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教員採用合格者の経験を聞く 

―「2013 年度および 2014 年度教員採用試験合格者の体験を聞く会」の記録― 

 

 
(1)市ヶ谷：2013 年 2 月 20 日実施 

 

自分の教員への気持ちをしっかり持つ 

文学部日本文学科４年 Ｈ・Ⅰ  

 

 2013 年度教員採用試験で、私は千葉県の国

語の中学校教諭に合格しました。今回その試

験について、3 点話をさせていただきます。 
 はじめに試験へ向けての勉強についてです

が、本腰を入れ始めたのは大学 3 年の 12 月

頃からで、それまでは移動時間などで軽く参

考書を見る程度でした。専門教養の難易度は

法政などの私大の入試とあまり変わらなかっ

たので、各県ごとの専門の参考書にプラスし

て、大学受験の時に使った参考書を用いてい

ました。そして 2 月頃から教職教養の勉強を

始めました。私は参考書を眺めて覚えられる

タイプではないので、まず問題を解いて、わ

からなかったところや間違えたところを参考

書で確認し、覚えていくやり方で進めました。

結果として専門教養では問題集 3 冊、参考書、

過去問（東京と千葉）を用いました。過去問

の傾向から、そこまでコアな問題は出ないと

みていたので、細かいところまでは追わず、

大まかな流れなどの重要単元中心に暗記して

いきました。そして 4 月から過去問をはじめ、

5 月下旬から 6 月は教育実習や準備などでほ

ぼ全く勉強をすることはできず、そのまま試

験を迎えました。結果から言うと教養は比較

的簡単なものが出題されるので、ある程度の

知識を詰めたら専門の勉強を中心にした方が

いいと思います。また一般教養は過去問を解

く程度でしたが、常識問題なのでそのくらい

で十分でした。 
 そして 7 月の採用試験についてですが、千

葉県では 2013 年度から一次でも面接を行う

ようになりました。つまり一次試験では筆記

（専門・教養）・集団面接、二次では模擬授

業、個人面接、適性検査でした。一次の集団

面接は教官 2 名に対し受験生 5 名で、30 分程

度です。質問は 6, 7 問で端から答えていく形

式でした。とりたてて難しいことは聞かれな

いので、自分の教員への気持ちをしっかり持

っていれば問題ありません。 
 二次の模擬授業では、教室の後方に試験官

2 名、受験生 12 名で、自分以外の受験生を設

定した学年の生徒に見立てて授業をするとい

う方式でした。題は道徳の授業で扱うような

ものばかりでした。ここでの注意点はできる

だけ生徒に話しかける（発言する機会を与え

る）、生徒たちの眼を見て話すことです。特別

な対策をせずとも教育実習で行っていたこと

を思い出せば問題ありません。 
 個人面談は教官 3 名で、端の教官から順に

自分個人について、千葉県について、実際教

師になった際の心構えや困ったときの対処法

などを質問されました。ここでの準備も自己

PR だけはしっかりと言えるようにし、千葉

について少し調べていったくらいです。結構

強い口調で質問される方もいるので、負けな

い心が一番重要かと思います。これらのよう

に試験自体はとりたてて特別な能力が必要と

か、これができなければダメということはな

いので、ありのままの自分をリラックスして

アピールできるよう、緊張しすぎず頑張って

ください。 
 後に民間への就活についてですが、私は

塾業界の 1 社だけ受けました。結果として自

己 PR などはほぼ同じことを言えましたし、

その会社では面接時に模擬授業も取り入れて
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あったので、とてもためになりました。どれ

ほどの企業を受けるのかは個人的な考えによ

ると思いますが、興味を持てる会社ではない

限り受ける必要はないかと思います。やはり

当然のことながらそれなりの時間や体力は使

うので、数社ならともかく、勉強と並行しな

がらほかの就活生と同じようにやるのは難し

いのではないかと思います。私としては今年

落ちても来年、再来年と塾のバイトをしなが

ら受け続けるつもりだったので、1 社に絞り

ましたが、勉強の妨げになることもなく、と

てもいい経験になったと思います。皆さんが

教師になりたいという強い気持ちがあり、今

まで頑張ってきたのであれば、横道にそれる

ことなくそのまま頑張り続けて欲しいと思い

ます。（拍手） 
 
試験問題を憶えてしまうくらい解く 

キャリアデザイン学部４年 Ｔ・Ｋ  

 
 こんにちは。私は 2013 年度の東京都の教

員採用試験を中高社会科で受験し、合格をい

ただきました。今日は私がどのように教採ま

で準備をしてきたか、何を考えてやっていた

かをお話ししたいと思います。 
 私は 9 月下旬から東京アカデミー（予備校）

に通い、教員採用試験講座の現役平日夜間コ

ースを受講し始めました。 初は教育法規や

教育原理、教育心理、教育史などの教職教養

と呼ばれるものを中心に勉強を始めました。

12 月頃からは専門教科の講座を受講し、2 月

頃からは面接講座を受講しました。予備校で

は、平日は教職教養、土曜日は専門科目、日

曜日は面接対策を行いました。予備校以外で

は主に学校の図書館で勉強しました。9 時～

22 時頃まで図書館に入り浸っていました。 
 使っていたテキストは東京アカデミーのも

のと東京都の過去問題集を使いました。また、

論文や面接対策については先輩からアドバイ

スをいただいたりしながら準備をしました。 

 教職教養と専門教養の勉強についてはひた

すら問題を解き、間違えたところや少しでもわ

からなかったところをノートにまとめるよう

にしていました。これを繰り返していると苦手

なところが分かるし、自分だけのテキストが出

来上がります。実際、私は試験会場にこのノー

トを持っていけば大丈夫だ、と感じました。 
 また、過去問についてですが、私は講師の

方々に「試験問題を憶えてしまうくらい解け」

と、ご指導いただきました。過去何年分も解

いていましたが、それらを問題の順番や問題

文を憶えてしまうくらいのつもりでたくさん

解きました。そうすると問題の傾向も分かり

ますし、勉強と過去問分析の両方を自然とや

っていたのだと今は思います。 
 教職教養、専門教養も大事ですが、私はそ

れらと同じかそれ以上に論文にも比重を置き、

時間もかけました。なぜなら東京都は点数が

高くても論文の善し悪しで合否が分かれると

聞いていたからです。 
 私は過去のテーマを参考に何度も書きまし

た。そして書くごとにゼミの先生に添削をし

てもらい、書き直すという作業を繰り返しま

した。週に 1, 2 枚は提出用に書くように習慣

づけていました。論文を書くことは一次試験

のためですが、二次試験のためにもなります。

教育問題について自分の考えを社会背景と関

連付けて考え、具体的にどのように教師とし

て働きかけるのかを考え、まとめることは二

次試験の面接の準備にも生かされていたと思

います。また、過去のテーマ 10 年分を見て

みて、どのようなテーマが出ているのかを考

察したり、自分なりに予測して論文を書いて

みたりもしました。今思うことは論文は書い

た分だけ良くなるし、書くことに慣れていき

ます。 初は手を付けにくいところだと思い

ますが、まずは人の論文を読んでみるなどで

いいので論文に触れておくことがお勧めです。 
 面接対策については、東京都は個人面接と

集団討論がメインで特に集団討論の比重が大
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きいということだったので、集団討論の練習

