを見て、説明 

→①左上の女の子は、テレビでキリンを見ている。②左下の女性は、料理を盛り付けた皿

を２つ両手に持って困った顔をしていましたが、何の絵なのか正直分からなかった（汗）

③右上の男の子は、電話をしている。④右下の男の子は、猫と遊んでいる。 

・犬と猫はどちらが好きか。その理由は。 

 

【意外と知らなかったこと・知っておくといいかもしれないこと】 

・一斉に解散（情報の漏洩を防ぐため）、よっていくら自分の出番がはやく済んでも結構

待たないといけない 

・コロナひどすぎて今日から二次試験のすべての試験をマスク着用（フェイスシールドが

ただの荷物となりました） 

・英会話は、模擬及び個人面接の教室と別、ゆえ英会話が先の人もいるし、模擬及び面接

が先の人もいる 

・集合→オリエンテーション→適性検査→（英会話 or 模擬及び面接）の流れ 

・英語の面接官がすごく怖かった…笑 

  



【模擬授業の問題】 

科目：理科 

単元：大地のつくり 

 

〈実験〉 

①ペットボトルに土を入れて水を入れて振り回して、どう積もる？ 

②水そうに水を少し、そしてちょろちょろ土を入れていくと、どう積もる？ 

〈結果〉 

①‘下から「れき→砂→どろ」 

②‘下から「れき→砂→どろ」が二層できる 

〈まとめ〉 

・下から「れき→砂→どろ」と積もる 

・↑をくりかえして地層ができていく 

 

(*’▽’)実験、結果及びまとめはもう少していねいな形で与えられていましたが一字一句は

覚えていませんすみません 

 

「上記のまとめに持っていくまでの終末の段階の授業をしてください。」 

 

〈備考〉 

図２つあり。（ペットボトル、水そうで実験をしている写真） 



教員採用試験報告まとめ（宮崎（一次試験のみ）と埼玉小学校） 

 

1 後輩に送る言葉 

早め早めからやることは、とても大事だなと思いました。筆記試験も大切ですが、面接や集

団討論などの二次試験の人物試験の方が重要視されているなと感じたので、平行して勉強

していくべきだと思います。 

周りに併願している人は、あまりいなかったのですが、私は併願してよかったと思っていま

す。 

 

2 一次試験の対策 

＊私は、宮崎と埼玉を併願していました。一次試験までは宮崎が第一志望でしたが、二次試

験は埼玉を第一志望として勉強しました。 

 

●宮崎の教職教養対策教材 

☆「宮崎県の過去問（教職教養）/協同出版」 

☆「セサミノート教職教養 2022/東京アカデミー」 

☆「生徒指導提要」 

☆「2021 教育答申資料集/東京アカデミー（非売品・メルカリで購入）」 

☆「2020 出題科目別 過去問題集/東京アカデミー（非売品・メルカリで購入）」 

→私は過去問を分析するよりも先に、オレンジペンでセサミノートに答えを書いていきま

した。その後に、過去問を解いて、出ていた部分に線やシールなどで目印をしました。 

答申については、教育答申資料集をメインに使いながら、ないものはネットで調べてプリン

トしていました。生徒指導提要については、出ていた部分に線やシールなどで目印をしまし

た。過去問が 5 年分くらい解き終わったら、上記の過去問題集を解いてアウトプットして

いきました。 

 

●宮崎の小学校全科対策教材 

☆「宮崎県の過去問（小学校教諭）/協同出版」 

☆「セサミノート専門教科・小学校全科 2022/東京アカデミー」 

・学習指導要領 

・理科教科書ワーク/文理 

→全科も過去問を分析するよりも先に、オレンジペンでセサミノートの学習指導要領の部

分に書き込みをしました。（宮崎は学習指導要領が多く出ているから）その後に、過去問を



解いて、出ていた部分に線やシールなどで目印をしました。セサミノートにない部分は、学

習指導要領を買って、同じようにしていました。 

学習指導要領以外の部分は、理科は教科書ワーク、家庭科は５・６年の教科書（授業で配ら

れた）など、音楽は歌唱共通教材やどらえもんの楽譜が読める（授業で配られた）などを使

っていました。 

 

●埼玉の教職教養・一般教養・小学校全科対策 

☆「埼玉県の過去問（教職教養）/協同出版」 

☆「埼玉県の過去問（小学校教諭）/協同出版」 

☆セサミノート教職教養 2022/東京アカデミー」 

☆「参考書 一般教養ⅠⅡⅢ/東京アカデミー」 

 

一般教養と小学校全科については、内容に共通している範囲があったので、過去問を解いた

あと、一般教養の参考書で確認していました。教職教養については、上記の●宮崎の教職教

養教材を見てください。 

 

 

