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R4 かながわ日体未来塾

プレゼンが始まったら

下に書いてあることを

すると説明が出ます

② この画面が出てき
たら「発表者ツールを
表示(R)」を左クリック

(説明が右に出ます)

① スライドショー画面の左下、半透
明のマークの右の を右クリック…

プレゼンが始まったら、画面左下の半透明のマークの右側のマークを右クリックしてください。

右側に次のガイドが出てきます。「発表者ツールの表示(R)」をクリックすると右側に次画面
と説明が出ます。【クリック】
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令和4年
かながわ日体未来塾

〇教員採用試験の対策

面接、模擬授業、実技、集団討議

担当 さとう ひろつぐ

講師 佐藤 宏継

これから教員採用二次試験に向けた個人面接、模擬授業、実技試験、集団討議の
ポイントを説明します。【クリック】
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教員採用試験の受け方

(二次試験対策)

1 個人面接のポイント

2 模擬授業のポイント

3 集団討議の留意点

4 実技テストのポイント

こちらの順番で説明しますが、試験内容はこの内容と一致しない場合がありますので
了承願います。【クリック】
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これは、令和5年度採用の神奈川県の内容です。他県や政令指定都市の試験内容
はこの内容と一致しない場合がありますので了承願います。昨年と比べて中学校が4

名ほど少ないです。【クリック】
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これは、神奈川県の筆記試験の内容です。他県や政令指定都市の試験内容はこの
内容と一致しませんので了承願います。一次試験はマークシートですが、論文の書
き方で勉強してきたかどうかがわかります。【クリック】
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これは、神奈川県の面接試験と模擬授業の内容です。他県や政令指定都市の試験
内容はこの内容と一致しませんので了承願います。模擬授業のテーマは6月下旬に
発表です。【クリック】
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これは、神奈川県の実技試験の内容です。他県や政令指定都市の試験内容はこの
内容と一致しませんので了承願います。ABC群から選択して4種目の実技試験があ
ります。【クリック】
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(採用試験の受け方)

1 個人面接のポイント

・大学で学習したことや研究した

こと、経験などを入れて話す

よく勉強していると思わせる

or 他大学と異なる日体のアピール

最初に、個人面接の仕方です。ポイントは、よく勉強していると思わせられるかです。
教員になりたい気持ちみんな同じなので、大学で学んだことや指導経験等を中学や
高校でどの様に活用していきたいかを話せるかどうかです。もう一つは、他大学と異
なる点のアピールです。【クリック】
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(面接で聞かれること)

１ 志望動機

２ 職業観、教育観

・回答の根拠となるもの(例)

(スポーツマンシップ)

(学習指導要領の考え方)等

必ず聞かれるのは、志望動機と教師という仕事の職業観や教育観です。職業観や
教育観への回答は、話す根拠になるものを整理しておくことです。例えば、大学で学
んだスポーツマンシップの考え方や学のし方や学習指導要領の考え方をまじえて話
すことです。【クリック】
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１ 志望動機(教員)

○一般的なパターン

私は○○の時に 出会った

知った○○

〇〇(人や○○)に憧れて○○

になろうと思いました。…

誰でもが書いている内容

志望動機では、誰もが書いてあることを言っても試験官の評価は低いです。【クリッ
ク】
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日体大出身

○ 私は○○の時に知った仕事(人や
先生)に憧れて職員(教員)になろうと
思いました。… プラス 大学では、

スポーツの楽しさや厳しさ、健康の
意義、スポーツの見方、考え方、運
動やスポーツの効果、健康になるた
めの方法等(スポーツマンシップ、ヘ
ルスプロモーションなど)を生徒に還
元したい。

○○の様な先生に憧れて…教師になろうと思いました。それに、大学や指導経験等

で学んだことを加えて回答しましょう。大学で教員になるために勉強したことを話すこ
とで、試験官の印象が違います。そして、そのことをどのように生徒に還元したいかを
述べましょう。【クリック】
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日体大出身

○ 大学では、世界で活躍する学生や
教員が身近にいて、スポーツの楽し
さや厳しさ、体つくりの実際やスポー
ツの考え方、取り組み方などを学ん
だので、それらを生徒に還元したい。

プラス
日体大でしか学べないこと

プラスで、日体大でしか学べないこと、経験できないことを加え、このことを生徒に還
元したいといいましょう。【クリック】



13

スポーツの楽しさや厳しさ、体
つくりと食事、スポーツの見方、
考え方…等

プラス 日体大の特徴

五輪選手などの有名選手が多い

メンタル等の最新トレーニング

常にプラス思考 自分の能力や
技能を社会に貢献する姿勢など

大学で学んだことや他大学と違う日体大の特色。学生や教員にスポーツ界で有名な
選手や指導者が多いことから、この人たちから学んだこと(プラス思考や社会貢献の
考え方など)を加えられることは、大いにプラスになります。【クリック】
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五輪選手などの有名選手が多い