を大事にしました。予備校では多くの人と何

度も、さまざまなテーマで討論の練習を繰り

返しました。ここで良かったことは、新しい

考え方を発見することができたことです。予

備校には学生や社会人、講師、現役教師の方

などがいたので、私にとって皆さんの意見や

考えを吸収し、勉強する場でもありました。 
 後に、私は東京都の中高社会科の受験を

考えた際に一番に合格率を気にしました。倍

率にばかり目がいって不安になることもあり

ました。皆さんもそうだと思います。実際予

備校で親しくなった知人で絶対受かると思っ

ていた方が不合格と先日聞きました。それく

らい難しく、狭き門であるとも思います。東

京都の説明会などに行くと同じ目標を持った

方々が沢山います。そのなかで合格を掴むこ

とは楽ではありません。私は、色々な方に「学

生です」と言うと「2 カ年計画？」とよく言

われましたが、私はそんなつもりは一切あり

ませんでした。今年が勝負だと強く思ってい

ました。私は落ちた時のことをあまり考えず

受かることだけ考えてやってきました。落ち

たらその時考えようと思っていたのかもしれ

ません（笑）。 
 これから、不安がいっぱいで、楽な道のり

ではないと思いますが、皆さんには明確な目

標と覚悟をもって試験に臨んでもらいたいと

思います。 
 そして、2 年後に同じ教育現場で皆さんと

一緒に仕事ができることを願っています。そ

れまで私も頑張っていきます！お互い頑張り

ましょう！（拍手） 
 
 (2)市ヶ谷：2014 年 2 月 20 日実施 

 
模擬授業では自分のカラーを見つける 

文学部日本文学科４年 Ｋ・Ｍ  

 
 「教師になることだけを目標にしている人、

満足している人は教壇に立つ資格はないと思

っています」 
 今、一心に教師になることを目指している

人にとって、少し衝撃を受けた方もいるかも

しれません。これは、私が教師になるための

就職活動中に出会った方の言葉です。つまり、

教師になるのなら自分の教育観を持ち、教育

によって何をしたいのかを考え、実行しなく

てはならないということだと私は捉えていま

す。 
 教員採用試験に向けて勉強している時、考

えていたことがありました。私は「教育を変

えていきたい」という理想をもっています。

小学生の頃から、「知らないことを知る」こと

ができる勉強が好きで、もちろん不得意なも

のもありましたが、教科に関係なく学ぶこと

に興味がありました。しかし、そんな私でも

「この授業（勉強）は面白くない」と思い、

「絶対もっと面白く学べるはずだ」と思うこ

とがありました。授業が面白くないのは、教

師の問題もあるかもしれませんが、もしかし

たら何か教育制度・教師のおかれた環境によ

って、授業を面白くすることが難しいのでは

ないか。大学で教育の実態について学ぶ中で、

そのように思いました。全ての子どもたちに

「学ぶ楽しさ」を知ってもらえるような教育

ができるようにしたい。「教師になる」夢が「教

育改革」の夢に発展しました。 
 そのためにどのような道を進まなければな

らないのか、ノートに書きました。十数年教

師のキャリアを積めば、県内の教育制度に携

わる指導主事になれること、結婚や育児など

休職している時、自分は教育に関わる活動で

何をするか、興味のある中央教育審議会や文

科省などの教育機関のこと、何十代までに叶

えたいかなど計画をたてていました。また、

介護等体験を終えた今では、特別支援学校の

教師になることも目標の 1 つになっています。

教育改革にかかわるために、多くの学校の実

態を知りたくて、公立学校だけでなく私立学
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校でも何校か働きたいとも考えていました。

実現できるか分からないような夢ですが、そ

の夢を考えることで、自分の「教師になりた

い」という気持ちに、自信を持てたように思

います。 
 「子どもたちに学ぶ楽しさを知ってもらい

たい」という気持ちを持って、教材の工夫や

授業の雰囲気作り（話し方・表情）を意識し

て模擬授業に取り組みました。模擬授業は、

これだけは誰にも負けないと思える自分のカ

ラーを見つけられると、堂々とした授業にな

ると思います。私の場合は、笑顔を絶やさず、

まずは自分が楽しんで行いました。以上のよ

うな気持ちで取り組んだおかげで、教員採用

試験（特に二次試験）を突破できたのではな

いかと思っています。ただ「教師になりたい」

だけではいけなくて、「なぜ教師になりたいの

か」「どのような教育をしていきたいのか」と

いう自分の教育観をしっかりと言えることが

求められているのだと実感しました。 初の

言葉の通りなのかもしれません。 
 後に、私が教員採用試験の二次試験の日

に、自分を励ました言葉を紹介します。マザ

ー・テレサの「大切なのは、どれだけ沢山の

ことをしたかではなく、どれだけ心をこめた

かです」という言葉です。面接官が本当に見

ているのは、受験者がどれだけ大学で活動し

ていたか、過去問を解いてきたか、面接の練

習をしてきたかではないと思います。どれだ

け教育に対する熱意があるのか、生徒のため

に力を尽くしてくるのかという「誠心（精神）」

を見ているのだと、私は考えています。自分

の気持ちを強く熱く正直にぶつけてください。 
 教師になる夢を諦めなければ、時間がかか

ったとしても、きっと叶うと思います。教師

を目指す過程での人との出会いは、とても貴

重です。お互いを高め合って、支え合って、

頑張ってください！（拍手） 
 
 

教員採用試験を受けるにあたって、ど

のように準備をすればよいのか 

文学部日本文学科４年 Ａ・Ｔ  

 
はじめに 

 「教員採用試験を受けるにあたって、どの

ように準備をすればよいのか」について、自

分の体験をお伝えしたいと思います。私は、

体育会のバスケットボール部に所属しており、

週 6 日の練習を続けながら採用試験に臨みま

した。試験の直前になっても、試験だけに集

中することができません。そういった限られ

た時間の中でどのように準備をすすめていっ

たのか、お伝えします。 
１．受験する自治体についてよく調べる 

 何かの対策を立てるには、相手をよく知る

ことが大切です。教員採用試験ならば、受験

する自治体や過去問をよく分析してみてくだ

さい。私は、川崎市と大阪市の 2 つの都市で受

験しました。第一希望だけの対策をし、そこで

身に付けたもので、第二希望の受験に臨みまし

た。結果は両方から内定を頂けたので、本命

だけでも充分に調べて分析してみてください。 
 過去問を分析してわかることは何か、につ

いて考えてみます。教育委員会の HP や昨年

度の採用案内などを見ると、試験の内容や配

点、合格基準点が記載されています。そこで

の配点が高いものほど、その自治体が求める

教師像に近いのだと考えられると思います。

例えば、一次試験の筆記の合格基準が低く、

二次試験にその点数が反映されない、面接の

配点が高い、などの情報が得られたならば、

その自治体では「人物重視」の選考が行われ

ていると考えられます。 
２．予定をたてる 

 私が採用試験に向けて勉強を始めたのは、

3 年生の春からでした。教職課程センターへ

相談に行きました。そこで自分の予定（大学

のテスト期間や教育実習期間、合宿や大会期

間）などを伝え、いつ頃・どんな勉強をして
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いくかを決めました。 
【筆記試験対策】 
 受験する自治体のものを 3 回繰り返すこと

