
明星大学通信教育 交流掲示板

この掲⽰板について - 2012/08/13(Mon) 19:56

・2006.11-2012.2まで使⽤していた掲⽰板です。５００件近くの書き込みがありますので閲覧専⽤で残しています。

新着スレッド - 最新2000件
1: レポートの書き⽅ (1) /  2: レポート提出配分について (1) /  3: スクーリングについて (1) /  4: 教育相談研究 1単位⽬ (0) /  5: 初等理科教育
法 レポート⼆単位⽬... (0) /  6: 児童⼼理学のレポートについて (1) /  7: スクーリングのレポート期限につい... (1) /  8: レポートの提出について
(2) /  9: 図画⼯作科教育Ⅰ過去問について (2) /  10: 試験 (5) /  11: 初等教育原理のレポート (3) /  12: アラフォーですが・・・ (1) /  13: スポ
ーツ健康科学基礎論 (2) /  14: スポーツ健康科学基礎論、教育学概... (2) /  15: 家庭科教育 (0) /  16: 児童⼼理学のレポート (1) /  17: 初めての科
⽬修了試験 (0) /  18: 教育学⼊⾨のレポート作成 (2) /  19: くだらない質問なのですが・・・ (1) /  20: ⼆種 (1) /  21: 初等図画⼯作のテスト内容
おしえて... (0) /  22: 教育の制度と経営のレポート (0) /  23: 教育実習 出席簿など (0) /  24: 無題 (2) /  25: レポート作成 教師論の後は (2) / 
26: 全単位取得☆ありがとうございまし... (1) /  27: 成績について (1) /  28: ⾳楽科教育Ⅰ レポート (0) /  29: 過去問情報を… (1) /  30: 現在、
38歳です。2010年10⽉⼊学に... (4) /  31: 総合演習 スクーリングについて (2) /  32: ○○科教育 (0) /  33: 科⽬修了試験 (1) /  34: 初等⽣活科
の試験。 (0) /  35: 介護実習 (0) /  36: 司書教諭課程の過去問 (0) /  37: ⾳楽科教育Ⅰ (0) /  38: 初等⽣活科教育法の試験について (2) /  39: 明
星⼤学通信⼊学を考えています (1) /  40: 初等⽣活科教育法・科⽬修了試験に... (0) /  41: スポーツ健康科学基礎論 (0) /  42: 教育課程論の過去問
について (0) /  43: 【冬スク】⾳楽科教育Ⅰと初等体育... (0) /  44: 単位認定⽉ (1) /  45: 科⽬終了試験 (0) /  46: 初等図画⼯作教育法 (0) /  47:
無題 (6) /  48: 夏スクの結果 (3) /  49: 法学・過去問 (0) /  50: 3⽉科⽬試験 (12) /  51: 対策講座やってくれるのは良いです... (0) /  52: 初等教
育原理３単位⽬と４単位⽬の... (4) /  53: 初等⽣活科教育法 ２単位⽬ レポ... (3) /  54: 情報学概論 (0) /  55: 初等体育試験 (2) /  56: 科⽬修了
試験の勉強の仕⽅ (1) /  57: ３⽉科⽬終了ー追試ー試験︖ (1) /  58: 司書教諭科⽬の・・・ (0) /  59: 初等体育科教育法の2単位⽬につい�... (3) / 
60: 電話での問い合わせには応じない (2) /  61: 社会科教育レポート (2) /  62: 無題 (0) /  63: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ (7) /  64: 家庭科教
育、理科教育の試験 (0) /  65: ⼩学校１種取得を⽬指しています。 (7) /  66: あーわかりにくい (2) /  67: 出願書類・⼈物に関する調査票 (7) / 
68: １種に向けて始動です。 (5) /  69: ⾃⼰紹介スレッド  (0) /  70: 科⽬終了試験は・・・ (2) /  71: 教育過程論の３単位⽬について (6) /  72:
初等理科科⽬試験 (0) /  73: 教育⽅法学の過去問について (0) /  74: 科⽬修了試験の合格ライン (5) /  75: 初等理科 (1) /  76: ⽂章をかくコツ
(1) /  77: 明⽇の⽇野会場の時間について (1) /  78: 教育過程論の1単位⽬の２ (5) /  79: 初等家庭科教育法のレポートについ... (2) /  80: 初等理
科の科⽬試験について (3) /  81: 算数科教育法レポート1単位⽬の(１... (1) /  82: ⾳楽科教育Ⅰのレポートについて (1) /  83: 単位取得 (6) /  84:
初等社会科教育法科⽬終了試験につ... (0) /  85: はじめまして☆ (1) /  86: 試験通りました︕ (5) /  87: 無題 (14) /  88: ⽣徒指導について (4) / 
89: ⽣徒指導の過去問題を教えて下さい... (1) /  90: 掲⽰板アドレス変更について (1) /  91: 科⽬終了試験の⽋席について (1) /  92: ⾳楽教育１の
再提出について (13) /  93: 初等科国語科教育法レポートについ... (2) /  94: 教育実習の交渉 (2) /  95: 保育学 (2) /  96: 道徳教育の研究 2009年
の巣鴨会場... (0) /  97: ⾳楽科教育Ⅰ (0) /  98: 初等国語科教育法 (11) /  99: ⽣徒指導2単位⽬ (4) /  100: 初等体育科教育法の試験について
(10) /  101: 初等教育原理について (0) /  102: 無題 (0) /  103: 初等算数科教育 (2) /  104: 初等理科教育法２単位⽬（１） (0) /  105: 30まぁぁ
んっこっっ︕︕︕ｗ (0) /  106: 初等家庭科教育法について (0) /  107: スクーリングの宿泊施設について (4) /  108: 初等理科教育法科⽬終了試験
につい... (1) /  109: 情報学概論 (2) /  110: 質問 (0) /  111: スクーリング申し込みについて (3) /  112: 無題 (4) /  113: 初等算数科教育法 1単
位⽬レポー�... (1) /  114: 道徳教育テスト。 (0) /  115: 初等国語科教育法 札幌過去問 (2) /  116: 教育実習 健康診断について (1) /  117: 科
⽬試験 (6) /  118: 初等体育科教育法の２単位⽬のレポ... (0) /  119: あと4科⽬ (0) /  120: 情報学概論について (1) /  121: 初等算数科教育法につ
いて (1) /  122: お世話になりました。 (3) /  123: ⽇野の過去問 (4) /  124: ⼈間関係・⾔語・環境 (2) /  125: 初等理科教育法レポート (2) / 
126: 科⽬修了試験について、 (25) /  127: 実習後の指導案提出について… (3) /  128: 特別活動教育について (0) /  129: 無題 (3) /  130: 科⽬終
了試験の過去問について (1) /  131: 理科教育のスクーリングについて。 (0) /  132: 初等国語科教育法の試験 (7) /  133: 算数科教育のレポートに
ついて (1) /  134: 児童⼼理学レポート (6) /  135: ⼩学校→幼稚園 (0) /  136: 科⽬試験について (3) /  137: 教育⼼理学について (0) /  138: 認
定単位について (1) /  139: 実習の⼿続きで必要な健康診断書に... (5) /  140: 道徳教育の研究の試験について (0) /  141: 教師論について (3) / 
142: スクーリングについて (1) /  143: 初等算数科教育法1単位⽬（３）に�... (0) /  144: 科⽬修了試験の (0) /  145: 初等理科教育法 (3) / 
146: 夏スク、最終⽇の試験について (0) /  147: 初等図画⼯作教育法れぽについて・... (0) /  148: 初等算数科教育レポート (2) /  149: ⾳楽科教育
(2) /  150: はじめまして︕ (2) /  151: ⾳楽科教育 (2) /  152: 無題 (7) /  153: 図画⼯作科Ⅰについて (2) /  154: 国語科教育１単位⽬について
(2) /  155: 環境の試験 (0) /  156: 無題 (0) /  157: 初等教育原理Ⅰ・Ⅱの過去問につい... (0) /  158: 保育学について (2) /  159: 科⽬終了試験
(0) /  160: 初等算数科教育法のレポートについ... (0) /  161: 罷鱚齏纈 闔頏琺 (0) /  162: 再レポート (2) /  163: 無題 (2) /  164: リニューアル
しました (1) /  165: 初等⾳楽科教育法の①のレポート (4) /  166: 初等体育科教育の２００９年の問題 (2) /  167: 初等国語科教育法 (4) /  168:
⾳楽科教育Ⅰ (3) /  169: 単位の認定のことで質問です。 (4) /  170: 初等図画⼯作科教育法の科⽬終了試... (2) /  171: 初等理科教育法の過去問
(0) /  172: 科⽬修了試験orスクーリング??? (2) /  173: 初等図画⼯作科教育法のレポート (0) /  174: 初等家庭科のテスト (0) /  175: 教育⽅法学
(0) /  176: スクーリングについて。 (9) /  177: スクーリングの宿泊場所 (0) /  178: 初等算数科教育法 レポート単位① (6) /  179: 初等教育原理
１Ⅱのレポートについ... (0) /  180: たけさん (0) /  181: 科⽬終了試験について (5) /  182: レポートについて (8) /  183: 教育学概論のレポート
について (0) /  184: 初等理科教育法 (1) /  185: 課題報告集について (1) /  186: 児童⼼理 (1) /  187: 科⽬修了試験にやられて…やられて...
(3) /  188: 国語科教育の科⽬終了試験 (0) /  189: 教育実習の挨拶 (3) /  190: 無題 (2) /  191: 在学中の職業など (2) /  192: 初等体育科教育の試
験 (0) /  193: カウンセリングの基礎知識・・・ (0) /  194: 児童⼼理学レポート”⽣活習慣” (2) /  195: 社会科教育レポート２－２ついて (1) / 
196: 教えて下さい (2) /  197: 初等教育原理レポート課題 (2) /  198: 教採の⾯接の練習について (1) /  199: レポートの書き⽅について (4) / 
200: 体育科教育のレポート (0) /  201: 今年のレポート (2) /  202: 提出物について (5) /  203: 初等国語科教育法２単位レポートに... (0) /  204:
消せるボールペン (4) /  205: 無題 (0) /  206: 科⽬終了試験 (3) /  207: 無題 (2) /  208: 初等⽣活科教育法のレポートについ... (4) /  209: 国語
科教育のレポートについて (1) /  210: ⼀種→⼆種へ (2) /  211: 初等体育科教育法のレポートについ... (7) /  212: 初等理科教育法試験について
(6) /  213: ご利⽤ありがとうございます (0) /  214: 通信の⼊学を考えているものです。 (3) /  215: 履修科⽬ (2) /  216: 臨任の登録について
(6) /  217: 保育学の 昨年2⽉の科⽬終了試験 (3) /  218: 初等算数科教育法過去問について (2) /  219: 初等理科教育法レポートについて (4) / 
220: 特別活動のレポートについて (0) /  221: 図画⼯作科教育Ⅰ過去問について (2) /  222: 単位 (0) /  223: 初等社会科過去問について (0) / 
224: 試験 (1) /  225: 初等国語科教育の１単位⽬ (1) /  226: 体育科教育Ⅰ (1) /  227: 図画⼯作科教育Ⅰについて (2) /  228: 初等国語科教育法の
科⽬修了試験に... (3) /  229: 免許申請について (1) /  230: 初等算数科教育法レポートについて (3) /  231: 教育⽅法学Ⅰ (0) /  232: 無題 (1) / 
233: 無題 (0) /  234: レポートの返却について (1) /  235: 初等理科-過去問 (0) /  236: 理科教育について (1) /  237: 教師論レポートについて
(1) /  238: 質問です。 (1) /  239: 初等国語科教育法 ２単位⽬ (5) /  240: はじめまして (0) /  241: 冬スク 総合演習について (2) /  242: 介護
等体験について (0) /  243: 無題 (0) /  244: 教育課程論 (2) /  245: 初等理科教育法 06年12⽉試験の過... (7) /  246: 初等社会科教育法過去問に
ついて (2) /  247: 教育⽅法学の「教授理論」って︖︖ (2) /  248: 介護等体験／申込⼿続き基準の単位... (2) /  249: ⼩２種から⼩１種 (6) /  250:
学費について (2) /  251: 無題 (0) /  252: 教師論について (3) /  253: 俥瘤鰰 (0) /  254: おしらせ (0) /  255: 国語科教育-テスト (1) /  256:
【卒論】情報教育について (0) /  257: 初等図画⼯作科教育のレポートにつ... (2) /  258: 初等国語科教育法１単位⽬ (3) /  259: スクーリング
(5) /  260: 冬スクの受講科⽬について (3) /  261: 算数科教育の過去問から・・・・ (2) /  262: 初等教育原理ⅠⅡのレポートについ... (3) /  263:
７５６ 初等理科教育法 (3) /  264: 体育科教育Ⅰについて (1) /  265: 道徳教育の研究レポートについて (6) /  266: 英語 A のレポートについて
(3) /  267: 体育科教育・道徳教育の研究 (0) /  268: 初等⾳楽科教育法レポートについて (3) /  269: テストの過去問について (0) /  270: 介護体験
レポートについて (0) /  271: 初⼼者です︕ (2) /  272: 試験問題について (1) /  273: 東京都 ・ 実習 (1) /  274: 情報学概論 (6) /  275: 教え
てください︕︕ (2) /  276: 教えてください (1) /  277: 迷ってます・・・ (4) /  278: 科⽬終了試験とスクーリングどちら... (3) /  279: 初等社会
科教育法 ２単位⽬ (6) /  280: 体育科教育・初等体育科教育法 (2) /  281: 過去問の確認⽅法について教えてく... (2) /  282: 初等教育原理Ⅰ・
Ⅱ ４単位⽬ (1) /  283: 科⽬終了試験で (1) /  284: スクーリングをやめるには (3) /  285: 特別活動研究試験 (2) /  286: レポートの返却期間に
ついて (1) /  287: 初等体育科 (0) /  288: 場違いかもしれませんが・・・教え... (0) /  289: 初等社会科教育法科⽬修了試験 (2) /  290: 初等算数
テスト (0) /  291: 初等理科教育法について (2) /  292: 採⽤試験対策講座＆携帯版を充実 (0) /  293: 《レポート》体育科教育 (3) /  294: ⾳楽科
教育１のレポートについて (2) /  295: 初等体育科☆⾳楽科教育 (3) /  296: スクーリングとレポート (2) /  297: 科⽬終了試験 (2) /  298: 課題報
告集って (0) /  299: 図画⼯作科Ⅰ (0) /  300: 卒業⽣の⽅、卒業資格試験について... (0) /  301: 初等社会科教育法 (2) /  302: 初等国語の科⽬修
了試験 (2) /  303: 科⽬修了試験の過去問について (4) /  304: 初等社会科教育法のレポート作成に... (4) /  305: 初等算数科教育法１単位⽬につい
て (0) /  306: 初等図画教育法 (6) /  307: ありがとうございます (0) /  308: １０⽉⽣の学籍更新 (0) /  309: 科⽬修了試験の棄権について (3) / 
310: 再提出について (1) /  311: 無題 (6) /  312: 児童⼼理学について (3) /  313: こんにちは (0) /  314: 教育課程論１単位⽬ (2) /  315: 初等⾳
楽科教育法レポート (2) /  316: 冬スクについて (2) /  317: 児童⼼理学 レポート (2) /  318: はじめまして。 (1) /  319: 再⼊学時の学習状況の
引き継ぎにつ... (1) /  320: ⼩学校教諭２種のテキストをお譲り... (0) /  321: 初等体育科レポート (2) /  322: 教えて下さい︕ (1) /  323: 初等社
会科教育法試験について (2) /  324: 初等図画⼯作科の試験について (3) /  325: １年で修得した単位数について (1) /  326: 情報学概論 (0) /  327:
Video directories (0) /  328: 産休代替教員について (2) /  329: 秋期・冬期スクーリングについて (2) /  330: 特別活動研究 (6) /  331: 試験結果
☆ (1) /  332: 初等国語科教育法 (0) /  333: 初等⾳楽科教育法のレポートについ... (2) /  334: ありがとうございます︕︕ (0) /  335: まもなく学
期末 (0) /  336: 東京都の教員採⽤試験 (0) /  337: ⾳楽科教育のレポート評価に納得で... (5) /  338: 初等⽣活科教育 (1) /  339: 無題 (2) /  340:



期末 (0) /  336: 東京都の教員採⽤試験 (0) /  337: ⾳楽科教育のレポート評価に納得で... (5) /  338: 初等⽣活科教育 (1) /  339: 無題 (2) /  340:
卒業するために (4) /  341: スクーリングの宿泊について (3) /  342: レポート再提出 ⼼理学概論 (2) /  343: RTのTの意味がよくわかりません
(2) /  344: 初等⾳楽科教育法について (6) /  345: ⼼理検査法について (0) /  346: レポート再提出 (4) /  347: 初等国語科教育法について (0) / 
348: 初等国語科教育 (2) /  349: 教育実習 (2) /  350: free (0) /  351: coi phim online (0) /  352: 学籍更新︕ (0) /  353: スクーリング時間割
の⾒⽅ (2) /  354: 初等算数科教育法 (0) /  355: ⾳楽科教育が・・・ (11) /  356: 体育科教育Ⅰ (3) /  357: おすすめの問題集 (2) /  358: 初等国
語科教育法 (0) /  359: 学籍の更新について (3) /  360: ４⽉科⽬終了試験にむけて (0) /  361: 学籍の更新について (2) /  362: 単位取得修了
(2) /  363: 初等国語科教育法 科⽬修了試験 (4) /  364: 40才からの挑戦 (5) /  365: 教育実習の申し込み時期について (2) /  366: 全⽇経営案
(0) /  367: 教育実習の評価 (0) /  368: 無題 (6) /  369: 第⼀次更新終了 (1) /  370: 無題 (2) /  371: 教育⽅法学Ⅰの科⽬修了試験 (2) /  372: 単
位って・・・ (2) /  373: 科⽬試験の変更の仕⽅教えてくださ... (2) /  374: scias (0) /  375: サイトリニューアル計画 (1) /  376: 科⽬修了試験
(4) /  377: 初等教育原理１・２ (2) /  378: 初等教育原理について (0) /  379: 無題 (0) /  380: スクーリングについて (2) /  381: 初等社会科・国
語教育法 (2) /  382: 初等国語科教育法に苦戦しています (0) /  383: 管理⼈様 (1) /  384: 初等⽣活科教育法・家庭科教育法 (3) /  385: 初等国語
科教育法のレポート苦戦 (0) /  386: 初等国語科教育法 (2) /  387: ⾳楽科関連のスクーリング (5) /  388: 初等体育科/体育科 (7) /  389: 教え
て︕︕ (0) /  390: 無題 (0) /  391: １０⽉から⼊学しました★ (4) /  392: 免許申請について (1) /  393: ⼿ごわい特別活動研究 (7) /  394: hgh
(0) /  395: はじめまして (4) /  396: 恐るべし特別活動 (2) /  397: スクーリング評価について (2) /  398: お知らせ (0) /  399: 免許申請 (8) / 
400: 冬季スク 司書コースの⽅いますか... (0) /  401: はじめまして (6) /  402: ⾳楽科教育1 (7) /  403: 教育実習 (0) /  404: 卒業資格試験
(0) /  405: レポート受付不許可の場合 (0) /  406: 初等体育科教育法 (6) /  407: 明⽇、試験なんだ〜（＾＾︔ (1) /  408: 教育実習 (2) /  409: き
ょうこさんありがとうございまし... (0) /  410: 追︓初等体育科教育法 (2) /  411: vinyl-arbor (0) /  412: レポートの提出から返却までの期間
(1) /  413: 初等国語科教育法 (4) /  414: 初等国語科教育法 (1) /  415: 教育実習三週⽬ (2) /  416: 初等⾳楽科教育法について (0) /  417: 体育科
教育Ⅰ（11⽉科⽬終了試験） (2) /  418: 科⽬修了試験 (0) /  419: 実習⼀⽇⽬ (4) /  420: 採⽤試験にむけて (0) /  421: 明⽇から教育実習 (4) / 
422: 科⽬終了試験について (3) /  423: 冬スク (4) /  424: りんりんさんへ (3) /  425: りんりんさんへ (0) /  426: 無題 (0) /  427: テキストに載
っていない事項が試験... (1) /  428: big-big-tit (0) /  429: 科⽬終了試験について (0) /  430: 情報学概論レポートに悪戦苦闘中（... (1) /  431:
１０⽉⼊学⽣のオリエンテーション... (2) /  432: 児童⼼理学について (2) /  433: いよいよ明⽇・・ (2) /  434: 相談にのってください (1) /  435:
おべりべさん、ありがとうございま... (2) /  436: 質問です (1) /  437: はじめまして★ (1) /  438: 無題 (1) /  439: 無題 (1) /  440: 科⽬修了試
験について (0) /  441: スクーリング (2) /  442: スクーリング成績 (2) /  443: ⾳楽教育Ⅰ 単位2-④-2 (1) /  444: 無題 (0) /  445: ⾳楽科教育
Ⅰのレポート教えてくだ... (2) /  446: 夏のスクーリング (2) /  447: 教育実習後提出指導案について (1) /  448: 中学２種免許習得について (1) / 
449: 教師になれますか︖ (1) /  450: 無題 (7) /  451: おしえてください (1) /  452: 質問があります (5) /  453: こんばんは (3) /  454: 無題
(1) /  455: 初、科⽬修了試験・・・。 (13) /  456: 質問です (2) /  457: はじめまして☆ (2) /  458: こんばんはー。 (2) /  459: はじめまして
(2) /  460: 教育実習の申し込みの件 (5) /  461: 夏スクーリング (1) /  462: こんばんは (3) /  463: がんばさんへ (0) /  464: おはようございます
(1) /  465: ２年⽬の教材が来ました (2) /  466: 科⽬選択は何処へ・・・︖ (1) /  467: 質問おねがいします (1) /  468: こんにちは (2) /  469: 無
題 (1) /  470: 無題 (0) /  471: はじめまして。 (1) /  472: しくじり。 (1) /  473: こんばんは (3) /  474: はじめまして (1) /  475: 無題 (6) / 
476: 初めまして︕ (2) /  477: ★教育実習★ (3) /  478: 教育実習 (4) /  479: はじめまして︕︕ (6) /  480: はじめまして☆ (1) /  481: はじめま
して。 (1) /  482: 助かったぁ…。 (2) /  483: すごい︕ (1) /  484: 明星⼤学通信教育の掲⽰板 (0) / 

  ☆レポートの書き⽅ 投稿者︓もりあき  Rank:1回

初めまして。４⽉から教育学部⼀年で⼊学しました。初めてのレポートを作成しようと思うのですが、書き⽅がわからず説明会まで待てずこちらに投稿しました。
教職⼊⾨「教員養成の歴史について論述せよ」という課題について、要点をまとめて書いていくとは思うのですが、まず「題名は書くのか」「題名を書いたら⾏はあけ
るのか︖つめて書いていくのか︖」書き⽅が作⽂のようになってしまうので最後の語尾は「〜である」などのほうが良いのか︖など・・・。教えていただけたら・・助
かります。よろしくお願いいたします。本当に初歩的な質問ですみません。

... 2012/02/26(Sun) 13:55  

◇Re: レポートの書き⽅ 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:1回

いよいよ学習スタートですね。正解はないのかもしれませんが、私の場合は題名は書かず、段落は、始め、中、終わりくらいの３つにして、「である」「だ」
「だと考える」などと⾔い切りの形で書いたものが多かったです。みなさんはどうなんでしょうね。

... 2012/02/26(Sun) 15:15  

  ☆レポート提出配分について 投稿者︓vawegh  Rank:1回

始めまして。
2011年10⽉に⼊学した者で、⼈⽂学科に在籍している者です。専⾨学校へ⾏っていたので、３年時編⼊学です。⼩学校の教員免許を取るつもりなのですが、1ヶ⽉あ
たりのレポート提出⽬安というものが分かれば、だいたいで構わないので教えて頂きたいと思っております。皆さんが、どのようなペースでレポートの提出と試験をこ
なしていたのかを、参考にしたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

... 2011/12/27(Tue) 00:37  

◇Re: レポート提出配分について 投稿者︓サンダー  Rank:1回

こんにちは、私も同じ⼊学時期です。私は、1年間で免許取得を⽬指しています。基礎免許があるため、⾃分の努⼒次第で取得可能です。
教育実習が6⽉下旬に決まっていますので、逆算すると5⽉までに22単位以上を取らなくてはなりません。本格的に書き始めたのは、1⽉からなので、2⽉15ま
でにレポート26通出しました。教員採⽤試験もあるので、4⽉までには、全てを提出するよていです。ですので、毎⽉10前後を出します。
いつまでに取得したいかによって、ペースも変わりますので、それを踏まえて毎⽉いくつするか検討してみてください。
私は、⼀つのレポート作成（1単位分）に3時間かかります。そして、⼿書きする時間を加えるとさらに1時間半ですので、合計4時間半ぐらいです。これを基準
にして計画を⽴てるといいかもしれませんね。
あなたさまのお答えできたかわかりませんが、参考にしてください。

... 2012/02/25(Sat) 11:38  

  ☆スクーリングについて 投稿者︓kako  Rank:1回

はじめまして。
質問なのですが、道徳教育の研究や教育課程論などRT科⽬ですが、
秋や冬にスクーリングがあることを知りました。
RT科⽬だけどスクーリングで単位を取得できるのでしょうか。

教えてください。

... 2009/07/27(Mon) 22:43  

◇Re: スクーリングについて 投稿者︓あっき〜  Rank:1回

できますよ〜︕
レポートは通常通り（期限つき）提出して、スクーリングも合格すれば単位習得となります。科⽬終了試験だと取りずらい科⽬などは、スクーリングの⽅が良
いかもしれませんね。費⽤は余計にかかりますが・・・。

... 2009/07/30(Thu) 17:47  

  ☆教育相談研究 1単位⽬ 投稿者︓旬  Rank:1回

こんにちは。初めて投稿させていただきます。いつもこのサイトを参考にさせていただいています。私はこの４⽉に⼊学して教員２種を⽬指しています。いま、教育相
談研究の１単位⽬の課題の意味がよくわからず、苦戦しています・・。
「学校教育相談の新たな役割について論述せよ。」という課題です。
どなたかアドバイスをいただけたらと思います。



どなたかアドバイスをいただけたらと思います。

... 2009/06/14(Sun) 15:20  

  ☆初等理科教育法 レポート⼆単位⽬... 投稿者︓シムスハウス  Rank:1回

お邪魔させていただきます。

現在、明星⼤学の通信で勉強をしているものです。
初等理科教育法を現在勉強していますが、
⼆単位⽬の⼆問⽬、各学年の理科における学習形態の取り扱いと
始動計画の作成について述べよという問題、問題の意味がよくわかりません。
教科書、指導要領、両⽅覗いてみましたが、各学年って︖︖指導計画は各学年
ごとに説明なのか︖わかりません。教科書も当てはまるところがなにような汗

どのように書くかなど、何か、アドバイスをいただければ幸いです、
よろしくお願いします。

... 2009/06/05(Fri) 02:37  

  ☆児童⼼理学のレポートについて 投稿者︓ジャスミン  Rank:2回

2単位⽬が3回も再提出です。⾏動機能の分化過程、⾔語発達と環境についてを
述べてくださいと講評には書かれてありますが、
どのように書けばよいか、教科書のページなど合格された⽅
ヒントを教えてください。

科⽬試験も控えているのに・・・

... 2009/05/28(Thu) 18:07  

◇Re: 児童⼼理学のレポートについて 投稿者︓とびうお  Rank:2回

こんにちは。

⾏動機能の分化過程、⾔語発達と環境については
テキスト第５章の３．⾔語機能の分化〜４．読み書き能⼒
辺りを参照してみるとよいと思います。

私はこの辺をまとめて合格しました。
頑張ってください︕

... 2009/06/01(Mon) 17:08  

  ☆スクーリングのレポート期限につい... 投稿者︓はやと  Rank:1回

夏期・秋期・冬期・⾼知学習センターにおいて受講⽅法「ＳＲ」の科⽬を受講した⽅は、受講科⽬のレポート提出期限は理由の如何に関わらず、１⽉３１⽇【必着】ま
でに提出されない場合、スクーリングの合格は無効となります。
とありましたが、スクーリングで合格した２科⽬のレポートが再提出で返ってきました。提出期限はとっくに過ぎていますが、スクーリングでの合格は取り消されるの
でしょうか︖︖