3 二次試験の対策 

＊私は、宮崎と埼玉を併願していました。一次試験までは宮崎が第一志望でしたが、二次試

験は埼玉を第一志望として勉強しました。宮崎の二次試験は受けていません。 

 

●面接（両方） 

面接は、福島先生の講座があったので、そこで質問されたことをまずパソコンで打ち込み、

自分の考えをまとめた面接のノートのようなものを作りました。その次に、パソコンのノー

トの内容を手元のノートにまとめていきました。 

一次試験が終わってからは、友達と集まって練習と反省を重ねました。 

 

●場面指導（埼玉） 

過去問をメインで行い、自分で実践して福島先生に見ていただき、直していくという作業を

繰り返しました。最初はやり方がわからなかったのですが、やっていく内に自分の中でどの

指導にも共通する形ができあがってきました。 

 

●模擬授業 

私は、途中でやめてしまったので、他の方のを参考にしてください。 

 



●小論文 

私は、一次試験が終わってから対策を始めたのですが、本番点数があまりとれなかったので、

小論文がある人は、筆記と同時並行で沢山書いてみることをおすすめします。 

個人的に、「特訓道場・合格する論作文/時事通信社」は論作文としての基礎知識に加えて、

例題に対する模範解答があって、とてもためなりました。 

 

●集団討論 

周りに集団討論が試験になっている人が少なく、とても苦労しました。人数が集まらないた

め、ラインのオープンチャットに参加して、集団討論の会に参加したり自ら開催したりして

いました。他の県の題材も少しやりましたが、ほとんど自分の県の題材をやりました。 

私は、自分の話し方や内容に自信がなかったので、集団討論に参加したら、すべての音声を

録音して、聞き直し、集団討論の評価項目に沿っているか？（埼玉はネットに載っている）

今日の討論の反省点は？などをノートにまとめていました。たくさん練習したおかげで、本

番緊張がありませんでした。 

 

 

４二次試験の内容について（埼玉の面接・場面指導・小論文・集団討

論） 

 

●面接 

終始なごやかな雰囲気で、質問→回答→質問→回答という感じで、予期していないことをた

くさん聞かれました。 

 

(願書から) 

・宮崎と埼玉の違いはなんですか？ 

・児童に寄り添うためには？ 

・あなたが部活の経験を通して、こどもに伝えたいことは？ 

・オンラインボランティアについて詳しく教えてください 

・安心できる学級づくりのために何をしますか？ 

（普通の質問） 

・埼玉の振興計画について知っていることはありますか？ 

・埼玉の振興計画の目標はなんですか？ 

・あなたの恩師について詳しく聞かせてください 

・埼玉教職員 MOTTO について知っていますか？ 



・あなたは児童が突然倒れたらどうしますか？→心肺蘇生はできますか？ 

・不登校防止のためには? 

・保護者や地域と信頼関係を築くためには？ 

・埼玉の課題、学力低下を向上させるためには？ 

・教員の事故をなくすためには？ 

 

●場面指導 

大体の内容になります。 

小学六年生が SNS 上で誹謗中傷をしています、指導しなさい。 

 

●小論文 

埼玉県教育委員会が求める教師像３つの中の一つに「健康で、明るく、人間性豊かな教師」

があります。あなたはこのことをどのようにとらえますか。あなたの考えを述べなさい。ま

た、あなたは「健康で、明るく、人間性豊かな教師」であるために、日々、どのような努力

をし、どのような教育実践をしていきますか。具体的に述べなさい。 

 

●集団討論 

大体の内容になります。 

あなたは同じ学校の教員です。変化の激しい社会に対応するために、ICT 教育が求められて

います。学校としてどのように取り組んでいきますか。グループとしての意見をまとめなさ

い。 

 

 



令和 3 年度 宮崎県教員採用試験（特別支援学校知的他） 

二次試験（8 月 27 日） 

＜模擬授業 授業 10 分、口頭試問 5 分＞ 

〇試験問題 

生活単元学習 小学部 6 年生 

「交流及び共同学習を行うことになりました。児童が主体的に取り組めるような単元名を

設定し、単元の 1 時間目の授業をしてください。」 

〇口頭試問 

・模擬授業で一番難しかったところ 

・小学部 6 年生ということを意識して工夫した点 

・どうして本時の流れを示したのか 

・どうして単元の 1 時間目の授業において自己紹介をしたのか 

・今回の授業を行うことで子どもにどのような力が身に付くと思いますか 

・子どもが自己紹介をする際にどのようなことに配慮するか 

・児童の主体性を引き出すために工夫した点 

・本時は児童に何を一番学ばせたかったのか 

 