にしました。1 周目は、自分が間違えたとこ

ろの解説をノートに写します。その際に、間

違えた答えだけを覚えるのはもったいないと

思います。筆記試験といっても選択問題なの

で、他の選択肢にも目をむけてみましょう。

わかったつもりでも、なんとなく曖昧にしか

覚えていないものもあるでしょう。この解説

を写す作業はとても時間がかかり、面倒くさ

いと感じましたが、自分だけの解説集をつく

るつもりで取り組んでみると良いと思います。

2 周目は、問題を読んで、その答えが頭に浮

かぶように復習します。3 周目は、答えの解

説を声に出して答えられるようになっていた

ら完璧です。自分で言葉として表現できる力

がついて、面接で準備していなかったことを

聞かれても対応する力の基礎作りになると思

います。1 周目を 3 年生の 12 月までに、2 周

目を 2 月、3 周目を 4 年生の 4 月までに通し

て、6～7 月頃にもう一冊、総おさらいができ

るものに取り組めれば上出来、という計画を

たてました。また、4 年生の春から教職課程

センターで開かれていた自主学習グループに

入りました。そこで練習問題を解くことで、

1 人でやり続けていた頃よりも、モチベーシ

ョンが上がるようになりました。勉強する時

は孤独な気分に陥りがちですが、仲間がいる

と安心するので、そういったグループに巡り

会えて本当に良かったと感じています。 
【小論文対策】 
 4 年生の 5 月頃から始めました。理由は、4
月の終わり頃から募集要項が発表されるから

です。それを見て、受験する自治体の求める

人物像を捉えてから書き始めよう、と考えて

いました。そして、4 年生から教職課程センタ

ーで木村先生に指導していただけるようにな

り、論文を書き始めました。実際に書いてみる

と、限られた時間・文字数で書くことは思って

いたよりも難しく感じました。これについては

もっと早く始めておけばよかったと思います。 
【面接・集団討論・模擬授業対策】 
 木村先生の指導のもと、4 年生 4 月から 9
月の二次試験まで繰り返し行うことができま

した。実際に東京都の校長先生を務めていら

っしゃった方と面接練習の機会を作っていた

だいたことも、とても刺激になりました。 
おわりに 

 限られた時間の中で準備をすすめる上で大

切なことは、予定をたてることだと思います。

「あれもやらなきゃこれもやらなきゃ」と焦

らず、一歩一歩目標に向けて取り組んでくだ

さい。これから試験まで、長い期間がありま

す。落ち込むこともあると思いますが、何事

にもポジティブに！前向きに！捉え直してみ

てください。試験に臨む皆様方が、全力をだ

しきれるよう祈っています。（拍手） 
 
教員採用試験体験記 

文学部日本文学科４年 Ｓ・Ｙ  

 
 私は山形県の中学校国語を受験しました。

一次試験は 50 名近く志願者がおり、二次試

験に進めたのは 10 名前後、そして採用され

たのは 7 名という、一次試験の受験者の中か

らおよそ 7 分の 1 の狭き門をくぐり抜け、採

用されるに至りました。正直、今でも自分が

採用されたという実感がありません。皆さん

にとって参考になる話はあまりないかもしれ

ませんが、私の体験を記したいと思います。 
 受験勉強の開始は 2 年の後期からで、大学

の講義を聞きつつ、参考書を書き写していま

した。ですがあまり身が入らず、3 年の夏ま

で勉強をしたりしなかったり…といった感じ

でした。本腰を入れたのは 3 年の夏ごろから、

とにかく教職教養を中心に行いました。私は

体育会の剣道部に所属していたので、なかな

か勉強の時間を確保できませんでしたが、1
日 2 時間を目標に勉強をしていたと思います。
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毎日何度も繰り返し条文を書き写したりする