メンタル等の最新トレーニング

常にプラス思考 自分の能力や
技能を社会に貢献する姿勢

こうした考えや姿勢、スポーツを
することの意味(スポーツマンシッ
プなど)を子どもたちに教えたい。

中でも、大学で学んだことや自分の能力や技能を社会に還元しようとする姿勢を示
すことが大切です。【クリック】
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2 面接での質問への回答ポイント

例:いじめ問題などの対応で教師の仕

事は保護者や社会から厳しい目

で見られていますが、あなたは

どのように考えますか？

①現状と課題 ②対策や手だて

③対策や手だての根拠となるもの

次は、面接で試験官から聞かれたことに対する回答の方法です。質問に対してまず
考えるのは、現状と課題です。次に、課題解決の手だてを回答します。大事なのは、
回答する根拠になるものを考えて答えてください。例えば文部科学省の「いじめ調査
マ」ニュアルや子どもの発育発達段階、大学で学んだことなどを加えて答えることで
す。【クリック】
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2 面接での回答ポイント

○いじめ問題などの対応で教師の仕

事は保護者や社会から厳しい目

で見られていますが、あなたは

どのように考えますか？

現状を示す中で、課題解決の根拠を
まじえて回答することで、「よく勉強し
ている」と印象付けます。

例として、新聞など報道されていることを現状として、その課題解決の根拠になること
を示します。ここでは文部科学省の「いじめ調査」のマニュアルを示し、“「アンケート
を無記名で書かせる」ことには、「いじめは見過ごさない」「定期的に調査する」「いじ
め問題は学校全体で共有する」などのメッセージを発して「いじめ」を未然に防ぐ姿
勢を生徒に示すことが大切と思う。“と答えるのもいいでしょう。【クリック】
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2 面接での回答ポイント

○今の時代、教育の仕事には社会や
保護者から厳しいものがありますが、
あなたはどのように対応しますか？

新学習指導要領の考えや生徒指導
リーフレット(H24文科省)の期待され
る大人像を示して述べる。

※自己実現と社会の発展に貢献

できる大人

また、このような質問では期待される生徒像について、新学習指導要領の考え方(思
考力、判断力、表現力等…自分の考えや知識を他の人と共有して課題解決する。
学びに向かう力、人間性等…誰とでも思いやりをもって接して課題解決する。)から答
えたり、H4年の文部科学書の生徒指導リーフレットの考え方を示して答えるといいと
思います。【クリック】



知識・技能
社会に貢献

青色LEDから紫
外線⇒

発展途上国等へ
の飲み水の殺菌

新学習指導要領の考え方でよく例に示されているのは、知識や技能の活用で、青色
発光ダイオード(LED)を開発してノーベル賞を受賞した方たちが、紫外線を発光する
LEDを開発し、飲み水の殺菌に使えるようにして世界中に紹介をしていることなどが
あげられています。【クリック】
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３ 模擬授業のポイント

・10分間(準備から片付けまで)

試験官の視点

1 この人をすぐにでも教壇に

立たせることができるか

※しゃべり方や机間巡視できるか

2 授業のやり方を知っているか

※ねらいやキーワードの板書など

次は、模擬授業の内容です。神奈川県の場合は、準備から片付けまでの10分間で

す。試験官の視点は、すぐに教壇に立たせられる人か、つまり、授業の方法を知って
いるかです。【クリック】
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３ 模擬授業のポイント

・10分間(準備から片付けまで)

試験官の視点

1 この人をすぐにでも教壇に

立たせることができるか

・言葉づかい ・生徒への態度

(机間巡視や生徒目線)

言葉づかいはゆっくりでわかりやすいか。生徒への態度として、机間巡視をしながら、
生徒役のそばに行って質問したり、生徒目線で話せるかなどです。【クリック】
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試験官の視点

2 授業のやり方を知っているか

・板書(本時のねらい、

キーワード、授業の流れ(口頭

でも可)の提示)ができてるか

・求められている授業形態か

思考力、判断力、表現力…

また、授業のやり方として、 ①本時のねらいや授業の流やキーワードなどを提示し
ているか ②生徒に考えさせたり、討議するなどの授業形態を示せるかどうかです。
【クリック】
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授業が「楽しい」理由(中学生 男子)

平成27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果(文部科学省)

目標
提示

助け
合い

話合
い

役立
つ

振り
返り

これは、平成7年から文部科学省が調査をしている結果です。どんな場面があると保

健体育の授業が楽しいかとの質問に、目標やどのように役立つのかなどの説明があ
ることが楽しいと答えています。次の年度以降も同じ回答でした。【クリック】
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保健学習ハンドブック(神奈川県立体育センター H24,3 改定版)より