... 2009/05/15(Fri) 12:02  

◇Re: スクーリングのレポート期限に... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⼤丈夫だと思います。私は、英語で同じ状況になりました。なんと、4冊全部不可。免許申請の時期と重なって、⾮常にあせりましたが、⼤学に電話して確認し
ました。2週間をめどに、3度もやりとりして合格。再提出でも、1⽉31⽇までに⼀度はしっかり出していれば、あとは結構なんとかなりそうです。不安なら⼤
学に聞いてみるといいですよ。
とにかく、早く再提出してしまいましょう

... 2009/05/18(Mon) 23:10  

  ☆レポートの提出について 投稿者︓mary  Rank:1回

こんにちは︕︕私は４⽉から通信教育学部に⼊学したmaryです。
 私は先⽉の3/15⽇に教科書が届き、現時点で20単位分のレポートを提出しました。試験は6⽉8⽉に受ける予定です。
変な質問なのかもしれませんが、今の時期に最低何単位分のレポートを提出するのが望ましいのでしょうか・・・臨採もやりながらで、なかなかまとまった時間を費や
せないでいます（弱⾳を吐いてすみません）夏期スクで22単位分の単位を取得して、11⽉上旬に実習を計画しています。

もし、アドバイスをいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします・

... 2009/04/29(Wed) 10:18  

◇Re: レポートの提出について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:26回

この時期に、もう２２単位も終わっているのであれば、余裕では︖（でも臨時もするようなので、なんとも⾔えませんが。） 順調に⾏っているのではないで
しょうか︖ 

... 2009/05/03(Sun) 21:44  

◇Re: レポートの提出について 投稿者︓mary  Rank:2回

与謝野さん、コメントありがとうごさいます。
順調とアドバイスいただけて、ほっとしております^^

... 2009/05/03(Sun) 23:27  

  ☆図画⼯作科教育Ⅰ過去問について 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:8回

三度のチャレンジとなってしまいました・・・。

過去問で教えていただきたいものがあります。

「創造主義美術教育について知るところを述べよ」

「Ｆ・チゼックの美術教育について知るところを述べよ」

「Ｈ・リードの芸術による教育について知るところを述べよ」



「Ｈ・リードの芸術による教育について知るところを述べよ」

以上についてご存知の⽅、是⾮教えていただけますようお願いいたします。

... 2009/03/18(Wed) 16:26  

◇Re: 図画⼯作科教育Ⅰ過去問につい... 投稿者︓はろ  Rank:1回

基本的にすべて教科書にのってますし、チゼックに関してはレポートでまとめたものを使えばいいと思います。

私は図画⼯作教育Ⅰを１２⽉に受験しうかったのですが、事前に過去問を調べて１０⾏程度簡単に内容をまとめて、それを試験前に読み返したりしましたよ。

あまり、参考にならずしみません。

... 2010/01/09(Sat) 00:18  

◇Re: 図画⼯作科教育Ⅰ過去問につい... 投稿者︓はろ  Rank:2回

誤字＞しみ→すみ

追記、ネットで調べたりやこの掲⽰板の本サイト様を⾒れば、過去問は結構わかるとおもいます。

... 2010/01/09(Sat) 00:21  

  ☆試験 投稿者︓かずう  Rank:1回

 つい先⽇、⼊学しました。じつは、科⽬終了試験がとても不安です。それぞれの科⽬の過去問はどこかで売っているのでしょうか︖また、勉強⽅法は、教科書を全部
理解したほうがよろしいですか︖よろしくお願い致します。

... 2009/02/23(Mon) 09:06  

◇Re: 試験 投稿者︓すず  Rank:1回

http://meisei.n-hokkaido.com/

私は、ここの過去問を参考にさせてもらっています︕

勉強⽅法は、レポートを読み返したり、過去問を解いてまとめています。

... 2009/02/23(Mon) 22:06  

◇Re: 試験 投稿者︓まりもママ  Rank:21回

このＨＰの過去問や「部報めいせい」の４⽉１０⽉に掲載される過去問をリストにして、
全ての問題をノートに書き出し、まとめました。
あとはひたすら覚えるのみです。
ファイトです(^O^)

... 2009/02/23(Mon) 23:51  

◇Re: 試験 投稿者︓かずう  Rank:2回

わざわざありがとうございました。不安が少しきえました。がんばります︕

... 2009/02/24(Tue) 20:52  

◇Re: 試験 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ご利⽤ありがとうございます。
ここは、http://meisei.n-hokkaido.com/ の掲⽰板です。みんなで作る過去問題集、これからもご協⼒をお願いします。

... 2009/03/10(Tue) 23:37  

◇Re: 試験 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

情報提供ありがとうございます。皆様のおかげで、明星通信⽣にとって役に⽴つサイトになっています。まだまだ情報の少ない科⽬もありますので、お⼿すき
の時で結構です。引き続きよろしくお願いします。

... 2009/03/12(Thu) 23:20  

  ☆初等教育原理のレポート 投稿者︓あやか  Rank:1回

どなたか教えて下さい(><)

初等教育原理の３単位⽬だけ、不合格で返ってきました…
「教職に求められる専⾨性にはどのようなものがあるか」という課題です。

合格された⽅、アドバイスをお願いします(︔︔)

... 2009/03/06(Fri) 23:25  

◇Re: 初等教育原理のレポート 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。不合格ですか。もうひとがんばりしなければいけませんね・・・。
そこで、いきなりアドバイスといわれても、ここに書き込みをされているみなさんも困ると思います。掲⽰板の使い⽅にもあるように、どこがわからなくて不
合格になったとか、こう書いたけどダメだったとか、講評にはどう書かれていたかとかの情報が必要だと思います。みなさんとても親切で親⾝に回答をしてく
ださいます。改めて投稿してみてはいかがでしょうか。

... 2009/03/10(Tue) 23:34  

◇Re: 初等教育原理のレポート 投稿者︓あやか  Rank:2回

すみません。
たけさん、御指摘ありがとうございます。
確かに、内容を書かにと、わからないですよね。

私は、専⾨職としての教師の役割について、まとめたのですが、
講評には、「教員に求められる資質能⼒については、教養審答申(H9,7,28)を研究して具体的に述べなさい」と書かれていました。

再提出のレポートは、教員に求められる資質能⼒について、具体的にまとめるだけでよいのでしょうか︖

... 2009/03/12(Thu) 00:39  

◇Re: 初等教育原理のレポート 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

どれであれば、あやかさんが書かれた内容をベースに、答申の内容で具体的な部分を付け⾜して出してみてはいかがでしょうか。⼀般的な論を書いて、より具
体的な例を挙げて説明するという⽅法が良いと思います。

... 2009/03/12(Thu) 19:27  

http://meisei.n-hokkaido.com/
http://meisei.n-hokkaido.com/


  ☆アラフォーですが・・・ 投稿者︓りー  Rank:1回

 ⾃宅で児童英語教師をしています。⼩学校英語が本格的に始まるということで地元⼩学校に出向いているうち、他教科でも先⽣の補助をさせていただくようになりま
した。免許がなくてもこのまま⼦供たちに関わることは可能なわけですが、もっときちんと勉強したいと思い、３年次編⼊で⼩⼆種の取得を考えています。年齢なん
て・・と思いますが実際体育のスクーリングでの実技とかどうなのでしょう︖私のような⽅いらっしゃいますか︖

... 2009/03/06(Fri) 01:40  

◇Re: アラフォーですが・・・ 投稿者︓与謝野 てつお  Rank:5回

今⽇は、リーさん レスを読ませていただきました.現在に⽢んずることなく更なる向上を⽬指すことに感動しました. ここで、応援させてもらいます。 
 そして、体育のスクーリングのことデスが. これは、担当する先⽣によって実技スポーツが変わる⾒たいですよ。しかし、そのスポーツは、過剰に専⾨的で
基礎体⼒が必要なスポーツではないようになっているようです。 (学校の体育種⽬のように） 私の時は、オーバーフォーティ の⽅がいたので⼤丈夫ではな
いでしょうか︖ 応援しています。頑張ってください.

... 2009/03/06(Fri) 09:56  

  ☆スポーツ健康科学基礎論 投稿者︓RYO  Rank:1回

初めまして。聴覚障害者です。今度科⽬終了試験があるのですが、スポーツ健康科学基礎論の過去問を参考にしたくてここにきましたが、どこにも⾒当たりません。例
外なのでしょうか︖最近のものでも構いませんので、どなたか教えて頂けませんか︖よろしくお願いいたします。

... 2011/02/02(Wed) 21:42  

◇Re: スポーツ健康科学基礎論 投稿者︓テスト前２  Rank:2回

過去問題は結構ありますが、毎回テキストの違う所から出題されています。
このまま準備すると結構な勉強量になると思われます・・・。
何かよい攻略法を探し中です︕

... 2011/02/03(Thu) 00:56  

◇Re: スポーツ健康科学基礎論 投稿者︓ミョウジョウ  Rank:1回

ネットでいくら探しても、過去問が出てきません。
11⽉、12⽉の試験でこれが取れないと、来年度から⼩学校で働くことができなくなってしまいます。

ご存知の⽅、どうぞよろしくお願いいたします。

... 2011/08/24(Wed) 17:23  

  ☆スポーツ健康科学基礎論、教育学概... 投稿者︓テスト前  Rank:1回

スポーツ健康科学基礎論と教育学概論のテストになかなか合格できません。
量は書くのですが内容が⾜りないらしく何回もトライしているのですが不可で帰ってきます。
ココが多く出題されている、あそこはやっておいたほうがいいなど何でも良いので情報のある⽅書き込みお願いします︕

... 2009/04/09(Thu) 11:24  

◇Re: スポーツ健康科学基礎論、教育... 投稿者︓テスト前２  Rank:1回

同感です・・・、どなたかヒントをいただけませんか︖

... 2011/02/03(Thu) 00:53  

◇Re: スポーツ健康科学基礎論、教育... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

なんとか⼿助けになることがあればとも思うのですが・・・。ごめんなさい。

... 2011/02/13(Sun) 12:54  

  ☆家庭科教育 投稿者︓ろみ  Rank:1回

はじめまして。⼩学校１種を⽬指して３年⽬に突⼊しました。
家庭科教育のレポート・試験について、教えてください。

レポートの課題では、参考⽂献の記⼊が指定してあります。個⼈的に、単位取得にかなり厳しいイメージをもっています。

すでに合格された⽅で、レポートと試験の取得状況について、アドバイスをお願いいたします。

... 2011/09/01(Thu) 08:23  

  ☆児童⼼理学のレポート 投稿者︓ちいこ  Rank:1回

今⽇、児童⼼理学の２単位⽬（2）が×をくらって戻ってきました。３回⽬です。ほかのレポは再提出なんてしたことないのに、何でこれだけ︖

「思考推進機能・⾏動調整機能の分化について説明しなさい」との課題で、3回⽬の講評では「⾏動の調整ができるようになるのはヴィゴツキーの⾔う内⾔が関係して
います。そのことについて述べてください。⾔語発達への影響がある環境について別の⾯からももっと詳しく記述してください。」ということです。

現在のレポで１１５０字。詳しく説明するためには、他の部分を削ってもいいのでしょうか︖

... 2008/11/30(Sun) 06:03  

◇Re: 児童⼼理学のレポート 投稿者︓はや  Rank:22回

ちいこさんへ。
⾃分も、児童⼼理学２単位⽬（２）では再提出になりました。
１回⽬の講評では「ピアジェを挙げて説明し、ウィゴツキーの外⾔と内⾔の考えを述べてください」とのことでした。
再提出では「⾔語の発達や機能がまとめられています」とのことで合格になりました。

ピアジェ・ウィゴツキー・ルリアの研究を取り上げてまとめました。
⾔語発達の環境については教科書P54〜P57あたりからまとめ、⽣活経験や⺟親の問いかけのついて書きました。ほかの⽂献を⾒たりもしましたが、教科書を中
⼼に１０００字くらいにまとめました。

お互い頑張りましょう☆

... 2008/11/30(Sun) 08:56  

  ☆初めての科⽬修了試験 投稿者︓よこ  Rank:1回

はじめまして。
今⽉⽇野で初めて科⽬修了試験を受けます。教科は、



今⽉⽇野で初めて科⽬修了試験を受けます。教科は、

特別活動
教師論 
初等教育原理
教育相談研究

今特別活動からやりはじめていますが、まとめるだけで⼤変です。

今年の４⽉に配本されたものでやっていますが、特別活動の
「その他の教育活動と⽐較して、教育的意義を述べなさい」という過去問をやっていて、本に他の教育活動の教育的意義がうっすらとしかのっていません。
ほかの参考⽂献から拾ってくるしかないのでしょうか。。
テストでもその他の教育活動についてはうっすらと書く感じでいいのでしょうか︖

初めてでいろいろと不安です。
なんでもアドバイスがあったらよろしくお願いします。

... 2011/07/24(Sun) 09:36  

  ☆教育学⼊⾨のレポート作成 投稿者︓あっちゃん  Rank:1回

この４⽉に１年次で⼊学しました。
教育学⼊⾨のレポート作成で質問があります。課題集の解説のところに「下記の⽤語を使⽤している箇所に留意しつつレポート課題をまとめること」
と書いてあり⽤語が書いてあるのですが、この⽤語をレポートで全て使わなければいけないのでしょうか︖
よろしくお願いします。

... 2011/07/16(Sat) 13:54  

◇Re: 教育学⼊⾨のレポート作成 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:144回

こんにちは。課題の通り、「箇所に留意しつつ」ですから、語句の使う使わないではなく、内容的に触れていればいいのではないでしょうか。

... 2011/07/18(Mon) 17:14  

◇Re: 教育学⼊⾨のレポート作成 投稿者︓あっちゃん  Rank:2回

ありがとうございます。
レポートの作成頑張ります。

助かりました。

... 2011/07/19(Tue) 21:42  

  ☆くだらない質問なのですが・・・ 投稿者︓あい  Rank:1回

初等図画⼯作科のレポートを提出するときに、間違えて図画⼯作科教育の
科⽬シールを貼って提出してしまいました。
しかし、返却されるときにはなぜか科⽬シールが正しく貼りなおされていました。
現在図画⼯作科教育の科⽬シールがないため、困っています。
再交付するべきなのはわかっていますが、出費をなるべくおさえたいです。
科⽬シールを貼り間違えて提出したことがある⼈がいましたら教えてください。