など、効率的とは言えなかったかもしれませ

んが、ひたすら教養問題の基礎を固めました。

そのような勉強を続けながら年明けには一般

教養にも着手しました。適度に問題演習を取

り入れながら、知識の定着度や弱点などを見

つけ出し、参考書で復習という流れを春先ま

で続けました。 
 4 年生の 4 月にはいると、二次試験を見据

えて小論文と面接（集団討論と個人面接）に

取り組むため、教職課程センターを訪ねまし

た。4 年生までに単位をほぼ取得し、体育会

も休部したため、1 日の学習時間を 10～12
時間までに増やすことができました。そして

その時期から、問題演習を中心に取り組み、

間違えたところを復習していくという流れに

変わっていきました。また、センターを訪れ

たことで多くの教職を目指す仲間に出会い、

刺激を受けたことで少し下がっていたモチベ

ーションをあげることができました。この時

期になると教育実習などで精神的にも落ち着

かず、勉強に手がつかないという状況になる

と思いますが、しっかりと基礎を作っていれ

ば何も焦ることはないと思います。春先まで

にはしっかりと知識を定着させていると良い

と思われます。 
 教員採用試験となると、今まで私たちが経

験してきた受験とは雰囲気が異なると思いま

す（少なくとも私はそう感じました）。私の場

合は学生のように若い受験者があまりおらず、

講師経験者など 30～40 代ぐらいに見える受

験者が非常に多かったです。実際に、集団討

論（5 人）を行った際は、私を除く全員が講

師経験者でした。完全に雰囲気にのまれまし

たが、開き直って筆記も集団討論も受けてい

ました。結局自分の持っているものしか出せ

ないですし、それ以上の力も出せないので、

緊張している自分を無理に落ち着かせようと

せず、目の前の問題を淡々とこなしました。

今振り返ればそれがよかったのかもしれませ

ん。例年と異なり、筆記の範囲が大幅に変わ

り、全然勉強をしていなかった範囲などを出

されても冷静に対処できました。二次試験も

同様で、面接では肩の力を抜いて、教職課程セ

ンターで練習してきたことが自然と出ました。 
 教員採用試験に合格するためには、自分の

苦手なところなどを見つめて、自分には何が

足りないのかと常に分析し、そしてそれを克

服するために計画を立て直したりして勉強を

進めていく主体性が大事だと思います。しっ

かりと準備をして試験に臨めばかならず結果

はついてくると思うので、頑張ってください。

（拍手） 
 
激動の１年を経て 

文学部英文学科４年 Ｙ・Ｋ  

 
 私は、今春から夢であった教師として社会

に出ます。高校生の時から教師を夢見ていた

ので、今は非常に楽しみです。しかし、少子

化が進む現代では教師は狭き門となってきて

います。ですので、これから皆さんが教員に

なることができるよう、教員採用試験に向け

て、皆さんにアドバイスをしていきたいと思

います。 
 まず、1 つ目は当然のことですが、勉強で

す。自分の専門分野はもちろん、教職教養や

小論文、一般教養などやることは盛りだくさ

んです。ですので、なるべく早い時期から余

裕をもって勉強していくといいと思います。

特に、小論文については自分だけで勉強する

ことは困難なので、教職課程センターの先生

や友達に見てもらいながら勉強していきまし

ょう。私は、小論文を初めて書いたとき、お

世辞でも上手とは言えないひどいものでした

が、先生や友達にアドバイスをもらい、練習

し続けた結果、自分でも自信を持てるまでに

成長しました。 
 そして、2 つ目は一緒に頑張れる仲間を見

つけることです。教員採用試験の 終的な結
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果が出るのは、地方自治体にもよりますが、

大体 10 月です。一般企業に就職する人たち

と比べ、かなり遅くなってしまいます。なの

で、1 人で黙々と勉強を続けていると、よほ

どメンタルの強い人でなければ、不安や焦り

が出てきます。そのような時、互いに励まし

あい、頑張りあうことのできる友人がいれば

大きな支えとなります。幸い、私はそのよう

な人たちに恵まれていたため、 後まで頑張

りとおすことができました。教職課程センタ

ーにも、教員採用試験のための勉強グループ

があると思うので、ぜひ活用してみてください。 
 後に、私学の採用について話します。私

学は公立の学校と異なり、採用方法・人数・

試験日・試験場所などが各私学で異なります。

そのため、私学で教員になりたい方は、就職

組と同様で、情報が非常に大切になってきま

す。しかし、各私学の情報を 1 つずつ調べて

いるのではきりがありません。そこで役に立

つのが、私学採用のためのウェブサイトです。

そのサイトを見ればかなりの数の私学の情報

が手に入ります。ですので、サイトに登録し

ておくのがよいでしょう。また、教職課程セ

ンターには私学の採用情報を集めたファイル

が置いてあるので、それを見て情報を集める

こともできます。私学に就職したい方は必ず

情報を多く集めるようにしましょう。 
 私からは以上です。 後に、教員になりた

い人や、教員を考えている人、様々だとは思

いますが、教師という仕事は子どもたちと触

れ合い、共に成長し、将来の日本を担ってい

く人材を育てていく職業で、やりがいはどの

他の職業にも劣りません。皆さんも一緒に頑

張っていきましょう。（拍手） 
 
教職志望者に伝えたいこと 

文学部史学科４年 Ｋ・Ｋ  

 
 教職志望者に伝えたいことは主に三点あり

ます。 

 第 1 に、教職を志望することは「覚悟」が必

要だということです。一般的に教職志望者の進

路決定時期は、民間の就職活動の内定の時期に

比べて遅いです。私自身、勤務校が決定した時

期は 4 年生の 10 月末でした。次々と周りの友

人が進路を決める中、不安になることは度々あ

りました。私の経験が全てではないですが、こ

うした状況も起こりうるからこそ、教職を目指

す方には、自分なりのぶれない「覚悟」をもっ

て教職の勉強に励んでほしいと思います。 
 第 2 に、公立（東京都）の試験勉強につい

てです。この時期（2～3 月）の 3 年生に伝え

たいことは、教育実習までが勝負だというこ

とです。多くの方が試験前に教育実習を控え

ていると思います。私も 5 月末から 6 月まで

が実習期間でした。毎日が大変忙しく、実習

前とその期間中に全く勉強できなかったこと

は、今でも覚えています。また、実習後の勉

強も確認程度で終わってしまいました。だか

らこそ、これから一次試験に臨む方は、実習

までに一通りの試験勉強をやり終えたほうが

いいと思います。 
 後に、法政大学の教職志望者全員を応援

しています。 
 やはり、同じ大学から一人でも多く教員に

なってほしいと思いますし、将来一緒の教育

現場で働きたいとも思っています。「教職への

熱意」をもち続け、来年の 4 月に教員になっ

ていることを願っています。（拍手） 
 
専門科目の勉強は、将来自分が授業を

担当する生徒のため 

文学部史学科４年 Ｍ・Ｔ  

 
 私は神奈川県の高校で地歴の教員になりま

す。採用試験に向けて情報を集めだしたのは

3 年の 9 月頃から、本格的に勉強を始めたの

は 12 月頃からです。採用試験は自治体によ

って配点や出題範囲が異なります。神奈川県

の場合、一次試験は一般教養 60、教職教養
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40、専門科目 100 の 200 点満点で、二次試験