＜面接 15 分＞ 

（面接官 A） 

・どうして宮崎県の教員なのか  ・教員として必要な資質（いくつでもいいので） 

・チャレンジ教室で学んだこと具体的に（願書から） 

・自分の教員に向いている点と向いてない点 ・クラスを持った際にどんな学級にしたいか 

・学科の友人とコミュニケーションをとる際に気を付けていること 

・保護者とのコミュニケーションはどのようにとるか 

・新学習指導要領を踏まえてどのような授業を展開したいか 

（面接官 B） 

・ICT をどのように活用していくか具体的に   ・教員は働きやすい職だと思うか 

・自閉症の子どもへの配慮点     ・障がいのある子どもに必要だと考えるもの 

・教員の不祥事を防ぐためにはどうすればよいか 

・不登校の子どもをつくらないための手立て 

（面接官 C） 

・宮崎県のどこでも勤務可能か 

・併願はしていないか 

・就活していないか 

・大学で特別支援教育を専攻した理由 

・教育実習で学んだこと 



熊本県教員採用試験 

2 次試験 試験日時 8 月 15 日・16 日 

 

(小論文) 

60 分/字数無制限 

○ ICT 機器を教育で活用する意義と、自分が教員になった際にどのように活用するか述

べなさい。 

 

(面接 1)20 分 

○ (面接シートから)療育センターの余暇支援のボランティアは具体的に何をするのです

か。 

○ 忘れ物が多い児童にどのように対応するか。 

 →文字が理解できない児童にはどうするか 

○ (面接シートから)様々な種類の部活動を行った理由。その中で学んだこと。 

○ 部活動で 1 番の思い出はなにか。 

○ ボランティアの中で保護者と関わる機会はあったか。 

 →保護者対応で困ることはあったか。 

○ ボランティアに参加しようと思ったきっかけ。 

○ 同僚と意見が合わなかったときどうするか。 

 →それでもだめだったら。 

○ 制服を嫌がる生徒に制服を着る意義の説明をどうするか。 

 →それでも理解してもらえなかったら。 

○ パニックをおこした児童にどのように対応するか。 

○ 最後になにか言い残したことはありますか。 

 

(面接 2)25 分 

○ 実習はどこにいきましたか。 

○ (面接シートから)障がい児入所施設のバイトから学んだことは。 

○ 熊本の教職員像「認め、褒め、励まし、伸ばす」についてどう思うか。 

 →特に大切にしたいこと 

○ 組織の 1 員として意識したいこと。 

○ クレームを言ってくる保護者への対応。 

○ 教員になった際に不安なこと。 

○ 切り替えが苦手な中学 1 年生の生徒に急遽時間割が変更になったときにどのような声

かけを行うか。(1 分間で) 

→どのようなことを意識したか。 



○ 教師が盗撮やわいせつ行為を行った場合罰が厳しいのはなぜか。 

○ 行動観察をするときに意識していること。 

○ 集団行動が苦手な子どもの理由として考えられることを思いつく限り挙げてください。 

 →自立活動の時間にどのような取り組みを行うか。 

○ 最後に自己 PR をしてください。 



大分県採用試験にむけて 

 

【1次試験】7月の中旬 

○教職教養 

3年生の後期(だいたい 12月)から採用試験用のノートを買い、オレンジペンで 1回答えを写していまし

た。本格的に試験勉強を始めたのは 4 月頃でしたが、もう少し早めに始めておくと、4 月の最初にある

模試なども多く経験できると思います。 

4・5月は主に基本を押さえることを意識して、ノートを何周もしました。教養はすべて覚えることは難

しいので、参考書の中にある「ここが間違えやすい！」みたいなのを重点的に書いて復習していました。

6 月の最初は教育実習があるので、そこまでにある程度の知識は入れておきたいと思いながら自分なり

に計画を立てるといいと思います。 

6・7月は主に問題を解く・やり直しをする時間に当て、大分県の過去問や全県の教職共用の過去問が載

っている問題集を 3周すると、答申やいじめの条文、プログラミング教育の推進について…など多くの

問題があるので、自分が不安な問題、間違えた問題の資料を集めて、確認をしました。確認の時も、教

採ノートに付箋を貼り関連する文言を書き、ノートに書かれている言葉+自分の言葉で思い出せるよう

な工夫をしていました。大分県は一般教養が 10 問ほどあり、大分県の歴史や文化、芸術に関わるよう

な問題が出てくることが多いので、HPなどで大分県の偉人や、各市町村の位置、人口、有名な建物など

調べるとより高得点を狙えると思います。最後の問題は、大分県教育振興計画からなので確認するよう

にしましょう。 

 