... 2011/05/18(Wed) 18:43  

◇Re: くだらない質問なのですが・・... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

＞なぜか科⽬シールが正しく貼りなおされていました

⼤学の⽅がやってくれたのでしょう。⾃然と直るものではないですから。
1科⽬だけなら今度は逆に初等図画教育のシールを貼って出してみたらだめですかね。
ダメですよね・・・。または、シール欄に⼀筆書くとか。

... 2011/07/14(Thu) 06:35  

  ☆⼆種 投稿者︓らら  Rank:3回

取得出来ました

苦戦した図⼯も試験で合格する事ができて良かったです

⼀種免許までがんばります

問題アップできるときはしていきますね

ありがとうございました

... 2010/12/03(Fri) 12:07  

◇Re: ⼆種 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

返事が遅くなってすみません︕１種免許頑張ってください︕応援しています☆
情報提供も感謝しています︕

... 2011/02/13(Sun) 12:55  

  ☆初等図画⼯作のテスト内容おしえて... 投稿者︓たくたく  Rank:1回

2010年の４⽉、５⽉、６⽉の⽇野での初等図画⼯作のテスト内容おしえてください。

... 2011/01/15(Sat) 15:29  

  ☆教育の制度と経営のレポート 投稿者︓すもも  Rank:1回

教育学部1年⽣です。

教育の制度と経営の1単位⽬2番⽬のレポートに悩んでいます。



教育の制度と経営の1単位⽬2番⽬のレポートに悩んでいます。

「公教育制度の発展としての各国の教育制度の中から⼀つを取り上げ、⽣涯学習理念に⽴つ教育⾏政との関連から論述せよ」

ってことなんですが、⽣涯教育に関してはテキストには⽇本のものしか記載がないと⾔うことは、外国の教育制度を選んだ場合、資料を探して来いってことになるので
しょうか︖

すでにレポートを書かれた⽅、どんな感じで仕上げましたか︖
教育制度と⽣涯学習の絡めかたに悩んでいます。

やっぱり、テキストだけでやろうとするのが無謀なのかなぁ︖
資料を探していると、つい⼿を広げ過ぎちゃうんですよね・・・

... 2010/12/28(Tue) 12:03  

  ☆教育実習 出席簿など 投稿者︓はなこ  Rank:1回

教育実習の際に出席簿と成績評価通知書みたいなを渡すと思いますが、
その書類はいつわたされましたか︖

... 2010/11/15(Mon) 18:42  

  ☆無題 投稿者︓らら  Rank:1回

初等図画⼯作試験五回も落ち続けています

⼤半の単位を夏のスクーリングで獲得したので
残りは⾃⼒でと思ってたのですが、図画⼯作だけが難しいです…

12⽉の試験で合格できなければ冬スクーリング⾏きが決定です

遠⽅からの参加なので航空チケットが⾼い︕!

みなさんは試験で合格されてるのでしょうか…?

羨ましいです(涙)

初等図画は厳しい教科なのでしょうか?

... 2010/11/05(Fri) 12:30  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

図画⼯作はスクーリングで取っているのでなんともいえないですが・・・。５回ということは相性が悪いんですね。私もそういう科⽬がありました。何の科⽬
かは忘れましたが・・・。あと１つ、頑張ってください・・・。

... 2010/11/07(Sun) 15:05  

◇ありがとうございます 投稿者︓らら  Rank:2回

後はテスト結果を祈るばかりです

他教科は勉強してないのに合格もらってたから
初等図画がえらく厳しく感じます…

... 2010/11/11(Thu) 13:16  

  ☆レポート作成 教師論の後は 投稿者︓かな  Rank:4回

どの教科がおすすめですか︖各教科それぞれ似ていて、
好きなものからどうぞ・・っていう感じかもしれませんが、
もしおすすめがありましたら、教えて下さい。

やっと１教科終えたばかりです。

... 2010/10/31(Sun) 03:30  

◇Re: レポート作成 教師論の後は 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

おもしろそうなものから。私は児 ⼼理学が好きだったのでそこから攻めました。あと、⾯倒なものとかなかなか合格がもらえない⾳楽とか・・・。どうでし
ょう。

... 2010/10/31(Sun) 17:42  

◇Re: レポート作成 教師論の後は 投稿者︓かな  Rank:5回

たけさん、ありがとうございます。
レポートは気合いで好きな科⽬を中⼼にまずは頑張ってみます。

... 2010/11/10(Wed) 23:06  

  ☆全単位取得☆ありがとうございまし... 投稿者︓げんちょす  Rank:2回

昨⽇、残り１科⽬の結果通知書が届きました。
「良」でした。
これで⼩学校教諭２種免許取得のために必要な単位すべてがそろいました。
このサイトには本当にお世話になりました。
少しずつですが、過去問情報の提供もしていきたいと思っています。

明星に⼊学したのは⼦どもがまだ１⼈で⽣後１０ヶ⽉の頃でした。
それが今では３⼈に増え、１０ヶ⽉だった⼦も来⽉６歳です（^＾;）

私は科⽬履修⽣で、必要単位は１２単位でした。



私は科⽬履修⽣で、必要単位は１２単位でした。
単位数は少ないにもかかわらず、⽬的達成までに時間はかかってしまいましたが、
今は喜びと充実感でいっぱいです。

２０１０年４⽉・５⽉・６⽉・８⽉・１０⽉の過去問（受験地・札幌）
２００９年２⽉の過去問（受験地・札幌）
２００６年４⽉の過去問（受験地・札幌）
をもっていますので、情報を得たい科⽬がございましたらお聞きください。

本当にありがとうございました。

... 2010/11/02(Tue) 05:52  

◇Re: 全単位取得☆ありがとうござい... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⻑い間お疲れ様でした。同じ時期に在籍されていたんですね。
お⼦様の成⻑も嬉しいですね。過去問、お時間のあるときで結構ですので、リストに追加していただけると嬉しいです。

... 2010/11/07(Sun) 15:03  

  ☆成績について 投稿者︓マイケル  Rank:2回

成績についてなのですが、ある掲⽰板では、
レポートは合格・不合格だけで、
科⽬の成績は、修了試験の結果が反映される
とありましたが、本当ですか。

レポートの講評はなかなかいいのにもったいない・・・。

... 2010/10/27(Wed) 05:56  

◇Re: 成績について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

レポートの結果は関係ないようですね。レポートを通った上で、最終的な成績は科⽬終了試験の点数のようです。

... 2010/10/30(Sat) 11:33  

  ☆⾳楽科教育Ⅰ レポート 投稿者︓ミスバニー  Rank:1回

初めて投稿する者です。
⾳楽科教育Ⅰのレポートが再提出となったのですが、⾳楽がまったくわからないので、
質問をさせていただきます。

２単位⽬の課題４と５がわからないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか︖
よろしくお願いします︕

... 2010/10/23(Sat) 21:21  

  ☆過去問情報を… 投稿者︓げんちょす  Rank:1回

初等⽣活科教育法の１０⽉の過去問について
どの年のものでもどの受験地のものでもかまいませんので、
わかる⽅がおりましたら教えてただ来たいのですが…

よろしくお願いいたします。

... 2010/09/30(Thu) 03:44  

◇Re: 過去問情報を… 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

お疲れ様です。当サイトの過去問情報の中にも10⽉の過去問がありますよ。ただ、10⽉ということで絞ってどれだけメリットがあるかはわかりません。他の⽉
もぜひ参考にしてみてください。受験後の情報提供もお待ちしております。

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/31

... 2010/10/04(Mon) 21:38  

  ☆現在、38歳です。2010年10⽉⼊学に... 投稿者︓かな  Rank:1回

恥ずかしいのですが、現在38歳です。
今からですが、⼩学校の2種免許を取得したいと思い、⾊々考えた結果、明星⼤学の通信
にたどり着きました。学歴は⼤学卒業（経営学⼠）、教員免許なし、介護実習＋教育実習必要ですが、夏季のスクーリングも終了した現在、10⽉⼊学か4⽉⼊学どちら
がいいのでしょうか︖免許は2年で取得、卒業したいです。また来年取得⾒込みで教員試験を受けるには10⽉がいいのでしょうか︖
遅すぎる挑戦ですが、アドバイス頂けますとうれしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

... 2010/09/06(Mon) 12:29  

◇Re: 現在、38歳です。2010年10⽉⼊... 投稿者︓N  Rank:2回

何年って⾃分で⾔っても、何年でできるかなんて誰にも分かりませんから。
思い⽴ったら⼊学すべきでは︖
本気ならば。

... 2010/09/10(Fri) 07:55  

◇Re: 現在、38歳です。2010年10⽉⼊... 投稿者︓かな  Rank:2回

ありがとうございます。
本気です。出願してきました。

こちらのサイトでお世話になることもあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いします︕

... 2010/09/13(Mon) 22:55  

◇Re: 現在、38歳です。2010年10⽉⼊... 投稿者︓うし  Rank:1回

四⽉まで待つ理由が分からないです。
早く⼊学した⽅が良いに決まってます。
頑張って。

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/31


... 2010/09/18(Sat) 10:27  

◇Re: 現在、38歳です。2010年10⽉⼊... 投稿者︓かな  Rank:3回

うしさん、ありがとうございます。
頑張ります。
また何かありましたらアドバイス頂けたらうれしいです。

... 2010/09/28(Tue) 12:06  

  ☆総合演習 スクーリングについて 投稿者︓キイロ  Rank:1回

はじめまして。キイロと申します。
私は明星⼤学に１０⽉⽣で⼊学した者です。さっそく秋のスクーリングに申し込み、
「総合演習」の授業を受ける予定です。
そこで質問なのですが、教員の仕事を⼀切したことがなく、またレポートの提出も１教科もしていない私でも模擬授業などできるものでしょうか︖⼤変不安です。。不
安といいつつ参加するのですが…授業の様⼦など少しでも情報が欲しいです。
よろしくお願いいたします。

... 2010/09/26(Sun) 15:25  

◇Re: 総合演習 スクーリングについ... 投稿者︓N  Rank:3回

みんなそんなだから⼼配しなくていいです。
ごっこと⾔えば語弊がありますが、その状態での精⼀杯。
⾃分を⾒つめなおす時間になりますから。
⼼配な分だけ必死にもがいてきてください。また、恥もかきましょう。

... 2010/09/27(Mon) 10:14  

◇無題 投稿者︓キイロ  Rank:2回

Ｎさん、ありがとうございます︕
そうですね、せっかくなので恥かいてきます☆
あと２週間あるので、レポートを少しでも進めつつ初めてのスクーリングに備えます。
ありがとうございました︕

... 2010/09/27(Mon) 23:30  

  ☆○○科教育 投稿者︓２  Rank:1回

現在、1種免許状を取得中ですが、①算数科教育②社会科教育③理科教育のうち、単位取りやすい科⽬ってどれなのでしょうか。誰か教えて下さい。

... 2010/09/24(Fri) 17:07  

  ☆科⽬修了試験 投稿者︓sara  Rank:1回

こんにちは。教えてください。

科⽬修了試験は出題される問題が毎回違うのでしょうか︖

... 2010/09/20(Mon) 13:32  

◇Re: 科⽬修了試験 投稿者︓みちはるなな  Rank:2回

毎回違うと思います。
私が受けてきた試験ではそうでした。
過去問を検索するといろいろ出てきますよ☆

... 2010/09/21(Tue) 00:12  

  ☆初等⽣活科の試験。 投稿者︓みちはるなな  Rank:1回

初等⽣活科教育法の試験の過去問で、
「⾃⽴への基礎を養う」について実際の授業でどう展開するか、具体的事例を指摘しながら考察せよ」
「⽣活上必要な習慣や技能を⾝につけさせ」について実際の授業でどう展開するか、具体的事例を指摘しながら考察せよ」
という問題がありますが、どんな解答をしたらよいものか…と悩んでおります。

具体的事例とは、指導案を書けばよいのでしょうか。
それとも、指導上の留意点として配慮すべき点をあげるのでしょうか。

イマイチ問題を理解できないでおります…

... 2010/09/21(Tue) 00:07  

  ☆介護実習 投稿者︓けい  Rank:1回

先週、社会福祉施設での介護実習が終わりました。

マニュアルには、終わった後に施設にお礼状を出すようにと書いてありましたが、実際送ったかたいますか︖
書式とかよくわからなくてまだ書けてません(泣)
送ったかたいましたら、どんな内容で送ったか参考までに教えてくださいm(_ _)m

... 2010/09/20(Mon) 16:23  

  ☆司書教諭課程の過去問 投稿者︓こう  Rank:1回

はじめまして。「こう」と申します。
サイトを⾊々回ったのですが、司書教諭課程の過去問を⾒つけることができませんでした。もし、よろしければ、サイトや検索の⼿掛かりをお教え下さいませんでしょ
うか。
（今までの検索ワードは 「明星⼤」「通信」「司書教諭」「過去問」）

初通信教育で、やり⽅を知るべくサイトを調べて、通信のレポートやテストは過去問が⼤事だ︕ということまではわかったのですが、そこから先に躓いています。

⼿数書けますが、何卒ご教授下さい。

... 2010/09/06(Mon) 14:04  



  ☆⾳楽科教育Ⅰ 投稿者︓noel  Rank:1回

こんにちは。教えてください。

⾳楽科教育Ｉの1単位⽬・設問1
①五線譜では表しにくい⾳の要素②五線譜の限界
についてまとめよ。

とのことですが、字数はどのくらいでまとめるのでしょうか︖

また、同教科でテキストが異なるレポート課題がいくつかありますが、
すべてレポート提出しなければならないのでしょうか︖

最後に、過去スレを⾒ると、レポート返却が遅いとのことですが、
実際どのくらいで返却されるのでしょうか︖

以上3点、合格された⽅、ぜひお聞かせください。
よろしくお願いします。

... 2010/09/05(Sun) 13:45  

  ☆初等⽣活科教育法の試験について 投稿者︓アレーニ  Rank:1回

はじめまして。アレーニと申します。
初等⽣活科教育法の試験で「学習活動例を構想せよ」という問題には、学習指導案の形式で解答すればよいのでしょうか。その際は解答⽤紙に定規で線を引いたりして
も良いのでしょうか︖
また、「具体的事例を想定して考察せよ」という問題であれば、指導案形式にしなくても⽂章で説明するような形で解答していけば良いのでしょうか。
合格された⽅、ぜひアドバイスをお願いいたします。