は論作文 40（実施は一次）、模擬授業と集団

討論で 60、個人面接 200 の 300 点満点で行

われます。 
 まず一次試験についてですが、専門科目に

時間をかけました。一般教養は配点の割に出

題範囲が広いので、取れるところだけをしっ

かり取ればよし、という感じでした。教職教

養は心理と法規に集中していて、さらにその

中でも同じ分野が繰り返し出題されるので、

過去問を中心にまとめていきました。そして

専門科目についてですが、ここで注意する必

要があるのは、採用は「科目」ごとではなく

「教科」ごとである、ということです。私の

専門は日本史なのですが、「日本史の先生」と

してではなく、「地歴科の先生」として採用さ

れるので、世界史や地理の授業も担当するこ

とになります。ですから、採用試験でも日本

史、世界史、地理の共通問題が 25 点ずつと、

選択問題が 25 点の計 100 点満点で出題され

ます。問題のレベルも大学入試に匹敵するの

で、採用試験全体でここが も苦戦するとこ

ろだと思います。勉強を進めるうえで気をつ

けておきたいのは、専門科目の勉強は試験に

受かるためにやっているのではなく、将来自

分が授業を担当する生徒のためにやる、とい

うことです。そう意識することで、ただ知識

を暗記するのではなく、どうやって授業しよ

うかな、という視点で取り組めるので、その

分内容も定着すると思います。 
 次に二次試験についてですが、二次の対策

を始めるのに「早すぎる」ということはない

です。人によっては「一次のことで頭がいっ

ぱいだから、二次はそのあと」かもしれませ

んが、ちょっと冷酷な話、一次で落ちても二

次で落ちても「不合格」という扱いに変わり

ません。ですからこちらの対策も重要です。

論作文を書き始めるにあたって意識すべきな

のは、そんなにネタはいらない、ということ

です。論作文の参考書をみると、多くのテー

マが並んでいますが、実際には学習指導や生

活指導といった大まかなジャンルに対して自

分の経験談や教育論を 1 つか 2 つ用意してお

けば、意外になんとかなります。もちろんそ

れなりに量を書いて試行錯誤する必要はあり

ますが、あまり難しく考えずに書いてみると

いいです。模擬授業に関しては、教育実習を

通して指導を受けると思うので、ここでは割

愛します。二次試験で も重要なのが、集団

討論と個人面接です。神奈川県の場合、300
点のうち 200点が個人面接にあてられていま

す。集団討論では、おそらく協調性をみられ

ていると思いますが、これは普段から練習し

ておくしかありません。教員を目指している

仲間とともに話し合う機会をつくりましょう。

個人面接の対策をするにあたっては、「何を言

えばいいんだろう？」と不安になるかと思い

ますが、受け答えの内容自体はそこまで重要

視されていないような気がします。実際に、

面接のマニュアル本には多種多様なことが書

かれていて、どれが正解なのかわかりません

し、すべてを真に受ける必要もないです。一

次試験に受かる人には優秀な人が多いので、

正解を見つけないと落ち着かない人が多いよ

うですが、面接では正解が一つとは限りませ

ん。柔軟な考え方をもちましょう。ここで大

切な点を一つあげるとすれば、自分本位では

なく面接官の視点で考えてみるということで

す。面接官はたいてい現役の管理職の先生が

やっているそうなので、知り合いの先生に話

を聞くことや、書籍などを通して自分の引き

出しの数を増やし、教育についての見識を深

めておきましょう。（拍手） 
 

「合格者の体験を聞く会」参加が大きく

前進するきっかけ 

国際文化学部４年 Ｒ・Ｍ  

 
 私は、2014 年度の東京都教員採用試験にお

いて、中・高共通の英語科で名簿登載となり
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ました。以下には、試験に向けてどのような

準備をしてきたのか、そして実際の試験はど

のような内容であったかを中心に述べていき

たいと思います。 
 まず、私が本格的に教員採用試験を意識し

て活動し始めたのは、大学 3 年生の夏休みで

した。その頃から、採用試験を受験するにあ

たって実際の教育現場を体験しなくてはと思

い、都内の中学校で週に 1 度の自主学習教室

でボランティア活動を始めました。それと同

時に、独学で試験勉強も始めました。当時は

何から手をつければいいのか全く分からず、

参考書を買うだけで満足してしまい、あまり

勉強に身が入っていなかったように思います。

しかし、ボランティア先で同じ英語科教員を

目指す方がおり、その方から試験勉強に関す

るアドバイスをいただいて、モチベーション

を高めて勉強していました。 
 また、昨年度の教員採用試験合格者のお話

を聞く会に参加したことも、私にとって大き

く前進するきっかけとなりました。様々な自

治体、校種、教科の教員採用試験に合格され

た先輩方のお話を伺ったことで、「教員になり

たい」という思いがもっと強くなり、より一

層勉強に身が入りました。振り返ってみると、

その会に参加した時に強くなった教員への憧

れがあったおかげで、辛い試験も乗り越えら

れたのだと思います。加えて、いわゆる人物

試験に向けては、ボランティアでお世話にな

っている中学校の校長先生と副校長先生に協

力していただきました。苦手だった小論文の

添削をはじめ、面接の練習もしていただきま

した。実際の教員採用試験で採点をする先生

方に指導をしていただいたおかげで、本番も

あまり緊張せず、自信を持って臨むことがで

きました。 
 では次に、実際の試験内容についてです。

一次試験では教職教養・専門教養・小論文の

3 つの試験が行われました。教職教養では、

当時 新の教育時事問題であったいじめや体

罰、そして教員の服務に関する事項が多く出

題されていました。小論文では、それまでと

出題傾向が変わり、2題から1題を選択して、

70 分間で 1000 字の小論文を書くというもの

でした。そしてこの一次試験の 1 か月後に結

果発表があり、そのまた 2 週間後に二次試験

がありました。二次試験では、集団面接・個

人面接を行い、英語科は別日程で実技試験も

ありました。 
 まず集団面接は、5 人で 1 つのグループに

なり、1 つのテーマについて 30 分間話し合い

ます。私たちのグループでは、「他人を思いや

る心や生命を尊重する心を育むための教育」

というテーマで話し合いをしました。事前に

面接練習をした際に、集団面接では積極性よ

りも協調性が重視される、というアドバイス

をいただいたので、「話すこと」よりも「聞く

こと」を大切にすることを心がけていました。

個人面接では、大きく分けて個人に関する質

問、当日持参した単元指導計画に関する質問、

場面指導の 3 つが行われました。その中でも、

私が特に難しいと感じたのは、場面指導です。

実際には、「授業中に生徒が携帯電話をしまわ

なかったら」「地域の方から生徒に関して苦情

の電話が入ったら」という場面でどんな指導

をするか、という質問でした。矢継ぎ早に質

問がくるので、瞬時に判断しなくてはならず、

同時に教員としての立場も踏まえて答えなく

てはならなかったので、とても焦っていたこ

とを覚えています。しかし、どんな質問がき

ても、自分に正直であることだけは心がけま

した。今の自分をさらけ出し、それを見ても

らおう、というおおらかな気持ちで試験に臨

みました。 
 私の周りには教員を目指す仲間がおらず、

教員採用試験は孤独とのたたかいでもありま

した。しかし、「教員になりたい」という憧れ

を持ち続け、諦めずに努力することの大切さ

を、この試験を通じて学ぶことができました。

これまでの経験を糧に、春からは自信を持っ
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て教壇に立ちたいと思います。（拍手） 
 