○全科 

大分県の問題は、各教科の目標よりも指導内容を聞かれることが多いので、この学年では「～をする」

というように、学年ごとの活動やその時間配分などを見ると良いです。体育、道徳は指導要領から出る

ことが多いので、よく読み込むことをおススメします。 

その他教科は指導要領もですが、一般的な問題を解くことが多いので、苦手な教科(私であれば算数・理

科)の復習をしておくと安心できると思います。 

また、6 月に公立実習があるので、その際にする教科の指導要領をしっかり読み込んで指導案作りをす

ると、採用試験の勉強と併せてできるのでやってみてください。授業内における子どもの評価基準は学

習指導要領が基になっているため、各教科の指導要領を読み込んでおくと 2次試験の模擬授業をつくる

時に必ず役に立ちます。 

 

【2次試験：模擬授業・口頭試問】8月初旬 

・模擬授業内における子どもの評価 

「思考・判断・表現」の観点から 

・算数科における図形領域で正六角形の性質について説明 

・学級掲示の役割、あなたがしたいと思う工夫、それによって学級はどう変化するか 

・学級内において不登校気味の子どもに対しての支援法 3つ 

 

 

 



○模擬授業については、15分構想、15分間で実技があり、授業後すぐに口頭試問に入ります。大分県は

「新大分スタンダード」という取り組みで 15分の間にめあて、課題、まとめ、振り返りを行わないとい

けないため、授業テーマが渡された後授業の最後まで見通しをもつ必要があります。指導要領や各学年

の教科書を読み込むようにしましょう。1 次試験の結果が出てからでは確実に遅いので、指導要領で各

学年の学習内容を確認する際に教科書を読んでみても良いと思います。 

 大分県を受ける人が私一人だったため、模擬授業は宮崎県で受ける人とグループを組みましたが、で

きれば同じ県の採用試験を受ける人がいると参考になると思います。回数は週に 3.4回行いました。実

際に授業をしない場合でも、教科書を見て、15分で模擬授業の板書を作ってみる練習も何度もしたので、

ある程度教科書に書かれていることを覚えてきたときには、15分でめあて～振り返りまで板書計画をし

てみるのも良いでしょう。 

 

【3次試験の面接：質問内容】9月の下旬 

○志望理由 

・授業をする上で 1番大切だと思うこと 

・主体的な学びとはどのようにして起きるのか 

・実習で学んだ事 1つ 

・教師の不祥事についてどう思うか 

・コンプライアンスについてどう学んでいるか 

・教育目標に「生涯を通じた学びの支援」に共感したとあるが、どのような事をするのか 

・地域の人と信頼関係を築くと言っていたが、信頼してもらえるようにあなたは何をするか 

 

○教師に向いていると思うことについて 

・農業のアルバイトについて 

 なぜ始めたのか、どのような内容、その経験から学んだこと 

・農家と教育がつながっていると言っていたが具体的には？ 

・趣味について 

・コロナ禍で 1人飲みなどダラけることは無かったか？ 

・貧困世帯の子どもの支援で 1番学んだこと 

・貧困世帯の支援で 1番やりがいのあった活動 

・親ガチャについて 

 

○達成感のあった出来事 

・部活動内での役割 

・練習の工夫とは具体的にどのようなことか 

・部活動内で 1番苦労したこと 

・部員と話し合いをしたと書いているが、話し合いの中での役割 

・部活動を通して学んだ事 

・大学では部活を続けなかった理由 

・全体で決まったことが、自分の考えとは異なる場合どうするか 

・ストレスの発散方法 



・自分がストレスを抱えた時に誰に相談するか、その理由も 

 

○面接は自己紹介書を書くので、そこから質問されました。 

2 次試験の合格発表から 1 か月ほどあるので準備はかなりできます。ですが、ほかの学生は採用試験

を受け終わっているため、モチベーションを保つのに苦労します。毎日面接の練習を白というわけでは

ありませんが、聞かれたらどうこたえるのか、自己紹介書には何を書いたのかを確認し、予想問題を立

てるのも良いでしょう。すでに 2次試験を終えている人が多いため、面接で何を聞かれたのか、どう答

えたのかを参考にしながら考えるのも良いと思います。 

 

○最後に 

大分県の採用試験は 3 次試験まであり、7，8，9 月と毎月試験があることになります。常に試験に追わ

れていることにはなりますが、あまりプレッシャーを感じすぎないように、自分の好きなことをしなが

ら試験を乗り越えてください。私は友達とご飯を食べに行くのが楽しみだったので、特定の日を決めて

それに向けて頑張っていました。1 次試験の知識はすぐに理解できる内容と量ではないのでコツコツ積

み重ねていきましょう。合格に向けて頑張ってください。 

 



長崎県教員採用試験 二次試験 

 

● 一次試験合格通知と一緒に、「面接調査票」が届きます。 

 