... 2009/12/17(Thu) 17:37  

◇アレーニさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:19回

こんにちは＾＾

ちょうど私が合格したときも「学習活動例を構想せよ」だったので、
参考になれば。。。↓

私は、学習指導案まで堅苦しく書きませんでした。
たしか「冬のくらしについて」だったかな。。。
・授業のテーマ
・タイトル（私、個⼈的に、タイトルつけるの好きなんですw）
・⼤雑把な⽬標（何を⾝につけさせたいか、考えさせたいか、程度）
・活動内容（①〜⑤とか、流れをつけて、⾒やすいように）
・指導上、⼼がけること（ポイントなど）
を、まとめました。

線を引いたことはないですが、ほかの教科でイラストで説明したりしたことありますよ︕
⾒やすければ、
説明上、必要であらば、
良いんじゃないですかね＾＾

ご参考までに☆

... 2010/01/16(Sat) 15:41  

◇Re: 初等⽣活科教育法の試験につい... 投稿者︓アレーニ  Rank:2回

nana*さん

ありがとうございます︕とても参考になりました。
２⽉に試験を受けるので、nana*さんのアドバイスを参考にがんばります︕

... 2010/01/20(Wed) 20:46  

  ☆明星⼤学通信⼊学を考えています 投稿者︓aa  Rank:1回

できれば、この１０⽉から、明星⼤学通信で⼩学校２種免許を取得したいと思っているのですが、（⼤学卒業で中学校教員免許は持っていません、介護もしたことがあ
りません）
授業料についての質問です。年間授業料が１０万〜２０万くらい、だいたい年間２０万〜３０万かかると聞いたのですが、（そして、こちらのサイトの「お⾦はいくら
かかる」を⾒ました。やはり授業料は年間１０万円くらいだったのですが）
⾃分で明星⼤学の「コース診断」というところから⾦額を調べたら年間授業料が１００万くらいになったのですが、この違いはどういうことでしょうか︖
お忙しい中申し訳ありません。返信宜しくお願いいたします。

... 2010/08/06(Fri) 00:16  

◇Re: 明星⼤学通信⼊学を考えていま... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。詳しくわかりませんが、考えられることは通信教育の課程と通常の⼤学⽣として通う課程とありますので、そこを⾒間違えているのではないでし
ょうか。ご確認ください。

... 2010/08/08(Sun) 22:10  

  ☆初等⽣活科教育法・科⽬修了試験に... 投稿者︓まちゃちゃ  Rank:1回

まちゃちゃと申します。
⼦供が３⼈…試験勉強も満⾜にできないまま、４⽉５⽉６⽉と受験してきました。
８⽉も受験予定です。

初等⽣活科教育法の試験で「実際の授業でどう展開するか、具体的事例を指摘しながら考察せよ」という問題に対する答え⽅がよくわかりません…

合格された⽅、どうかどんな解答をされたのか教えていただけないでしょうか。



合格された⽅、どうかどんな解答をされたのか教えていただけないでしょうか。

また、2009年札幌会場で受験された⽅で、過去問を知っておられる⽅がいましたら教えていただけないでしょうか…

よろしくお願いいたします。

... 2010/07/12(Mon) 13:34  

  ☆スポーツ健康科学基礎論 投稿者︓リンリン  Rank:1回

はじめまして。
科⽬終了試験の勉強では毎回、こちらのサイトに⼤変お世話になっています。
今回みなさまにアドバイスいただきたいのは・・・スポーツ健康科学基礎論の科⽬修了試験についてです︕
もう３回も受験しているのですが、範囲も広く、なかなか合格できません。
8⽉に⽇野で受験予定なので、その⽉の過去問等がお分かりの⽅、教えていただけませんか︖
また、この科⽬の試験攻略法をぜひアドバイスいただきたいです。
どうぞよろしくお願いします︕

... 2010/06/09(Wed) 14:28  

  ☆教育課程論の過去問について 投稿者︓ちゅりお  Rank:1回

８⽉に教育課程論の試験を受けるつもりですが、どなたか２０１０年４⽉の過去問をご存じの⽅はいらっしゃらないでしょうか。なお、会場はどこでもいいです。
この科⽬は、２００９年あたりから過去問が変わってしまい、この科⽬を合格できるかとても不安です。

... 2010/06/06(Sun) 22:54  

  ☆【冬スク】⾳楽科教育Ⅰと初等体育... 投稿者︓マイケル  Rank:1回

科⽬試験では合格が難しそうな、⾳楽科教育Ⅰと初等体育科教育法。
冬期スクーリングでは、⽇時がかぶっているかと思いますが、
どちらを選択すべきでしょうか。

... 2010/05/30(Sun) 17:19  

  ☆単位認定⽉ 投稿者︓チャン  Rank:1回

はじめまして、明星⼤学の通信⼊学を希望している者です。
⼤学に電話して聞けばいいのですが、仕事の関係で平⽇等明星窓⼝が
開いている時間に電話が出来ないので、質問させていただきます。
解答してくだされば嬉しいです。

仮に10⽉⽣になったとしたら、単位はいつ認定されるのでしょうか︖
単位認定試験を受験した、何ヵ⽉後かにはもう認定されるのでしょうか︖

例えば、佛教⼤学・通信は、いつ単位認定試験を受験しようが、10⽉⼊学だと
⼀律9⽉にまとめて単位認定する、となっているようですが、そのような制度を
明星通信も取っているのでしょうか︖という意味です。

当⽅、正直仕事の都合で海外滞在の可能性があるので（そうなると教材を送ってもらう
住所が⽇本になくなるので）、そうなった場合は、退学・学位授与機構で学⼠取得に
切り替えようと思っていますので、いつまで籍をおけば、単位取得証明書に
単位が載るのか⾮常に重要な問題となるので、分かる⽅教えてください。

よろしくお願いいたします。

... 2010/05/05(Wed) 11:31  

◇Re: 単位認定⽉ 投稿者︓郭嘉  Rank:4回

詳しいことはわかりませんが明星窓⼝は⼟曜もやってるので、⼟曜⽇に直接連絡したほうが確実だと思います。

... 2010/05/05(Wed) 18:59  

  ☆科⽬終了試験 投稿者︓匿名希望（新⼊り）  Rank:3回

昨年度１２⽉、２⽉及び今年度４⽉に⾏なわれた、科⽬終了試験（場所、巣鴨）で、「教育相談研究」と「道徳教育の研究」はどういった問題が出題されたでしょう
か︖

... 2010/05/03(Mon) 10:46  

  ☆初等図画⼯作教育法 投稿者︓ラン  Rank:1回

来⽉、初等図画⼯作教育法の科⽬修了試験を受けるのですが過去問にある⽴体に表す学習とかつくる学習の⽬的や内容について具体的な指導例を挙げながら述べよ。と
いうのは⼀体どの辺りを指してるのでしょうか︖各学年の学習内容を⾒ながらまとめてはいるのですが、ちょっとわかり⾟かったもので、ここの掲⽰板の⽅々のお⼒を
貸して頂きたく書き込みました。

どなたかわかる⽅がおりましたらご教授お願いします。

... 2010/04/19(Mon) 15:45  

  ☆無題 投稿者︓しゅん  Rank:2回

初頭社会科のレポートについて質問なんですが、課題集にあるテクニカルタームは全て⽂中に使わなくてはならないのでしょうか︖︖

... 2010/03/09(Tue) 02:01  

◇初等社会科教育法 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:22回

私も５⽉試験で受けるつもりで、現在作成中ですが、あのテクニカルターム（専⾨⽤語）を全て使うと、とても1000字程度では、まとめられなく、無理してま
とめようとすると、⽀離滅裂な⽂章になってしまいます…。なので、なるべく使うように書いていますが、８割程度ですかね…。
思うのですけど、この課題の書き難い点は、１つのことを論じるのに他のことと関連させなくてはならない点のように感じます。したがって該当する章全体を
読まないと書けないので他のレポートより時間を要してしまっています…。



読まないと書けないので他のレポートより時間を要してしまっています…。

... 2010/03/10(Wed) 11:43  

◇Re: 無題 投稿者︓パール  Rank:12回

テクニカルタームを全て使った訳ではありませんでしたが、
レポートは合格しましたよ。
だから、⼤体をちりばめてまとめてあれば⼤丈夫だと思います︕

頑張ってください︕

... 2010/03/11(Thu) 00:03  

◇科⽬終了試験は・・・︖ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:23回

＞パール様
コメントありがとうございます。とりあえず、この科⽬は書き上げました。
締切が近いですが、５⽉試験は４教科受けたいので、４教科⽬に取り組んでいます。しんどいですが頑張ります。ちなみに初等社会科教育法の科⽬終了試験の
出題内容は、どのような感じでしょうか︖難しそうですか︖

... 2010/03/11(Thu) 01:40  

◇Re: 無題 投稿者︓パール  Rank:13回

渡辺さん

こんばんは。
初等社会はまだ受験していなくて何とも⾔えません・・・。
それに、テストに関してまだ⼀度しか受験したことが無くて。
参考になること⾔えなくてすみません。

レポートがんがんやってるみたいですね︕
取り組む姿勢に触発されます。

⾃分は現在、情報学概論に取り組んでます。
ため息ついたり、タバコの煙にまみれたりしながら、何とか教科書にかじりついて
やっと、３単位⽬の半分までこぎ着けたって感じです。

お互い頑張りましょっ︕

... 2010/03/12(Fri) 01:54  

◇頑張ります。 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:25回

＞パール様
お返事ありがとうございます。
算数科教育に苦しんでます。明⽇の午前中までに終わらせて15時までに直接出しに⾏くつもりです。『読書と豊かな⼈間性』は書きごたえはありますが、内容
が膨⼤でまとめられたか不安ですけど…。司書教諭科⽬は履修してる⽅が少ないらしく、情報が少ないので…
お互い頑張りましょう︕︕

... 2010/03/12(Fri) 22:52  

◇司書教諭 投稿者︓平古場凛  Rank:1回

＞渡辺祥⼦様
初めまして。前の学校で合格できなかった教科のみ履修しています。この⼀教科だけなので明星にいるうちに取りたいと考えていますが今年度教育実習が決ま
っていて、教員採⽤試験も受ける予定ですので免許とって退学⼨前に科⽬終了試験になるかもしれないというところですが、機会があれば情報交換とかできる
といいですね。

... 2010/04/10(Sat) 15:42  

  ☆夏スクの結果 投稿者︓匿名希望（新⼊り）  Rank:1回

夏スクの結果はいつ頃でるのでしょうか︖

９⽉頃に実習を予定しておるのですが、夏スクの結果いかんで実習に影響がでますので、どなたかわかる⼈がおりましたら教えて下さい。
 
 また、９⽉頃実習をした⼈がおりましたらアドバイスなどご教授してくれたらと思います。

... 2010/03/31(Wed) 21:58  

◇Re: 夏スクの結果 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:11回

おはようございます。
夏のスクーリングの結果は、９⽉末に郵送で到着します。
そのため、教育実習を９⽉におこなうのは困難だと思います。
あらかじめ、４⽉からの試験で必要単位数を取得することをお勧めします。

... 2010/04/01(Thu) 10:11  

◇Re: 夏スクの結果 投稿者︓匿名希望（新⼊り）  Rank:2回

HEROさん

情報ありがとうございます。m(__)m

９⽉では、難しいようなので、それ以降の⽉で再度検討してみます。

... 2010/04/02(Fri) 20:53  

◇Re: 夏スクの結果 投稿者︓ゴーヤ  Rank:3回

こんばんは。

昨年（２００９年度）夏スクで単位を揃え、１１⽉に教育実習を⾏ったものです。
夏スクでそろえるなら、これが最速だと事務局の⽅に⾔われました。

ただし、今年度は教育実習の⼿続きが従来と異なっているような記載を⾒かけたので、
ご確認いただくことをお勧めします。

がんばってくださいね。

... 2010/04/06(Tue) 23:39  

  ☆法学・過去問 投稿者︓いきものがかり  Rank:1回

はじめまして。



４⽇に初めて試験会場に⾏き、テストを受けてきました。

帰って⾒直したら、法学が的外れな解答になってしまっていたので、

過去問をあらいはじめたのですが、「近代法の原則と法の社会化」という問題で

つまづいています。

質問内容は… 1 近代法とは憲法のことでしょうか︖
       2 法の社会化とは近代憲法から現代憲法に⾄るあたりの
         過程のことでしょうか︖

特に2番の解釈に苦しんでいます。

質問⽤紙を使⽤しようかとも思いましたが、来⽉の試験に間に合わせたいため、

どなたか「法の社会化」の解釈についてご意⾒お願いいたします。

... 2010/04/06(Tue) 21:46  

  ☆3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:1回

 いつも陰ながらみなさまにはお世話になってます。

 ほとんどの⽅が「初等体育」で受けていた模様・・
 かく⾔う⾃分もですが・・・
 ⾃信ないのですが、やはり落ちる⼈っているんですかね︖追試でも・・

 ご存知の⽅お聞かせください。。

... 2010/03/14(Sun) 22:03  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓助  Rank:3回

追試システムがあるんですか。
知らなかった。

... 2010/03/15(Mon) 09:25  

◇ 追試科⽬試験 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:26回

今年からか、何年か振りの復活らしいですよ。
編⼊当初の昨年はありませんでした。２⽉の試験受けてないので、今回受けなかったですが…。

... 2010/03/15(Mon) 18:35  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:2回

 私も、めいせいの冊⼦で3⽉追加試験の発表を⾒た時は、
 「え︖ラッキー」という感情と「これってもしや・・・⾦儲け︖」
 と感じざるを得なかったです。 

 初等体育はもはや、被害者の会、があってもよいレベルではないでしょうか（苦笑）

 あらためて、成績の基準を明確にして欲しいいとおもいます︕

 まるで「優」でなければ単位認定しないのではないのでしょうか、、、

 すみません。愚痴ってしまいました。

... 2010/03/15(Mon) 23:53  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:9回

追試試験は昨年もありましたよ。
ただし、残り１教科で免許取得ができる⼈のみが対象でした。
初等体育は何度かテストを受けましたが、受かる気配がなかったので、スクーリングで取得しました。
受験科⽬数が多い場合、すべて合格しようと思うと⾮常に⼤変になりますので、科⽬をしぼって確実に合格することをおすすめします。
 がんばってください。

... 2010/03/16(Tue) 18:12  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:3回

HEROさん返信ありがとうございます。
 昨年の11⽉から、初等体育だけのために2種⾯申請できず、⽇々、⼼と体を⼀体として
 保ちながら⽇々過ごしてます(号泣)
 何度、こんな⽬にあうなら冬スクで取ってればと考えた事か、、、、