(3)多摩：2014 年 1 月 31 日実施 

 
教員採用試験の経験 

社会学部社会学科４年 Ｒ・Ｔ  

 
 私が教員採用試験に向けて勉強を始めたの

は、3 年の後期からです。社会科の参考書を

読むなどしました。しかし、忙しさを理由に、

勉強ははかどりませんでした。本格的に始め

たのは 3 年の春休みです。春休み以降は、教

育実習期間を除いて、1 週間で休み（勉強し

ない日）を 1 日か 2 日作り、それ以外の日は

低 5 時間、多くて 8 時間程度勉強しました。 
 勉強は、教職教養・専門教養・一般教養を

4：5：1 くらいの割合で行いました。この時

は、一次試験に集中しました。教職教養・一

般教養については、東京アカデミーが出版し

ている参考書を使い、専門教養は、大学受験

向きの参考書を用いました。勉強を始めた当

初は、参考書の 1 ページ目から、隅々まで覚

えてやろう！と意気込んでいました。しかし

実際に始めてみると、思ったよりも範囲が広

いのと、効率の悪さを感じ、1 カ月程度でこ

のスタイルを止めました。次は、受験自治体

である茨城県の出題傾向に合わせて的を絞っ

て行うことにしました。共同出版の「教職課

程」や、茨城県の過去問の参考書を基に、茨

城県で出る可能性のある個所のみを勉強範囲

としました。例えば、茨城県は、調べてみる

と世界史が出題されないとわかりました。そ

こで、早めに世界史の勉強を止め、その分出

題されやすい範囲に勉強時間をまわしました。

世界史をまるごと勉強しない、という選択は

勇気が要りましたが、結果として、今年も出

題されていないし、捨てる判断をしてよかっ

たと思っています。「教職課程」は、教採の情

報を知るだけでなく、試験問題集や教育に関

する様々なトピックがあり、重宝しました。

その他、共同出版主催の茨城県版教員採用試

験対策講座を受講しました。丸 1 日行う単発

の講座を 2 回受講しました。茨城県の試験の

特徴に合わせたものであり、とても役立ちま

した。 
 試験勉強は、主に大学の図書館で行ってい

ました。この時、とてもありがたかったのが、

友達の存在です。私は、「教採自主グループ」

というものに参加していました。これは、現

代福祉学部の 4 年生が発端となり今年できた、

多摩キャンパスで教員を目指す人が集まった

グループです。グループの活動は、教採にむ

けた試験勉強を共に行ったり、教育問題につ

いて話し合ったり等です。春休みは週 1 回ほ

ど集まりました。この集まりで、教育観を深

めることができ、二次試験で役立ちました。

このグループで 1 番得たものは、一緒に頑張

る友達ができたことです。多摩キャンパスは

教職をとっている人は少なく、まして教採と

なると限られた人数しかいません。そうした

中で、グループで集まり、同じ目標に向かっ

て励ましあいながら頑張れたおかげで、合格

できたと思っています。 
 二次試験については、教採自主グループと、

教職課程センターにお世話になりました。一

次試験が終わってから、教職課程センターに

面接練習をお願いするようになりました。一

次試験終了後から二次試験まで、毎週月曜日

は岩橋先生、金曜日は篠崎先生に面接練習を

お願いしました。面接練習は、本格的に行う

日もあれば、ある問題について話を聞いたり、

話し合ったりする日もありました。先生方の

おかげで、教育観が深まりました。より実践

的なこととして、教職課程センター主催の

「二次試験対策講座」を受講しました。ここ

で、初めて本番と同じ形式での面接を行いま

した。初めての経験で、練習の結果はボロボ

ロでしたが、多くのことを学びました。岩橋

先生・篠崎先生との毎週の練習と、講座での

失敗のおかげで、本番では成功することができ
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ました。 
 後に、これから教員採用試験を受けよう

と思っている人へのメッセージで終わりたい

と思います。一番伝えたいのは、試験に向け

て一緒に頑張れる友達がいることが、すごく

重要！ということです。教採の勉強は孤独で

す。孤独なうえに、一次試験が近づく 6 月ご

ろには、就活組に内定者も増え始め、焦りま

す。土俵が違うから仕方ないことはわかって

いても、なんとなく雰囲気にやられてしまい、

焦るし不安になります。そんな時、力となる

のが同じ目標に向かう友達です。友達の存在

が息抜きにもなるし、モチベーションアップ

にもなります。ぜひ、共に頑張る友達を見つけ

てください。教採、頑張ってください！（拍手） 
 
教員採用試験突破までの歩み 

現代福祉学部福祉コミュニティ学科４年 

Ｎ・Ｓ  

 
勉強開始まで 

 一般企業の就活をするか迷いの時期があり、

ほかの職業につくことも考えた。三年になっ

たばかりのころ、キャリアセンターで相談を

したり、人と話しているうちに本当に私がし

たいことは教師という仕事であるという結論

に至った。この迷いの時期があってよかった

と今は思う。 
 10 月後半から予備校の通学コースに通い

始めた。自分の周りには教採を受ける予定の

友人がいなく、心細かったので教職課程セン

ターに相談。そのときまだ勉強会グループが

作られていなかったのでビラを配って仲間を

募集。12 月頭、初めての顔合わせ。 
勉強中 

 予備校でもまずは教職教養をマスターした

ほうがよいと言われていたので 10 月～12 月

は教職教養のみ勉強（本腰は入らず・・・）。

初めは語句を覚えたり参考書を読んだりして

いたが、成果がわからないため問題を解くこ

とにした。 
 『東京アカデミー出版 教職教養過去問』

を何周もすることを目標に問題を解き始めた。

分野ごとに分かれているため、今日はこの分

野、と決めて行った。ノートを使っていた。

問題を解いて間違ったところや、ややこしい

ところを書いていく。後々このノートがとて

も役に立った。 
 12 月、予備校で専門教養（社会科）の講義

が始まった。問題を解く形式で教採に出やす

い問題を厳選していたので役に立った。 
 1月～ 3月の春休みはほとんど学校図書館

で勉強していた。しかし自分は集中力が長続

きするほうではない。教職教養も、専門科目

も両方やりたくてたくさんの参考書や問題集

を持って行ったが手を付けられたのはいつも

半分くらい。朝 10 時頃～夕方 5 時頃までや

っていたと思う。アルバイトと両立していた。 
 春休みは教採自主グループでだいたい週に

一度集まって討論や勉強をした。2 回程水野

先生に試験監督官役をしていただいた。 
 4 月から専門教養が遅れていることに気づ

き、必死で専門教養を追いつかせようとした。

大学受験用の参考書や問題集で地理歴史公民

をやろうとしたが、時間が足りないと思い、

全国の教採の過去問を解くようにした。出て

いるところはだいたい決まっていると思う。 
 自分は地理を履修してこなかったため地図

帳や優しい地理の参考書を活用して一番力を

入れた。また自分の自治体は高校レベルの問

題ではなく、中学生レベル＋指導法を問うよ

うな内容だったため難しいものまですべて完

璧にわかるようにというよりは試験合格のレ

ベルだけ勉強した。 
 学習指導要領は大学図書館で借りた穴埋め

問題集を活用した。また、自治体ごとの防災

教育や特別に決められているマニュアルなど

があるので、教育委員会 HP を頻繁にチェッ

クしていた。 
 6 月後半の教育実習終了後、約 3 週間は
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後の追い込みとして教職教養は今までの問題