「面接調査票の内容」 

・教員を志望した動機はなんですか。 

・あなたが教員として適性があると考えるところはどのような点ですか。 

・現在、社会からどのような教員が求められていると思いますか。 

・児童生徒の学力向上のために、どのような実践を行いますか 

・「命の大切さ」について、どのような場でどのように指導していきますか。 

 

・特技、教員免許以外の資格・スコアについて 

・ボランティアに経験 

・海外留学の経験 

・卒業・修了等論文、ゼミ、実習テーマについて 

・表彰、各種大会参加歴 

・採用された場合、離島の赴任について 

 ア、まず離島を希望  イ、まず本土を希望  ウ、離島には赴任できない  エ、どちらでもよい 

 （回答が合否に関係するわけではない。しかし、離島を軽んじる発言は減点になる可能性が高い。） 

・担当できる部活動について 

・他の自治体の受験の有無 

・名簿登載期間更新制度希望の有無 

 

 

● 二次試験 

（１） 小論文 

800 字（原稿用紙二枚分） 

 

〇令和４年度採用試験・中学校課題 

「学びに向かう力をつける指導とは」 

※ サブタイトルを自分でつけて可 

 

（２） 面接 

 面接官 4 人 

 

〇面接内容  

➀課題面接 「中学校一年生に自分の意見を話す授業でどのような指導を行いますか」 

・面接の前に、待合室で課題面接の課題を渡される。 

・10 分間、課題について考える時間がもらえる。 

・面接をする部屋に移動し、課題面接について 2 分程度説明してから、自分が説明したことに対して質問を

受ける。 

 



 ②面接 

  ・8 割は、「面接調査票」の中から質問される。 

  ・難しい質問はないが、自分が答えたことや、面接調査票に書いたことについて深く掘り下げて聞かれる。 

  ・ストレスに耐性があるのかどうかを見られる質問もある。 

   ストレスへの対処法、つらかった出来事、（一つの質問について深く聞かれる等） 

 

私が聞かれたこと 

・「いじめ」について、あなたはどんな定義をしますか 

・もしいじめが自分のクラスで起こった場合、どのような指導をしますか 

・中学校の時、友人関係でトラブルがあり、先生に助けられたとありましたが、詳しく教えてください 

・人間関係を築くうえで気を付けていることはありますか 

・ストレスの発散方法は 

・生死の体験があまりない教室で、どのように命の大切さを教えますか。 

・最近のこどもはゲームのように、命もすぐリセットできると考えがちですが、そのような子どもたちにどのよ

うな指導を行いますか。 

・教師は 24 時間教師だと言われますが、これはどういうことですか 

・「変化」という言葉を多用していますが、どのような意図がありますか 

・どんな教員になりたいですか 

・授業内容の視覚化を学力向上の手立てとして挙げていますが、具体的にどのようなことをしますか。 

 

 

対策・ポイント 

・課題面接については、ネットで指導案を見たり、学習指導要領のポイントを押さえたりする。 

・面接調査票は事細かに書くのではなく、あえて抽象的、濁すような書き方をして、質問させる。 

 （抽象的に書くことによって、質問の予想がしやすくなる。） 

・面接でなにを答えるかによって質問内容が変わるので、ガチガチに固めた答えや、ありきたりな答えを持って

いくのではなく、自分の意見を素直に言うことが大事。 

・わからない内容や、答えにくい内容、難しい内容が来た時は、素直に「勉強不足なのですが…」という謙虚な

姿勢を見せ、現段階での考えを言う。 



福岡県 中学校数学 二次試験 

 

集合後、確認等をとって移動 

模擬授業の課題が書かれた紙が配られ、15分思考 

移動後、それぞれの部屋の前で待機、合図後ノックをして入室 

試験官は 2人、黒板の前にあるアクリル板とそれぞれの前にアクリル板有 

受験番号、名前を言った後、マスクを外して確認をする 

マスクを着けて、合図の後に 7分間模擬授業 

 

模擬授業課題 

あなたは、2年生の担任をしています。6月になり、自分ですべきことを決めて勉強に取り組

む「自学ノート」の提出ができなかったり、内容が十分とは言えなかったりする生徒が見られ

るようになりました。 

そこで、学級活動の時間に、自分で目標を設定し、計画を立て、粘り強く実行し続けることが、

社会で生きていく上で大切な資質・能力であることに触れながら、自学に取り組もうとする

意欲を持つことができるように指導をしてください。 

 

 

終了の合図の後に、教卓の前の椅子に着席、そのまま面接に移る。 

 