 講師の話もきており、教育事務所にも紹介を保留にしていただき、、、
 嗚呼

... 2010/03/16(Tue) 20:52  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:10回

たろうさん

 追試はいかがでしたか︖
 実際に合格したのであれば、免許申請が遅れたとしても、教育事務所は免許に必要な単位数が確保できたということであれば、対応してくれると思います。

 すべては、初等体育がとれたかが重要になってくるはずです。
 私も昨年、２教科を2⽉の科⽬終了試験で取得する予定でしたが、やはり無理でした。
 苦しい思いをしましたが、その思いを胸に、今年度は計画をたてて、スクーリングと試験を計画にそって進むようにしました。
 
 スムーズに免許がとれれば最⾼です。でもそれがとれなかったとしても、あきらめず取得できるよう全⼒を注いでください。
 
 相⼿先にはしっかり説明すれば、あなたの誠意は伝わると思います。
 そのためにも、追試でもし取得できなかった場合は、4⽉、5⽉の単位取得試験で取得できるよう全⼒を注いでください。
 
 前を向いてがんばってくださいね。

... 2010/03/16(Tue) 21:18  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:4回



◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:4回

 ＨＥＲＯさん、温かいコメントありがとうございます。
 
 4⽉が⼀番講師の話がきやすいため、このチャンスを逃すと当分、教育現場に⼊る
 機会がなくなりますね。地⽅なので、講師の需要はまだ少ない模様です。

 また、他の仕事しながら独り勉強か、、、、つらいなあ(咳)

 ⽬と⿐の先に、仕事と希望がまっているはずなのに。。。
 教師を⽬指す⼿前で息切れしそうです。⾯⽬ない。すみません弱気なんです。

 ⼀応、追試内容を付けます。

 3⽉追試「初等体育科教育法」
 １．体育科改訂の趣旨における「体育について」論述しなさい
 ２．ボール運動系の低・中学年の内容をあげ、ゲームの学習指導を論述しなさい

 でした。「改訂の趣旨」系が好きですよね。過去問でも多々みかけます。
 しかし、これって教材とは無関係だし、少なくとも配布されてる参考書には掲載されて
 いない内容ですよね。解説にかろうじて、⻑ったらしいお役所⽂句で載ってるだけだし
 ⽂科省のおこぼれサイトにそれとなく⾒かける程度だし、、

 改めて、コメントありがとうございました。愚痴るだけ元気がでてきました︕

... 2010/03/16(Tue) 23:08  

◇初等体育科教育法 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:27回

初等体育の科⽬終了試験は厳しいみたいですね…。
私は試験では受けたことなく、初めから夏スクで受講するつもりで「優」が付いたので、科⽬試験の⾟さは分からないですが、昨年の夏スクで私が受講した秋
⽥先⽣の講義は学習指導要領解説を読み進めるだけで、試験も要領の空所補充で持込不可という厳しいものでした…。
現に結果が出るまでは⼀番不安な科⽬でしたし、同講義を受講していた⽅々にも不評だったようです…。

... 2010/03/16(Tue) 23:41  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:5回

渡辺さん、度々の書き込みありがとうございます。

 設問が、テキスト内容、指導書、指導書解説と⼤⾵呂敷状態です。
 ベテランの教師レベルでしかやすやすとは書けないのではないかと思います(汗)
 ただでさえ、改訂内容が激動する体育。。。

 結局、現場経験を積んでこそ書けるような設問をだす意図がわかりましぇんー

 私も少なからずスクーリングを受講しましたが、単位制の⾼校のような授業
 
 ばかりでした。 格差ありすぎです(怒)

... 2010/03/17(Wed) 22:52  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓助  Rank:4回

初等体育の試験が難しいという皆さんの感想を聞いて「やった︕俺既に受かってる︕」とさっきまで喜んでいました。しかしよく確認したら⾃分が合格してい
たのは「体育科教育」でした・・・。

皆さんの感想を聞いて私もスクーリングで単位を取得したいと考えました。すみません、少し質問なのですが、レポートが合格済みでもスクーリングは受けら
れるのでしょうか。また、レポートが合格しているからスクーリングでのレポートは免除ということにはならないのでしょうか。スクーリング⼀度も受けたこ
とが無くて・・

... 2010/03/23(Tue) 10:32  

◇スクーリングと試験・・・ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:29回

レポートを先に合格させた後にスクーリング受講も出来ますよ︕︕それと、レポートは科⽬終了試験とスクーリングで分かれてないので、１・２単位⽬共合格
していれば、再度、提出する必要はありません。例えば、夏スクで初等体育があるから受講申込みをしておいて、その前にある６⽉の試験でも受験して落ちて
しまった場合に、そのままスクーリングを受講するといった感じです（試験で受かればスクーリング辞退も可）。
ただし、スクーリングは講義（授業）なので、担当教授によっては講義内レポートがある場合があります。その場合は免除にはならないので、指⽰通りに課題
を仕上げて出すだけです。あとは、終講試験があるのは全ての科⽬共通なので、それが受かれば単位取得です。授業によっては持込可になることもあるので、
科⽬終了試験よりは受かり易いのがスクーリングの特徴です。
こんな感じですが、参考になりますか︖頑張って下さい。

... 2010/03/24(Wed) 11:18  

◇Re: 3⽉科⽬試験 投稿者︓たろう  Rank:6回

初等体育は、指導要領解説をしっかり読み込んで試験に臨み、それでも2.3回不可を
喰らい、⽬標とする免許申請の期⽇まで3ヶ⽉切るようなら、スクリーングを利⽤した
ほうが無難です。夏と冬に⽇野で開講されるので、タイミングも⼤事にしたい。
「必修」扱いの教科は初等体育と同様に慎重に︕ さもないと、私のようにこんな時期
まであたふたするはめになりますぞ。

今⽇無事、3⽉追試試験の結果が届きました。恩情で合格できました。
4⽉から講師として働きます。(書類に不備がなければ、、、)
みなさま、お世話になりました。初等体育さまさまでした、、11⽉から⻑かった。。。

... 2010/03/24(Wed) 15:40  

  ☆対策講座やってくれるのは良いです... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:28回

本⽇、教員採⽤試験１次対策講座に出席して来ました。
講義をなさって頂いた先⽣が予備校の講師且つ教育現場の経験もある先⽣で、説明も明解で、とても聞き易かったです。
東京アカデミーの授業と合わせて試験対策の３⽇間でしたが、とても有意義に感じました。この経験と知識を本番で活かしたいです。

... 2010/03/22(Mon) 22:25  

  ☆初等教育原理３単位⽬と４単位⽬の... 投稿者︓助  Rank:1回

初等教育原理の３単位⽬と４単位⽬①のレポートが、３回⽬の不合格になって却ってきました・・・・。
もう本当に⾯倒くさいです・・。
ただし、試験は『優』で合格をもらっています。



お願いします、レポートが合格されている⽅アドバイスをください。

特に２０００⽂字の⻑編である「３単位⽬ 教職の専⾨性について」が難しいです。
前回のレポート評価⽂で「後半は平成９年７⽉２８⽇の教養審答申まとめて下さい」と書いてあったので、指⽰通り後半をそのまとめにしたら、今度は「もう⼀度書き
直してください。第⼀次アメリカ教育使節団報告書については教職の専⾨性を中⼼に述べること」と書かれていました。・・・アメリカ教育使節団の所は問題ないんじ
ゃないのかい︕︖ｗ

４単位⽬の①「近年の学校経営において、⾃分の関⼼のある動向の要点をまとめ、⾒解を述べよ」だけが不合格になります。「学校経営」というのが広義すぎて、どこ
までのことをいっているのかわかりません・・・。

お願いします、アドバイスをください・・・。

... 2010/03/12(Fri) 18:25  

◇ 初等教育原理３単位⽬と４単位⽬�... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:24回

私は初等教育原理のレポート全て合格し、試験も「良」でした。「優」ってすごいですね。
３単位⽬はアメリカ教育使節団は間違いじゃないですよ。ただ、⼤事な所は、その後の1966年９⽉のＩＬＯとユネスコの共同勧告『教員の地位に関する勧告』
です。これが抜けているのではないでしょうか︖後半は御指摘されている通り答申です。1997年の養成審議会答申は前年1996年の中教審答申を受けて出され
ているので、そこから記述したほうが良いのかな…と思います。
４単位⽬は学校評議員制度について論述すると⼀貫性が出ると思います。
こんな感じですけど、参考になりますか︖頑張って下さい。

... 2010/03/12(Fri) 22:40  

◇Re: 初等教育原理３単位⽬と４単位... 投稿者︓パール  Rank:14回

３単位は、以下の流れで書いて合格しました。

①教員養成の歴史が始まった頃は、専⾨性が、明確じゃなかった
②専⾨性を重視する視点がアメリカ教育使節団の報告書で⾒られた
③ILO・ユネスコの報告書
④新たな時代に向けた教員養成の改善⽅策

がんばってください︕

... 2010/03/13(Sat) 01:07  

◇Re: 初等教育原理３単位⽬と４単位... 投稿者︓パール  Rank:15回

４単位⽬の１について書くの忘れました。
⾃分は、
“学校経営の動向の⼀つとして、学校選択制がある。”と⾔う出だしではじめて、
あとはその“学校選択制”のみのことを書いて合格しました。

以上
がんばってください︕

... 2010/03/13(Sat) 01:15  

◇Re: 初等教育原理３単位⽬と４単位... 投稿者︓助  Rank:2回

＞渡辺様、パール様

アドバイスありがとうございました。
教職の専⾨性については、どうやら私は戦前の教員養成の歴史の部分を書き過ぎていたようです。今読み返してみて、確かにもっと教員の専⾨性に絞って論述
すべきだったなと反省しました。

学校経営は決まって「学校選択制の事を論述したいのか、個性尊重の⾵潮の是⾮を論述したいのか、⼀貫性がありません」という評価⽂で帰ってきていまし
た。つまりこれも論点を⼀つに絞って書いた⽅が良いんですね。

「論点を⼀つに絞る」この⼤切さが⾝にしみました。

... 2010/03/13(Sat) 05:45  

  ☆初等⽣活科教育法 ２単位⽬ レポ... 投稿者︓まなか  Rank:5回

 久々の書き込みです。
 今、初等⽣活科教育法のレポートに取りかかっています。
質問は、２単位⽬のレポートの書き⽅についてです。
「任意の⼀つを中⼼とした学習活動例を構想せよ。」とありますが、
これは具体的な学習指導案を書け、ということなのでしょうか︖︕
レポートに線を引き、指導案と同じような形式にするのですか︖
 また、第１学年、第⼆学年において両⽅書くようになっていますが、レポート⽤紙に半々で書き込めばいいのでしょうか︖
 合格なさったご親切な⽅、どうか教えて下さい。

... 2010/03/06(Sat) 05:41  

◇読書と豊かな⼈間性１単位⽬ レポ... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:20回

私は、この課題、昨年６⽉の科⽬終了試験で受けて「良」でした。レポートの２単位⽬は学習活動の展開です。私はレポート⽤紙を３ページずつに区切って１
年⽣と２年⽣で構成し、それぞれ（１）単元、単元⽬標、評価基準 （２）学習過程と評価計画（表形式）で作成しました。ちなみに１年⽣が『⾃分の⾝の回
りを知ろう』（13時間程度）、２年⽣が『⾊々な職業を経験しよう』（10時間程度）で構成しました。（２）の表の中は左から学習活動、指導上の留意点、規
準、評価資料です。こんな感じですが、参考になりますか︖頑張って下さい。
ちなみに『読書と豊かな⼈間性』のレポート書いていませんか︖1単位⽬が内容が膨⼤すぎて、まとめられなく、苦労しています。どんな感じで書けばいいので
しょう︖︖

... 2010/03/07(Sun) 00:41  

◇Re: 初等⽣活科教育法 ２単位⽬ ... 投稿者︓まなか  Rank:6回

>渡辺様
 早速のアドバイスを有り難うございます︕
とても参考になりました︕教科書や学習指導要領を⾒ても「これでいいのかなぁ」と不安でしたので、こうして試験を通った⽅に具体的に教えて頂けて嬉しい
です♪頑張ります︕︕
 
 残念ながら、私は「読書と豊かな⼈間性」のレポートは書いておりません︔お役に⽴てずに申し訳ありません。

... 2010/03/08(Mon) 00:37  

◇Re: 初等⽣活科教育法 ２単位⽬ ... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:21回

参考になったようで安⼼しました。初等⽣活科教育法は科⽬終了試験も「学習活動を構想しなさい」的な出題だった気がします。レポート作成の際に参考にし
たページあたりを試験前に⾒直しておけば、できるかな…と思います。問題形式が変わってしまう可能性も否めませんが、⼀応、参考のためにお伝えしておき
ますね。

お互い⼩学校１種取得を⽬指して頑張りましょう︕︕



お互い⼩学校１種取得を⽬指して頑張りましょう︕︕

... 2010/03/09(Tue) 00:31  

  ☆情報学概論 投稿者︓パール  Rank:11回

０９年度⼊学の者です。
情報学概論の教科書が⾃分にとっては難解で、
レポートが進みません。1単位⽬から。
1単位⽬は教科書のこの辺り（ページなど）を参考にしたとか、ヒントを頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

... 2010/03/07(Sun) 00:08  

  ☆初等体育試験 投稿者︓かず  Rank:4回

 私は、⼀種免許取得⾒込み証明書を７⽉までに取らなければならず、８⽉のスクーリングには間に合わないので、試験で初等体育の単位を取得しなければなりませ
ん。掲⽰板をみると、初等体育科の試験で単位を取るのはとてもむずかしそうなのですが、どなたか試験で初等体育の単位を取得したかたいらっしゃいますか︖書く量
は、たくさん書かなければ単位はもらえませんか︖とっても不安です。

... 2010/02/24(Wed) 15:39  

◇Re: 初等体育試験 投稿者︓のの  Rank:2回

私も試験で初等体育の単位をとりました︕
とにかく、過去問を必死で集めて勉強しました。試験では過去問の中にあったな・・・という問題が出ました。が、まだまだ勉強不⾜で、量は全然書けなかっ
たんです。ただ、間違ったことは書いてないだろうという⾃信はありました。
そんな感じで合格することができたので、不安だとは思いますが、頑張ってみてください︕