集を駆使し、専門教養は基本的なことをもれ

なく押えるように心がけた。 
教職課程センターの利用 

 先ほども述べたように、勉強会のグループ

を立ち上げるときにビラを配り、その他これ

からの活動に関してアドバイスをいただくな

どの支援を受けた。 
 春休みには集団討論の試験監督役をお願い

した。 
 4 月からは勉強中に不安になると訪れ、過

去問などを借りたり、雑談をしたりした。 
 教育実習前は指導案を一緒に考えてもらっ

たり、教材を借りたりした。 
 7 月、8 月の教採試験の模擬面接を受けた。

自分の経験から何を学び、どう生かすのかと

いうのを改めて考えるきっかけとなった。試

験官役の先生は会ったことがない方だったた

め緊張感を持って、本番のような気持ちでで

きた。 
 試験後はたまにお邪魔して雑談をしたりし

た。 
一次試験 

 （願書）「理想とする教師像」などを手書き

で書くスペースがあり、水野先生に添削して

いただいた。提出した願書のコピーはしっか

り自分で保存しておくことをお勧めする。 
 （筆記試験）冷房設備のない公立中学校で

行われたため当日の教室は 30 度を超えてい

たと思う。本当に暑かった。当日の試験の難

易度は例年並みだったと思うが、特に専門教

養は問題数が多く 80 分で地理・歴史・公民

を記述式でＡ3 の解答用紙 3 枚を答えなけれ

ばならなかった。時間との闘いだった。教職

教養・一般教養の手ごたえはあまりなかった。 
 （個人面接）一人 15 分程度だったと思う。

面接官が 3 人いて、それぞれの持ち時間（各

5 分）と聞く内容が決まっているようだった。

志望動機や自分の大学時代の経験を聞く基本

的な質問から、 後の面接官は若干圧迫面接

だった。暑さと緊張から終わった瞬間に気が

遠くなったのを覚えている。 
二次試験 

 個人面接と集団討論。待ち時間が異常に長

かった、本などを持参したほうがよい。 
 （個人面接）生徒とのかかわり方や、自分

の社会科に対する思いなどを聞かれた。一次

試験と同様で 3 人の面接官だった。 
 （集団討論）「中学社会科教員として必要な

資質を 3 つ挙げよ」というテーマだった。丁

寧な話し方をすることと、他の受験生の意見

を受け入れながら自分の意見を言うことが大

切である。 
後輩へのアドバイス 

 勉強方法に正解はないと思います。自分の

実力を自分自身が知り、限られた時間の中で

できることを考えながらやることが一番の合

格への近道だと思います。 
 後に私が大切にしている言葉を贈ります。 
  “努力は必ず報われる” 
 目標に向かって頑張ってください！！（拍

手） 
 

教員採用試験を終えて 

スポーツ健康学部スポーツ健康学科４年  

Ｓ・Ⅰ 

 
 教員を目指すと決意してから結果が出るま

での約一年間、無事採用試験に合格できるか

常に不安でした。友人が次々と一般企業に内

定をもらっていく中、自分は就職活動をせず

に勉強を続けている状況で、取り残されたよ

うな気持ちになったこともありました。そん

な中、諦めずに勉強を続けられたのは、同じ

く教員志望の友人のおかげだと思っています。

受験する自治体は皆違いましたが、勉強の進

行具合や試験の情報交換をしたり、実技の練

習に付き合ってもらったり、励まし合ったり

と、私の心の支えでした。同じ目標を持った

友人が身近にいることは、勉強の指標にもな
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りますし、本当に心強いです。切磋琢磨でき

る仲間を見つけるなど、自身が勉強に集中で

きる環境を整えることが、まず何より重要で

あると思います。 
 私が勉強を本格的に開始したのは、3 年生

の 10 月くらい。それまでは、参考書を流し

読みする程度でした。もっと早くから勉強を

始めるべきだったとも思いましたが、どれだ

けの時間勉強したかより、自分に合った勉強

方法を見つけ、効率よく勉強することが一番

大切だと思います。私は『オープンセサミシ

リーズ』（東京アカデミー）などを使ってある

程度内容を頭に入れ、あとは『精選実施問題

シリーズ』（共同出版）などを使用して問題を

ひたすら解き、知識を定着させました。問題

を解き、間違えたところを参考書で確認する。

これを繰り返し行ったことで、重点的に勉強

すべき自分の苦手分野がわかり、効率よく勉

強を進められました。他には、長い通学時間

を利用して勉強するなど、勉強時間を確保す

る工夫をしました。置かれている環境は人そ

れぞれなので、その中でどう勉強するかが大

切だと思います。 
 勉強を続けていく中でどうしても不安が解

消できず悩んだことがあり、そこで初めて教

職課程センターを利用しました。相談すると

親身になって話を聞いてくれ、客観的・具体

的なアドバイスもいただき、気持ちを切り替

えるきっかけになったと感じています。教員

になるという夢を改めて人に話したことで、

自分の気持ちを整理・再確認できた時間でも

あったので、悩んでいる人はもちろん、そう

でない人にもぜひ一度利用してほしいです。 
 教職課程センターでは相談に乗ってもらっ

ただけではなく、一次試験の前に面接対策、

二次試験前には模擬授業対策・個人面接対策

をしていただきました。面接対策を複数回行

ったおかげで、質問に対して焦らず冷静に返

答できるようになったと感じます。面接対策

はやり過ぎるとよくないとも言いますが、自

分の意見を焦らずに伝えられるようになるま

では、何度も続けた方がいいと思います。伝

え方だけではなく、伝える意見が軸のあるぶ

れないものであることも大事なので、教育問

題や場面指導などにおいて、自分の考えを持

ち、ある程度まとめておく必要もあります。

私は、予想される質問に対して自分の考えを

まとめた面接ノートを作り、違った言葉で自

分の意見を伝える練習を繰り返し行いました。

同じニュアンスの質問でも質問のされ方は異

なるので、文章を丸暗記するより効果的では

ないかと思います。しかし実際に面接を終え

た今、自分を含めた受験者間で、返答内容に

はそれほど大差がなかったと感じているので、

終的には「堂々と簡潔に自分の意見を伝え

る方法」を追求していくべきかと思います。 
 採用試験に向けて勉強・準備をしていくと、

教員という仕事の大変さや責任の重さを実感

し、自分に務まるのか、そして合格できるの

か不安になることもあると思います。そんな

時も気分転換をしたり、自分が教員になった

姿を想像してモチベーションを上げたりしな

がら、一歩ずつでも夢に向かって前進してほ

しいです。新卒だと受かりにくい、非常勤講

師を経験している人の方が有利だという話も

よく聞きます。しかし悲観的にならず、現役

だからこそ何をしなければならないのか、何

ができるのか前向きに考え、努力していって

ほしいと思います。（拍手） 
 

 (4)小金井：2013 年 12 月 21 日実施 

 

計画的な準備で早めの対策を 

理工学部・電気電子工学科４年 Ｈ・Ｎ  

 
 相模原市の教員採用試験に合格しました。

教科は中学の数学です。採用試験を受けるに

あたって準備したことと、実際の試験につい

て話したいと思います。 
 自分が試験勉強を始めたのは 2 年の春休み
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からです。自分は 1 日に何時間も勉強できる