面接内容 

・志望動機 

・緊張しましたか？ 

・模擬授業について（なぜこうしたのか？続きは？） 

・部活経験について（得た物、これから役立つもの、大変だったこと） 

・指導する時に気をつけたこと（副部長だったので、その関連） 

⇒1つ答えたら、それだけ？と聞かれ、もう 1つ答えた 

・人権教育についてどう思いますか？ 

・担任になって人権意識をどう気をつける？ 

・不登校対応はどのようにしますか？ 

・数学の面白さは何ですか？（算数でつまずいている子への対応はどのようにしますか？） 

・数学の何が好き？ 

⇒例えばどの分野？なぜ？ 



令和 4 年度広島県・広島市教員採用試験（中学校 社会） 

             宮崎大学教育学部 4 年 小中一貫教育コース小学校主免専攻 

                                

１ 後輩に送る言葉 

 試験勉強を進めていく中で時間がいくらあっても足りないと思い、何をやれば分からな

くなる時期が出てくると思います。私もその一人でした。そのため、年間計画を立てておく

ことの大切さを実感しました。当然、計画を途中で見直しても構いません。計画を立ててお

くことが、試験勉強を効率的に進めることができる秘訣だと私は考えます。年間計画の最初

はまず過去問を解いてみることをお勧めします。正解する必要はないので、解いてみて今自

分の現在地や傾向を知ることが大切だと思います。 

 質問や大学で開講される講座は遠慮しては意味がありません。遠慮することなく、頼れる

人に頼ったり、積極的に講座に参加したりすることが自分の力に繋がっていくと思います。

絶対に合格するという強い意志を常に持って頑張ってください。 

 

２ 一次試験の対策 

（教職教養） 

 教職教養に関しては、三年生の 10 月から 12 月までにセサミノートで基礎を固め、年明

けから受験自治体の過去問や全国の過去問を繰り返し解きました。勉強していく中で、様々

なテキストや参考書の存在を知ると思いますが、私の経験からはあれもこれも買わない方

が良いと思います。たくさんの参考書があることで重要なポイントを把握しやすくはなる

のですが、全て解く時間を確保することは難しいです。かえって私は焦りました。そのため

この本を使うと決めて繰り返した方が、精神的にも余裕が出てくると思います。また、大学

の方からメールで告知してもらえる模試を申し込むと良いと思います。お金はかかります

が、予想問題や傾向を知る機会となるので得にしかならないです。 

 

（専門教養） 

 専門教養に関して、広島県・広島市の中学校社会では高校で学習する内容が地理、日本史、

世界史、公民、倫理と問題数に差はありますが出題されるので、満遍なく早めに対策を進め

ておく必要があります。私の場合は、地理と世界史を高校時代に学習していなかったので教

職教養と両立しながら徹底的に基礎固めることが大変でした。勉強法に関しては、教職教養

の時と同様にまずは過去問の分析を行いました。広島県では今年度これまでの記述式から、

マークと記述の試験に変更となりました。そのため、基礎を固めつつ、資料を読解して文章

を書く対策を行う必要があります。マークに関してはセンター試験や共通一次試験の過去

問を解くと良いと思います。記述の対策に関しては、教科書の資料を読み取り、何を示して

いる資料か読み取ったり、私立大学の過去問を解いたりすることが対策につながると思い

ます。 



 

３ 二次試験の対策 

 一次試験前は一次試験の対策に重点を置きつつ、開講されている福島先生の講座を受講

して模擬授業と面接の対策をしていました。一次試験終了後は毎日複数人で面接と模擬授

業の練習を行いました。面接に関しては人によるのですが、私は面接の回答をある程度固め

て試験に臨みました。しかし、回答を固めておくと試験官によっては、「他には？」と追い

質問をされる場合があり、私は焦ってしまうことがありました。そのためどんな質問にも柔

軟に対応できるよう対策を行っておくと良いと思います。また、面接が上手になる方法は、

数をこなすことです。毎日仲間と面接練習を行うことが自分の力になると思います。 

 広島県の模擬授業はその場で提示された資料を基に指導案を作製して模擬授業に臨まな

ければなりません。そのため、指導案を与えられた時間内に書く力と内容の正確性が求めら

れます。私は一次試験後、毎日一本指導案を作製しては模擬授業を行っていました。その際

には、面接と同様一人で行うのではなく、指導案は指導教員の先生に添削をお願いし、模擬

授業は仲間に見てもらって意見をもらっていました。 

 

４ 面接の質問について 

・取得単位の状況 

・なぜ、大学院は目指さないの？ 

・広島県を志望した理由 

・教育実習は何回行ったか。 

・教育実習の経験 

・ボランティアの経験 

・趣味 

・部活動の指導 

・勤務地はどこでも大丈夫？（祖母は広島市に住んでいるが、広島県志望だったため。） 

・広島の教員になったらどんなことで貢献できる？ 

 