私も、⼀種免許取得に向けて勉強を続けることにしました。お互いにがんばりましょう︕︕

... 2010/03/05(Fri) 22:24  

◇Re: 初等体育試験 投稿者︓かず  Rank:5回

コメントありがとうございます。私も⼆⽉の科⽬終了試験をうけて、合格もらいました。⼆問のうち、⼀問はできたのですが、⼆問⽬は的外れの答えを書いた
ので、今回はあきらめていたのですが、可の評価をもらうことができました。⼀種免許取得にむけて、お互いがんばりましょう。今年の採⽤試験もうけようと
思っているので、絶対受かるように努⼒しようと思います。

... 2010/03/06(Sat) 20:57  

  ☆科⽬修了試験の勉強の仕⽅ 投稿者︓花粉症  Rank:1回

今度初めて科⽬修了試験のテストを受けようかと思っていますが、テキストは読むものの頭にはいってきません。⼀応過去問題も調べましたが、あまりにも広すぎて覚
えられないし、ミックスになってしまいます。その上、作⽂能⼒がありません・・・どのようにテスト勉強を進めて良いかわからず、時間だけが経っていきます。この
ままだと何年かかっても卒業できるかどうか・・・。⼀度に４科⽬受ける⽅もいるようで、驚いています。

どのようなアドバイスでも良いので、勉強のしたかやコツ教えて頂きたいです。

... 2010/03/03(Wed) 18:06  

◇科⽬修了試験の対策 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:19回

2009年4⽉編⼊学の祥⼦です。今年度６回の科⽬終了試験を受験し、スクーリングと含めて２種に必要な科⽬は揃えましたので、経験からアドバイスします
と、テキスト１冊を暗記しようとせずにレポートの課題に合わせて理解に結び付けていくほうがいいと思います。
あとは各章各節の初めの定義的な箇所を掻い摘んで抑えて整理していく感じですかね…。それから、仮に試験でヤマが外れたり、⾃信が乏しい問われ⽅をして
も諦めずに勉強したことをふまえて何か記述すれば、評価して頂ける可能性はあります。とにかく覚えたことをアピールするのが科⽬終了試験だと思ってま
す。

... 2010/03/03(Wed) 23:59  

  ☆３⽉科⽬終了ー追試ー試験︖ 投稿者︓みぽこ  Rank:1回

３⽉号の冊⼦に告知があったのですが、３⽉追試試験って今年初でしょうか︖

３⽉下旬に単位修得できて、免許発⾏４⽉にまにあわないでしょうよね（笑)

... 2010/02/28(Sun) 18:28  

◇Re: ３⽉科⽬終了ー追試ー試験︖ 投稿者︓やべ  Rank:1回

確かに、、、

なんでいきなりやるのだろう

... 2010/03/01(Mon) 23:12  

  ☆司書教諭科⽬の・・・ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:18回

「読書と豊かな⼈間性」の１単位⽬の課題に苦労しています。
児童⽣徒の読書活動の推進における学校図書館、公共図書館、家庭、地域の連携協⼒について⾝近な地域の取り組みを調べ、論述するってことですが、記述内容が膨⼤
すぎて、⽀離滅裂になってしまい、なかなかまとめられなく、頭が混乱してます…（汗）
書かれた⽅いらっしゃいましたら、どのように書いたか助⾔お願いします。

... 2010/02/28(Sun) 15:00  

  ☆初等体育科教育法の2単位⽬につい�... 投稿者︓パール  Rank:8回

初等体育科教育法の2単位⽬、
“「器械運動」領域の、5年⽣を対象にした「跳び箱運動」について、単眼計画を作成せよ”についてですが、
レポートの書き⽅というか、どのような構成で書けばいいのかいまいちピンときません。

①児童数
②跳び箱運動の教材感
③指導⽅法
④児童の実態
⑤指導計画

⑥めあての持たせ⽅



⑥めあての持たせ⽅
⑦学習活動と指導の展開
⑧評価
に留意して単元計画を作成するというヒントが課題集に書いてあり、内容は何とかかけそうな気がしますが、書き⽅に⼾惑っている状況です。

こんな⾵に書いた（!）というレポートの構成についてのアドバイスが頂けたら幸いです。

よろしくお願いします。

... 2010/02/21(Sun) 20:16  

◇Re: 初等体育科教育法の2単位⽬に�... 投稿者︓パール  Rank:9回

すみません追記します。

単元計画と指導案は違うものものなのでしょうか。

書き⽅がどうもわからなく、
なんだかどうも書き進められません…。

... 2010/02/23(Tue) 19:22  

◇Re: 初等体育科教育法の2単位⽬に�... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:17回

単元計画も学習指導案も似たようなものだと思います。違いを挙げるとすると、学習指導案は５〜６コマの授業の内１コマ分の指導計画、単元計画は全体の指
導計画ってところでしょうか︖
ちなみに私は、この課題…、初めの１ページ⽬に器械運動の概説を述べてから２ページから、１教材観、２指導⽅向、３児童の実態、４指導計画（６時限程
度）、５めあて（学び⽅）の持たせ⽅、６学習指導と指導展開（表形式）、７評価（４つの観点をふまえ）、８評価の⽅法。
こんな感じで書き、今福先⽣で合格しました。頑張って下さいね︕︕

... 2010/02/24(Wed) 22:26  

◇Re: 初等体育科教育法の2単位⽬に�... 投稿者︓パール  Rank:10回

渡辺さん、返信ありがとうございました。

でも、返信があったことに気がつかずに、昨⽇、なんとか⼀応書いたものを出してしまいました。
書くだけ書いたという気持ちと、⼤丈夫かなという気持ちが交錯していた状態でしたが(!)。
再提出になってほしくないけれど、そうなった場合にアドバイスを参考にさせていただきます。
でも、返信、ほんとにありがとうどざいました!
嬉しかったです。

... 2010/02/26(Fri) 00:49  

  ☆電話での問い合わせには応じない 投稿者︓レオナ  Rank:1回

4⽉から講師として働くことを希望しているレオナと申します。
必修科⽬である初等体育のみ取得できずにいます。
２⽉の科⽬終了試験の結果をまっているのですが、もし仮に不合格だった場合
題名の通り、「科⽬終了試験の結果は―」と⼿引きにはありますが、
直接⼤学に参上して掛け合えば，，，都合していただける，，，ということは
ありませんよね（微笑︓）
どうも、この「電話でのー」という表記が気になったので質問させていただきました。

でも、切⽻詰っています。。。ご存知の⽅、うわさを⽿にした⽅ご指導願います。

... 2010/02/18(Thu) 20:41  

◇Re: 電話での問い合わせには応じな... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:15回

気持ち分かります。私も先⽇、⼀⾜早く取得が叶った中⾼英語に必要な残り１科⽬の試験結果には居ても⽴っても居られない思いでした…。
試験結果についての問い合わせは結果が出た後に⽂書による対応には応じると部報には書いてありましたけど、出る前は厳しいのでは…と思います。ただ、思
うだけです。意を決してあたってみる価値はあるかなとは感じます。お⼒になれなく申し訳ありません…。
ちなみに初等算数科教育法の１単位⽬の問２「タンクAとタンクBの⽂章題の特徴と解決案」ですが、記述⽅法が分からなく苦労しています。どなたか受かった
⽅いらっしゃいませんか︖︖

... 2010/02/18(Thu) 21:43  

◇Re: 電話での問い合わせには応じな... 投稿者︓レオナ  Rank:2回

渡辺祥⼦さま、コメントありがとうございます。

ただ、わたしの状況質問として「もし仮に不合格だった場合―」

でありますので、⼀般的な⼤学の場合などよくこの時期、担当教授のご配慮によって

晴れて卒業のようなことがあるようなないような、、、、というような趣旨です。

まもなく通知が来る時期なので気⻑に待ちます。ありがとうございました〆

... 2010/02/21(Sun) 22:38  

  ☆社会科教育レポート 投稿者︓かず  Rank:2回

 社会科教育レポート2単位⽬の社会化の語句の説明なのですが、漠然としていてどういったことを書けばよいのか、わかりません。社会は変化していること、社会科
の課題などを書けばよろしいのでしょうか︖

... 2010/02/21(Sun) 09:23  

◇私も分からなかったですが・・・ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:16回

その課題…、私も苦労しました。テキストには国際化や情報化のことが載ってるので、そのあたりをまとめればいいのかな…とも思いましたが、結局、社会学
上の⽤語としての「社会化」について調べました。
課題報告集の解説にある「テキストに説明あるものもありますが…」の説明から前２つの「初期社会科」と「公⺠教育刷新委員会」はテキストにあることから
テキストにはない⽤語と判断しまして、先⽇の２⽉15⽇の締切で提出しました。なので、添削中でハッキリ分かりませんが、こんな所ですけど。
私が⾔えたギリないのですが、中学社会の免許所持者としての⾒⽅としては出題の仕⽅が情報不⾜だと思います。て⾔うか社会科教育と初等社会科教育法ぐら
い認可して欲しいものです。修⾝の廃⽌だとか、経験主義科⽬だとか、前の⼤学で散々やりましたし…。

... 2010/02/21(Sun) 11:38  

◇無題 投稿者︓かず  Rank:3回

渡辺祥⼦さん、丁寧な回答ありがとうございます。私も、社会学上の⽤語としての社会科について書こうと思います。ありがとうございました。お互い頑張り
ましょう。



... 2010/02/21(Sun) 17:30  

  ☆無題 投稿者︓チョッパー  Rank:1回

いつもわからなくなるとここのサイトにお世話になってます。
どなたか９１２介護等体験のレポートを済まされた⽅はいませんか︖
よろしかったら２つ⽬の課題がどのように書いたらいいのか全然わかりません。
何でもいいので情報をください。

... 2010/02/18(Thu) 23:20  

  ☆科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓匿名希望  Rank:1回

五⽉頃に初めて、科⽬終了試験に臨もうと考えておりますが、持ち込み可能（教科書、参考⽂献、ネットでダウンロードした資料など）の教科はあるのでしょうか︖

... 2010/02/15(Mon) 22:12  

◇Re: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓オレンジ  Rank:2回

基本ありませんよ〜。
スクーリングの試験だったら、ある科⽬もあるみたいですけど。

... 2010/02/15(Mon) 22:17  

◇Re: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:11回

新年度⼊学もしくは編・再⼊学の⽅ですか︖
私も昨年５⽉が⼀番最初の科⽬終了試験受験でした。レポート締切が３⽉14⽇（⼟）だったのですが、勤務校の卒業式で⼟曜出勤しなければならなく、前⽇の
⾦曜の夜に学校勤務終わってから20時頃出しに⾏きました︕
明星の科⽬終了試験は持込は原則ないですけど、年間の試験の回数も多いし、評価もそんなに⾟くない感じがします。
某⼤学では科⽬試験で持込が許可されている科⽬もありますが、年間４回しか試験がなく１回の不合格が致命的になることもありますので…。

... 2010/02/16(Tue) 11:36  

◇Re: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓匿名希望  Rank:2回

オレンジさん、渡辺さんレスありがとうございます。

４⽉から正科課程履修⽣として⼊学予定で、まずは⼩学校２種免許を取得しようと考えております。

持ち込み可ではないと、私の場合、⼭を張ってそれがほぼ当たってないと苦しい⾯がありますが、ついでに質問いたしますが、（もちろん他の⼈達でも構いま
せんが...）どこか過去問を閲覧できる場所（例えば学習⽀援センターみたいな所）とかはありますか︖

... 2010/02/16(Tue) 20:02  

◇ 科⽬終了試験の過去問は︕ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:13回

過去問を閲覧できる場所はおそらくないと思います。４⽉と１０⽉頃の部法に直近半期分の過去問題が掲載されるので、それぐらいですかね…。
あとはホームページで「明星⼤科⽬終了試験」などで検索かけると掲載されているサイトにあたることがあります。なので、実質、⾃分⾃⾝が受けた時にもら
える問題冊⼦が次回以降の科⽬終了試験受験に対する資料になるって感じですね。初めの内は情報が少ないので私も昨年は不安でしたが、回数を重ねる内に慣
れてきたって感じです。
ちなみに初めての受験なら「教師論」がお勧めです。⾃⼰の⾒解で述べる出題が多いので受かりやすいと思います。現に私は⼀番最初はこの科⽬でした。これ
だけはスクーリングで取るのはもったいないかな…と（苦笑）。

... 2010/02/17(Wed) 11:00  

◇Re: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓匿名希望  Rank:3回

またまた渡辺さんレスありがとうございます。

なるほど︕そうなんですか。教師論はなるべく早い段階で取得を⽬指します。

たび×３、すいませんが、科⽬終了試験は、試験官の合図があってから、名前など記⼊するのかそれとも試験開始前に記⼊してよいのか︖
席も多分、学科ごと等にわかれていて⾃由席だと思いますが、その辺りはどうなんでしょうか︖

... 2010/02/17(Wed) 20:55  

◇Re: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:14回

試験の時の必要事項（名前や学籍番号等）の記⼊は⼀応指⽰があるまでは書かないようにとは⾔われますが、学籍番号ぐらいは書いても特に注意されることは
ない気がします。
ただ、問題内容を解答⽤紙に写さないといけないのですが、それは始まってからじゃないと、おそらく注意されると思います。席順は⾃由席ですけど、その時
に受験する科⽬数によって列が分けられているので、決められた列の好きな所に座るって感じですね。
2010年度からは⼈⽂学部⽣に加えて教育学部⽣（正科１年⼊学者）も加わるみたいなので、そのあたりの変更点があるかどうかは、まだ分かりませんけど…。

... 2010/02/18(Thu) 00:58  

◇Re: 科⽬終了試験は持ち込みは︖ 投稿者︓匿名希望  Rank:4回

また×３ 渡辺さんありがとうございます。

45分の中で問題内容も記⼊しないといけないとは.....
厳しいですね。

ですが、科⽬終了試験は、⼀番経済的に単位を取得できるので、⾃分のレベルと相談しながら少ない科⽬でも着実に単位を取得していきたいです。

... 2010/02/18(Thu) 20:02  

  ☆家庭科教育、理科教育の試験 投稿者︓かず  Rank:1回

 家庭科教育、理科教育の試験勉強をしているのですが、過去問をみると範囲が広いなと感じました。合格されたかた、なにか勉強のコツがあれば教えていただきたい
です。

... 2010/02/17(Wed) 18:58  

  ☆⼩学校１種取得を⽬指しています。 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:1回

2009年４⽉に正科課程履修⽣で編⼊学しました。１年で２種に必要な単位は揃え、これから１種への残り９科⽬と司書教諭科⽬をやろうと思っています。
スクーリングは夏、秋、冬。科⽬終了試験も09年４⽉と10年２⽉以外の６回受験しましたが、なかなか知り合いが作れなくて寂しく感じることもあります。宜しけれ
ばどなたか話し相⼿から仲良くなりませんか︕︖
ちなみに免許は中学社会、⾼校地歴公⺠と中⾼英語を持っています。