タイプではないので早めに準備しました。高

校の数学の教科書をまとめるなど、一次試験

の数学の勉強を始め、3 年になってから問題

集をやりました。3 年の春休みから過去問に

取り組み始めました。4 年になってから一般

教養と教職教養と課題作文の勉強を始めまし

た。数学以外は試験が近くなってから暗記し

ようと思いこの順番になりました。 
 過去問をやっていく中で相模原市の問題の

傾向が分かり、勉強する範囲が割と絞れる印

象を持ちました。過去問研究は早めにやって

おくと効率が上がります。自分は学校推薦と

いう制度を使ったので、一次試験は課題作文

のみで、5 月に入ってからは課題作文の対策

だけに絞ることができました。 
 課題作文の対策として、小金井キャンパス

の教職課程センターで小早川先生に添削等を

していただきました。4 月から 1 週間に 1 テ

ーマで作文を書き見ていただきました。始め

は作文を見てもらうことにすごく抵抗があり

ましたが、指導をしていただくにつれだんだ

んと自分の作文が良くなっていくのを感じま

した。 
 二次試験の対策は 6 月下旬頃から始めまし

た。具体的には面接練習・集団討論対策・模

擬授業練習をしました。面接練習も小早川先

生にしていただき、本番を想定して面接をし

てもらいました。集団討論は、採用試験を一

緒に受ける仲間とともに練習しました。模擬

授業の対策は一次試験が終わってから取り組

みました。指導案を A4 の用紙 1 枚で作ると

いうことを二次試験 3 週間前に知らされ、急

いで作りました。添削は小早川先生にしてい

ただき、練習は採用試験で理科を受ける仲間

と一緒に行いました。練習で良いアドバイス

をもらい、試験 3 日前に小道具を作って実際

に使いました。それが本番で好評であったこ

ともあり、感謝しています。 
 実際の試験のことを話します。一次試験の

ことはあまり詳しく話せないので、二次試験

のことを詳しく述べたいと思います。 
 まず集団討論は、慣れです。県にもよりま

すが、相模原市の場合は与えられたテーマに

対して、自分の意見をしっかりと言えて、相

手の意見をしっかり聞くことに重点をおいて

いると感じました。 
 模擬授業は、慣れとアイディアです。自分

は教育実習が 10 月だったので、慣れの部分

は不安がありました。多くの仲間と一緒にた

くさん練習しましょう。アドバイスがたくさ

んもらえます。アイディアというのは、試験

では小道具を使うことが（暗黙的に）必須で

あると、実際に受けて感じました。なので、

題材を選んでやりやすいところをやりましょ

う。 
 面接は、どれだけ教師になってからのこと

を考えているかだと思います。「なぜ教師にな

りたいのか」から始まり、そのためにどのよ

うなこと（授業や指導）をすれば良いか、そ

の中で○○な生徒がいたらどうするかまで考

えましょう。また、部活動は何を担当したい

か、それ以外の部活動を担当することになっ

たらどうするか、部活動で何を伝えたいかな

ど、質問は全体的に深くまで突っ込まれます。

他にはいじめや体罰など、話題となっている

問題について聞かれます。場面指導的なこと

も聞かれました。他におさえておくところと

しては、「生きる力」、その県の教育理念・教

師像、学習指導要領、教育振興基本計画など

があります。しっかり対策しましょう。 
 本番で緊張しないためにも、早めに勉強を

始める等のしっかりとした準備と、自分の受

ける県についてしっかり調べることが大切だ

と思います。（拍手） 
 
教員採用試験を受けるみなさんへ 
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験（中学理科）に合格しました。ここでは教

員採用試験を受けてみて、自分が感じたこと

や気づいたことをお話しします。来年度以降

の教員採用試験を受ける皆さんにとって、少

しでも参考になれば嬉しいです。 
教員採用試験は人物重視 !? 

 いま学校には様々な問題があり、教員には

その問題に対応できる能力が求められていま

す。そのため、教員採用試験では人物重視の

傾向にあるといわれますが、私自身それを強

く感じました。例えば埼玉県では今回の試験

から小論文試験が導入されたり、個人面接で

は作文の提出があったりしました。教員採用

試験に合格するために、小論文と面接の準

備・対策を十分に行いましょう！ 
大学推薦って知ってる ? 

 教員採用試験には様々な受験方式がありま

す。その中でも忘れられがちなのが大学推薦

です。私は大学推薦で埼玉県の採用試験を受

け、一次試験が免除になりました。一次試験

が免除になったことで気持ちに余裕が持て、

小論文や面接に専念することができました。

ぜひ皆さんも自分の希望する都道府県の大学

推薦がないかチェックしてみてください！ 
油断は禁物 ! 小論文 ! 

 「小論文なんて作文でしょ？ぶっつけでも

何とかなるよね！」なんて考えている人いま

せんか？私も作文はそれほど苦手ではなかっ

たため、始めは気楽に考えていました。しか

し対策を進めるにつれ、時間配分や構成の難

しさを実感しました。なにより「教員の立場

での主張」をするために、知っておくべき知

識や心構えを身につけておくことは非常に大

切です。私は実際に時間を計って参考書の例

題で小論文を書き、そのいくつかを教職課程

センターの先生に添削していただきました。

自分ではなかなか気づけない指摘をいただき

格段に小論文が書きやすくなったのを覚えて

います。当日は自分でも満足のいく小論文が、

時間をたっぷり残して書き上げることができ

ました。小論文の対策は十分に行うことをお

勧めします。 
本番で焦らない面接対策 

 「あなたは県の鳥を知っていますか？」教

職課程センターの先生に模擬面接をしていた

だいたときに、先生が私にした質問です。皆

さん、県のシンボル、答えられますか？面接

ではこんな思いもよらない質問がきたりしま

す。もちろん答えられなければ即不合格とい

うものではありませんが、知っておくに越し

たことはありません。また、面接では「もっ

と具体的に」「こんな場合はどうしますか？」

「それでもダメならどうしますか？」など、

何度も理由や具体案を掘り下げられました。

面接対策では自分に「なんで？」と自問して、

しっかりと自分の気持ちを確認しましょう。

コツは「面接を通して一貫した主張ができる

こと」だと思います。私はどんな質問にも「対

話を大切にします」という主張をしました。

何か自分の中に 1 つの芯を見つけられると良

いと思います。本番で自分の力を存分に発揮

するために、十分な対策をしましょう。では

質問です。「あなたはなぜ教員を志望します

か？」 
最後に 

 私が教員採用試験に合格した要因があると

すれば、それは『自信をもって臨んだこと』

です。私は試験を受けるまでに、たくさんの

友人に「なんだか落ちる気がしないんだよね」

と言っていました。このうち半分は自分を追

い込むための根拠のない自信です。これだけ

言ってしまったら、もう落ちられませんよね

（笑）。しかしもう半分は「これだけやったの

だから大丈夫！」という自信でした。この自

信のおかげで本番は必要以上に緊張せず、

堂々と自分をアピールすることができました。

ぜひ皆さんもしっかりと準備をして、自信を

持って教員採用試験に臨んでください。（拍

手） 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 848.693]
>> setpagedevice