５ 模擬授業面接について 

・この授業のポイントは？ 

・自己評価してみて 

・ICT の魅力 

・あなたが一番課題だと思う生徒指導上の問題 

・いじめが起きた時の対応 

・いじめを防ぐためにどうするか 

・社会科を必要としない保護者に対してどう社会の魅力を伝えるか。 

・授業中寝ている生徒に対してどうするか 



・コロナ禍でのペアワーク・グループ活動 

・生きる力とは 



山口県教員採用試験・特別支援学校小学部    2 次試験 試験日時 8 月 21 日・22 日 
 
 
（適正検査） 
○内田クレペリン検査 
 
 
（面接）20 分 試験管 4 人 
〇教員を志望する理由 
〇教員に必要な資質とは何か。 
〇協働的な学びについて授業の中で工夫していることは何か。 
➡どんなことを努力しているか   ➡その中で見つけた課題は何ですか。 

〇提出物を出さない子どもへの対応 
➡（宿題の場合は家庭との連携を図ると言ったので）宿題以外では他に考えられるか。 

〇修学旅行中に部屋から連れ出して廊下で長時間説諭している場面での対応 
〇小学 5年生の学年集会で、「丁寧な言葉の大切さ」を子どもに話すように（1分構想、2分
発表） 
〇（紙を渡されて、）家庭での睡眠で保護者が困っている場面での話し合いで A先生「指導
をしなくていい」、B先生「指導を考えるべき」という意見が食い違っている場面 
この後に自分がどんなことを言うかこの先生方に話すように（1分構想、1分発表） 
➡あなたがこの発表でどのようなことに気を付けたか。 

 
  
（小論文）  
800 字/50 分 
〇山口県で家庭・地域・学校の協働・連携した教育を推進しています。 
あなたは、なぜ、現在、このような教育が必要だと考えますか。また、あなたは教員として、
家庭・地域と一体となって、どのような教育活動に取り組んでいきますか。子どもたちに身
に育みたい能力や態度等を踏まえて、具体的に書いてください。 
 
 
（実技試験） 
○音楽（コロナで弾き語りがなくなりました。） 
声楽・ピアノ・楽器から選択。楽器しながら歌うなどはダメ。自由曲のみ可能。 
私は声楽を選択し、「浜辺の歌」を歌った。電子ピアノの人が多かったが、楽器ではリコー
ダーをしている人もいた。 
試験官 2 名で、部屋に呼ばれて 1 人ずつ行う。1 名は中学校の音楽の先生がいました。 
 
〇体育（コロナでマット運動と、ハードル走がなくなりました。） 
・縄跳び（10 秒+10 秒+10 秒）（2 重跳び含む） 
・ドッジボールで八の字ドリブルと、試験官とキャッチボール 



教員採用試験 滋賀県  倍率 3.1 倍 
 
1 次試験の内容 
〇 教職教養・一般教養 
 私は免除してもらいましたが、毎年広く浅くという感じで出ています。教育
基本法と教職員の身分と義務についてはほぼ毎年出ています。また、宮崎県と
は違い西洋教育史が出ます。一般教養については、中学卒業レベルの問題が出
るので、ある程度復習すればそこそこの点数は取れると思います。 
（配点は 20％） 
 
〇 小学校全科 
 指導要領は、道徳や特活以外の教科からすべて出ます。基本的に目標や各学
年の目標などから出ますが、生活や外国語は隅々から出ます。一般問題につい
ては、それほど難しい問題は出ませんが、副教科（特に図画工作と家庭科）
は、用具の名前や使い方、留意点などを完ぺきに網羅しておきたいです。満点
を狙える内容なので、ここで取れないときついです。（配点は 20％） 
 
〇 小論文 
 小論文は 600 字指定が例年で、時間は 30 分～35 分だったので、割と考えて
から書く時間はないです。近年は、新学習指導要領の改訂点についての記述が
多いので、ある程度山を貼れます。しかし、本当に時間がないので小論文を苦
手としている方は学校の先生と対策が必要になります。（配点は 20％） 
 
〇 面接試験（集団討論） 
 8 人一グループで、試験管二人を半円状に書こう形で座りました。マスクは
外すよう指示があるので、笑顔を作れるよう練習が大切です。まずは一人 1 分
間試験管からの質問に答え、そのあと、試験管がお題を提示するので、そこか
ら 15 分間の集団討論がスタートします。挙手制で、一人ずつお題に沿った内容
で討論していきます。まとめ役はありません。一番に手を挙げるように、また
一番発表するようにしました。私のグループは欠席が 2 人いて 6 人でしたが、
私が 4 回、他の受験者が 3 回発表したじかんで 15 分が過ぎました。討論の後
は、また討論の後試験管から討論とは関係のない質問が 1 問あり、一人ずつ挙
手で答えて面接試験は終わりです。（配点は 40％） 
 