授業形態…指導方法の工夫

どんな工夫(手法)？

Ｔ・Ｔ

ブレイン・ス
トーミング

ディスカッ
ション

実験
実習

ロールプレ
イング

発問
ディベート

調べ
学習

模擬授業では、発問での方法が考えやすい
発問①…今持っている知識で回答できる

新たな知識・理解
発問②…今までの知識をかくはんさせる質問

科学的、総合的な知識理解

模擬授業は、座学の科目で行うので、保健学習か体育理論になると思います。授業
形態は様々ですが、多く活用されるのは発問が多いようです。最初の発問には、生
徒は今持っている知識で答えますが、個人差があるので、話し合い活動などで知識
を共有し、次の質問で新たな知識の獲得を目指すことが必要です。【クリック】
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２ 保健学習の実践的方法

保健学習ハンドブック(神奈川県立体育センター H24,3 改定版)より

身近な問題をよ
り科学的に理解
させる

身近な問題をより科学
的に理解させる＋社会
的な問題も理解させる

身近な問題とし
て理解させる

保健学習では、中学ではより科学的に理解すること、高校では、科学的プラス社会
的な問題としてとらえさせることが必要です。【クリック】
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本時の目標、本時の展開

評価の観
点と評価方
法を記載

発問①…今持っている知識で回答できる質問
新たな知識・理解

発問②…今までの知識をかくはんさせる質問
科学的、総合的な知識理解

神奈川県では、事前に模擬授業の指導案を提出しますが、学習活動に質問と予想
される生徒の答えも書いておくようにしましょう。発問は、2つか3つ用意しておくとい
いでしょう。【クリック】
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(採用試験の受け方)

１ 実技テストのポイント

・生徒の模範となる動き

(例) バスケットボール

相手にパス→レイアップシュート

フェイクを入れてからのパス→

フェイク、ターゲットハンドして受け

次に、実技の試験官の視点ですが、ABC群から4種目選んだ種目に対して、生徒の

見本になる動きができるかです。例えば、バスケットボールのパスを受けてからのレイ
アップシュートの場合、パスをする際のフェイク(フェイント)動作があるか、パスを受け
る時にターゲットハンド(もらいたい方向への合図)ができるかどうか等を見ています。
【クリック】
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4 集団討議

○集団討議の留意点

① ５人一組の討議(神奈川の例)

で、15分から20分間なので自

分の意見を積極的に出すこと

ただし、相手を攻撃することは

避けるように！

留意点①

次に、集団討議のポイントです。神奈川県の場合は、模擬授業後に行われる場合が
ありますが、他の自治体では、テーマを試験官から提示される場合があります。大事
なことは、相手を攻撃しないことです。このことはマイナスになります。【クリック】
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ただし、相手を攻撃することは

避けるように！

例：そんなことは文科省も言っていない。

あなたの考えは間違っている。

例：そういう意見もあると思いますが、文

部科学省の〇〇では○○のようにと

書いてあったと思いますが、

他の方はいかがですか。

例えば、このような場合には根拠をもってていねいに対応します。他人の意見を聞く
ようにして、直接反撃しないで周りの人に意見を聞くように振ると、「コミュニケーション
の取り方がうまい」とプラス評価になります。【クリック】
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例：そういう意見もあると思いますが、文

科省の生徒指導リーフ(例)では○○の

ようにするといいと書いてあったと思い

ますが、他の方はいかがですか。

他を攻撃せず、他の人に意見を求め

る言い方は、グループの意見交換を

活発にするので、リーダーシップがあ

ると評価されます。

さらに、大学で経験したことや学んだものを根拠にして答えるようにすると、「よく学ん
でいる」との評価につながります。【クリック】
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３ 集団討議

○集団討議のポイント

① 短時間の討議なので自分の

意見を積極的に出すこと。

②ただし、早口でしゃべらず、

相手にわかるようにゆっくりと

話すように！

留意点②

次の留意点としては、少しでも多くの意見を言おうとすると「早口」になるで、ゆっくりと
分かりやすく話すことを心掛けてください。身振りや手振りのジェスチャーを入れても
構いません。【クリック】
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4 集団討議と個人面接

○ポイント

① 「体罰」に関しては、絶対

「ノー」です。禁止されています。

② 「いじめ」に関しては、見たり

聞いたりした場合は、必ず複数

で対応です。そして、管理職や

関係者に「ホウレンソウ」です。

留意点③

面接の留意点③ですが、体罰は法律で禁止されています。いじめは、見たり聞いた
りしたら必ず複数で対応してください。そして、管理職や生徒指導担当、学年の先生
に「報告、連絡、相談」が基本ですので覚えておいてください。【クリック】



集団討議(面接)の傾向(東京都)

東京都の過去の集団討論のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(埼玉県)

埼玉県の過去の集団討論のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(千葉県)

千葉県の過去の集団討論のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(千葉県)

千葉県の過去の集団面接の質問です。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(横浜市)

横浜市の過去の集団面接のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(横浜市)

横浜市の過去の集団面接のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(栃木県)

栃木県の過去の集団面接のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(栃木県)

栃木県の過去の集団面接のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(栃木県)

栃木県の過去の集団面接のテーマです。【クリック】
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集団討議(面接)の傾向(神奈川県)

神奈川県の過去の集団討議のテーマです。【クリック】
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お疲れ様でした！

お疲れさまでした。採用試験頑張ってください。
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