2 次試験の内容 
〇 体育実技・音楽実技 
 体育実技は、マットやバスケのような感じではなく、8 人一グループにな
り、「縄跳び、フラフープ、ボールを用いて、子どもたちに遊びを考えて指導し
なさい」というものでした。積極的に発言、みんなの意見をとりいれて遊びを
考えなければいけません。楽しい雰囲気を作り出せば勝ちだと思っています
（私はできませんでしたが）。それほど点数に差は出ないと思います。 
 音楽実技は、「オーラリー」「よろこびのうた」「パフ」の 3 曲の中から、試験
管が提示する一曲をリコーダーで吹きます。比較的簡単なので、練習さえすれ
ばミスなく吹けると思います。（二つ合わせて配点は 20％） 
 



〇 模擬授業 
 模擬授業は、思考 7 分・発表 8 分という風な流れになっています。模擬授業
の内容は、当日教科を自分で指定し、15～20 枚あるお題くじの中から一枚を引
き、そこから思考スタートです。教室には、試験管二人と、卓上には定規・△
定規・コンパスなどが置かれています。私はホワイトボードだったのですが、
色は、黒・赤・青の 3 種類でした。できるだけ 8 分間の中で前職使うようにし
たほうが良いです。一時の面接同様、マスクは外すように指示がされるので表
情にメリハリをつけるといいと思います。（配点は 20％） 
 
〇 面接試験 
 面接試験は、A・B・C の 3 グループに分けられ、それぞれの部屋ごとで質問
される内容が違ったと聞きます。面接試験が始まる前には、別室でバウムテス
トがあり、その紙は試験場に持っていきました。試験管は 3 人で、願書に記載
の内容から・バウムテストから・面接カードの内容から聞く人に分かれていま
した。特に、面接カードに書いたことは絶対に応えられるようにしておかなく
てはいけません。笑顔で、印象よくはきはきと答えるのは鉄則です。しかし、
一つ注意点があり、面接前に面接の注意事項の紙を渡され、そこに書いてある
事項については一切話してはいけません。特に、生い立ち（生まれ育った場
所）についても書かれていたので、志望理由を述べる際、滋賀県で育って～な
どの答え方は原点対象になるかもしれません。正直に、笑顔で答えれば大丈夫
だと思います。（配点は 60％） 
 
 
滋賀県は全国的に見ても試験内容が多く、全て対策しようとするとかなりの時
間を要することになります。滋賀県を受けようと思うのなら、早めの決断とそ
れなりの覚悟をもって受けなければいけないです。特に、面接試験が配点の大
部分を占めるので、独りよがりであったり嘘をついたりすると絶対に見透かさ
れるので、正直に答えることが合格に近づくと思います。 



兵庫県教員採用試験 2 次試験 

 

模擬授業について 

教材 電磁石のはたらき 

時間 授業を考える    5 分 

ねらいと流れの説明 1 分 

   授業        12 分 

   自己評価・質問   2 分 

質問内容 

・黒板の端から使ったのはどうしてか 

 

面接 

・緊張しているか 

・専門が理科ということだが模擬授業の教材が理科だとわかったときはどう思ったか。 

・理科の魅力は何ですか。 

・免許を小学校と中学校をもっているが小学校を選んだのはどうしてか 

・卒論の内容は具体的にどういうことをやるか 

・宮崎で水の流れの単元を扱ったのはなぜだと思うか。 

・宍粟市であればどんな授業にしていくか 

・ハザードマップと関連させて授業を作ることはできるか。 

・ＭＥＳＨが全国にはない学校もあるが、なくても対応できるか。 

・教員は忙しいといわれますが、その原因は何だと考えるか。 

・校務に時間がかかっているということだが、時間を短くするためにどんなことが考えられるか。 

・では、今現在タブレットが学校に多くあるが、それでも校務が長いのはどうしてか。 

・教師の厳しさと優しさに関してどう考えるか。 

・あなたらしさとは何ですか。 

・忘れ物について指導するとあったが、どのように指導するのか。 

・それでも忘れてしまう場合は。 

・それでも治らなかったら 

・靴箱から靴がなくなった児童がいたらどう対応するか。 

・ほかにはどう対応するか。 

・ほかの可能性は考えないのか 

・学校とはどのような場所か。 

・理科の学力が低い子どもの原因は何だと考えるか。 

・低い子どもにはどう対応するか 

・ノートをとることができない子どもに対してイライラしませんか。 

・勉強していることが話の節々から見え隠れしているが、普段からよく教育書や新聞などは読んだりするのか。 

・挫折したことはあるか 

 

感想 

１つの質問に対して、深堀してくることが多かった。女性の人がニコニコして話を聞いてくれていたのでとても

話やすかった。 
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