... 2010/02/08(Mon) 20:53  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓ははは  Rank:1回



そんなにたくさん教員免許を持っていて凄いですね。。
⼤学⽣時代にとったんですか︖

... 2010/02/10(Wed) 08:05  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:4回

中学と⾼校の社会は前の⼤学（⽇本⼤学）の時に取りまして、埼⽟県内の中学校で臨任経験があります。英語は今年度、他の⼤学の科⽬履修⽣として明星⼤学
と掛け持ちし、⼀⾜早くに他教科申請での取得⽤件を充たしました。
⼩学校１種はもちろん司書教諭も来年度１年で完成させて資格で攻めたいです…（苦笑）。

... 2010/02/10(Wed) 13:19  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓ろうま  Rank:1回

こんにちは。はじめまして。ペンネーム︓ろうまです。
渡部さんは、中・⾼とそれぞれで複数の教員免許をおもちで素晴らしいですね。努⼒している姿がイメージできます。
僕も中・⾼理科の免許をもっており、現在⼩学校１種の取得を⽬指して⽇々頑張ってます。仕事をやりながらというのもあり、ようやく３分の１程度の単位が
取れたところです（最近滞り気味ですが・・・）。お互い⼩学校１種の取得を⽬指して、頑張りましょうね︕宜しくお願いします。

... 2010/02/13(Sat) 10:21  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓ろうま  Rank:2回

訂正︓「渡部」さんではなく「渡辺」さんでしたね。失礼いたしました。

... 2010/02/13(Sat) 10:22  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:7回

初めまして。こちらこそ宜しくお願い致します。
誤字は変換ミスですよね︕︖⽂字⼊⼒してると私も時々やってしまうので余り気にしないで下さい。
臨採やりながらだと⼤変ですよね…。私も昨年度１年間と今年度の１学期のみ臨採やってましたから今年度（昨年）の４、５、６、７⽉は⼤変でした︕初等教
育実習があるので、しばらくは働けないかな…と思っていますが。

... 2010/02/13(Sat) 20:08  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓チム〜  Rank:15回

中学以上の教員免許を多数持ってて凄いですね︕

話は変わって友⼈に聞いた話ですが、中学以上の教員採⽤試験はかなり難しいらしいですね。
⼩学校教師と違って専⾨科⽬なので、⼀次試験ではかなり突っ込んだ専⾨的知識と技量が試されるとか。
例えば英語教師なら、英検準１級ぐらいの実⼒がないと合格は厳しいと聞いたことがあります。

思えば確かに、⾼校時代の先⽣がたの学歴は⾼かったです。
僕が通っていた⾼校は地区の中で⼀番アホだったのですが、数学のＫ先⽣は早稲⽥卒、倫理のＵ先⽣は⼀ツ橋卒だったと記憶しています。
⾼３の受験シーズンで、何となく先⽣の学歴が気になって聞いた覚えがあります。

しかし中学⾼校の教師はやりがいがあるらしいですね︕
それ故に⾼倍率なんだとか。
「中学以上になると部活があるから、その顧問になったりしてやりがいがある」と、教職をとっていたダチが⾔ってました。

... 2010/02/14(Sun) 07:56  

◇Re: ⼩学校１種取得を⽬指していま... 投稿者︓ろうま  Rank:3回

こんにちは。現在僕は地⽅公務員をやってます。
教育実習は、２週間（中・⾼免許を取得しているため）を予定していますが、果たして仕事休めるかどうか・・・
しかも教員経験がないので、かなり不安です。
そろそろ⼩学校を選んで相談に⾏こうかな、なんて思ってます。

... 2010/02/17(Wed) 15:01  

  ☆あーわかりにくい 投稿者︓チム〜  Rank:18回

常々思います。
教科書の記述内容が解かり難いということを。

⼀⽂⼀⽂が⻑たらしい。
そもそも、その⻑たらしい⽂を⽣産してる昨今の学習指導要領の「関⼼・意欲....」が解かり難い。
抽象的過ぎる。
これを理解しろといわれても、抽象的過ぎて⼤多数の教師は理解できず迷⾛するばかりでしょうよ。

なぜ⼈⽣の⼤先輩⽅の論⽂って、こうも職⼈気質が漂ってゴリゴリとした内容なんでしょうか。

すみません、愚痴をこぼしてしまいました。
そうですよね、私の理解不⾜ですよね。

レポートがんばります。

すみません、

... 2010/02/16(Tue) 10:35  

◇Re: あーわかりにくい 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:12回

⼤学指定の教科書や参考書はともかく学習指導要領は難解しすぎですよね…。
夏スクの時の児童⼼理学の先⽣が予断交じりに⾔ってましたが、「〜とともに〜」とか「〜または〜」のように接続詞を多⽤して⼀⽂が⻑いから読み終わった
時には何⾔ってるか分からなくなると…。なので私は、とりあえず各教科の⽬標を⼀通り抑えてから細かい内容の取り扱いや指導計画の作成などを要点のみを
拾って抑えようと⼼掛けています。
レポートの作成も⼤事な定義的な箇所はだいたい始めに書いてあるので、そこを引⽤もしくは参考にして後は軽く流し読みしながら具体的な内容を⾁付けして
いくって感じで書いていますけど…。それども理解には時間かかちゃうのですけどね（苦笑）。

... 2010/02/16(Tue) 11:53  

◇Re: あーわかりにくい 投稿者︓チム〜  Rank:19回

諸先輩⽅を批判しておいてなんですが、児童⼼理学の教諭に同意しますね。

「〜と共に」や「〜または〜」といった接続詞の乱⽤は⾒づらいですよねぇ。
過去スレでも⾔いましたが、だから⾃分はなるべく短⽂にして⾔い切る⽂に拘っていますよ。
接続詞は「なぜなら」「だから」「つまり」「しかし」といった、前後の関係が明快になり易いものしか使いませんね。
残りの表現しづらい⽂は、段落変えを駆使しますね。

学習指導要領、難解すぎですよね︕



学習指導要領、難解すぎですよね︕
だいたい⼦供の教育なんていうのは、もっとシンプルで良いんですよ。
テストやらして友達と競い合わせる。
そして得点結果の⾼低に付随する、達成感や悔しさを糧にして、問題解決能⼒をはぐくませさる。
出来る奴出来ない奴が出てくるのは、これは⾃然の摂理なんですよ。
まぁもちろん共同歩調をとって何とかできるようにさせますけど。

ただ持論ですが、私は⼈間の脳みその機能なんて誰でも同じだと思っています。
勿論、⽣理学的な脳障害は別ですけど。

皆同じなので、勉強の出来る出来ないというのは所詮「やる気」の問題だけです。

... 2010/02/16(Tue) 14:51  

  ☆出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓aki  Rank:1回

はじめまして、質問させてください。

幼稚園免許取得のため
来年度の⼊学を考えております。

出願書類の⼈物に関する調査票の提出が難しく、
調査票が不提出の場合は⾯接・⼩論⽂になるようです。

その、⾯接と⼩論⽂のテストを受けた⽅、いらっしゃいますか︖
内容や雰囲気を教えてほしいです。
また、開始時間など覚えていらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。

... 2010/02/08(Mon) 16:16  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓チム〜  Rank:7回

推薦書に記⼊する⼈は、親族以外なら誰でも良いのですよ。
だから僕はアルバイト先の店⻑に書いてもらいましたｗ

... 2010/02/10(Wed) 08:11  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓aki  Rank:2回

>>チム〜さん
ご回答ありがとうございます。
でも、結婚してから４年ぐらいバイトしていなくて、
しかもバイト先が遠⽅のため・・・
結婚してからは、儀両親の会社を⼿伝っていたので
上司＝⾝内なんです。。。

... 2010/02/10(Wed) 16:36  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓チム〜  Rank:9回

成る程、そうなんですか。
確かに困りますね。。。

そうなると、⾼校か⼤学の教諭に書いてもらうしかないかもしれませんね・・・。
akiさんのお年はわかりませんが、仮に卒業してから１０数年と経っていたら、当時教鞭とっていた教諭は、既に学校を移動されていない可能性が⾼いでしょう
しね・・・。
儀両親ということは当然苗字が同じですしね・・・。
書いてもすぐにバレる。
うーんどうすれば・・・。

... 2010/02/11(Thu) 05:40  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓aki  Rank:3回

>>ちむ〜さん
⾼校も遠⽅で、６年も前ですので、
担任が覚えているかどうか・・・
卒業時の担任はすでに定年退職しています。

⼊学の⾯接は、あまり受けられる⽅がいないようで
情報が⾒つかりません。。。
もう少し、探してみます。

ありがとうございました。

... 2010/02/12(Fri) 09:20  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓チム〜  Rank:12回

そうですか、６年前に定年されてましたか・・。

そうなんですよねぇ、⼩論⽂試験を受けたくないので、何とか推薦書を⽤意してくる⽅が⼤半ですからね。。。
情報がありませんよね。。

⼒になれなくてすみません。

気休めからもしれませんが、⼩論⽂といっても別段難しくもないのではないでしょうか・・。
まぁ⼤局的観点、、つまり「何となく」なんですけど・・・。

... 2010/02/12(Fri) 10:07  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓ジャスミン  Rank:3回

私は⼊学する時、⼩論⽂テストと⾯接を受けました。
というのも、主婦で仕事をやめて数年⽴っていたので。

事務局の個室で、⼩論⽂を書き終わると⾯接です。
テーマは「⼊学の動機」何を学びとって、それをどう⽣かしていこうと考えているのか
そんな事を書いたと思います。

⾯接はその場所で、優しそうな教授でかた苦しい⾯接ではなくただお話をした感じです。



開始時間は申し込みの時に都合を聞かれ、指定されると思います。
こんな感じで進みます。参考になったでしょうか。

頑張ってくださいね。

... 2010/02/13(Sat) 10:07  

◇Re: 出願書類・⼈物に関する調査票 投稿者︓aki  Rank:4回

>>ジャスミンさん
ありがとうございます︕
⼩論⽂、そんなに難しくなさそうですね。
よかったです。

調査票をずっと悩んでいたのでまだ出願していませんでしたが
さっそく、出願したいと思います︕

... 2010/02/15(Mon) 14:46  

  ☆１種に向けて始動です。 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:8回

昨⽇、４⽉の科⽬終了試験に受験を予定している２科⽬４通のレポートを⼤学に提出してきました。出さないと試験が受けられないので、とにかく書いて出したといっ
た感じですが、とりあえず⼀段落です。本⽇２⽉試験受験の⽅々は頑張って来て下さい︕︕

... 2010/02/14(Sun) 06:49  

◇Re: １種に向けて始動です。 投稿者︓チム〜  Rank:14回

レポート作成お疲れ様でした︕

今⽇僕もテストです・・・。
⽇野の明星⼤学で受けます。

しかし⾃信がないです・・。
児童⼼理学、初等教育原理、教育課程論を受験しますが、３つとも４単位科⽬で範囲が広くて・・・。
正直３つ全て合格できるとは思っていません。
なので⽐較的簡単と思われる初等教育原理だけ受けて、残りは棄権の⽅向で考えていますｗ
問題が簡単だと良いのですが・・・。

... 2010/02/14(Sun) 07:40  

◇Re: １種に向けて始動です。 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:9回

４単位科⽬３つは⼤変ですね…（汗）。私は、その３つの内、初等教育原理以外の２つは夏と秋のスクーリングでとりました。初等教育原理も夏スクで受けた
かったのですが、掛け持ちでやってた他⼤学の英⽂法のスクーリングと⽇程が重複してしまい、10⽉の科⽬終了試験で取りました︕
話しは変わりますが、英語の教採試験は確かに難しかったです。⻑⽂読解は確かにあれは準１レベルですね。学習指導要領からの出題は簡単だったのです
が…。

... 2010/02/14(Sun) 11:46  

◇Re: １種に向けて始動です。 投稿者︓チム〜  Rank:16回

試験終わりましたー。
予想通り初等教育原理は簡単でした。
問いに対して正当しましたし、我ながら最低でも「可」はもらえると思います。

教育課程論、児童⼼理学はやはり棄権しました。
ただ児童⼼理学は過去問で⾒覚えがあるものばかりだったので、次の試験で何とかなりそうです。
教育課程論も⼀応⾒覚えがある問題だったにしても、それでも範囲が広いので厳しく感じました。
なのでスクーリングで受けようか迷っています。
ただレポートは４単位すべて合格をもらっているので気が引けます・・・。
とりあえず４⽉の試験で再度チャレンジしてみて、その時の⼿応えで決めようかと思います。

... 2010/02/14(Sun) 15:16  

◇Re: １種に向けて始動です。 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:10回

試験お疲れ様でした。初等教育原理は「良」以上付くと思いますよ︕教育課程論と児童⼼理学は書けそうになかったんですか︖不合格覚悟で知っていることふ
まえて何か書いておけば…、と思うのは勝⼿な解釈でしょうか︕︖
５⽉試験は３〜４教科受けたいので今のうちにレポート書き出そうかな…と、この時期はスクーリングもないし、レポート作成には適してますよね。

... 2010/02/14(Sun) 21:40  

◇Re: １種に向けて始動です。 投稿者︓チム〜  Rank:17回

いえ、教育課程論も児童⼼理学も９割強かけなかったと思いますｗ
本当にチラッと⾒たことがあるぐらいです。

最近は勉強する時間がなくて、最初からこの２つは捨てる気でいましたからね︕ｗ

確か⼩学校教員採⽤試験の２次試験は論⽂と⾯接なんですよね。
聞いた話では論⽂は２０００⽂字程度だとか。
やはり関⾨は１次よりも２次なのか・・・・。

友達に⼩学校教員採⽤試験受けた奴がいて、１次試験の⾃⼰採点が６５点だったのに通ったらしいです。
そしてコイツは２次で落とされました。

... 2010/02/15(Mon) 00:11  

  ☆⾃⼰紹介スレッド  投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

いつもご利⽤いただきましてありがとうございます。皆様の交流が少しでも深まるようにと⾃⼰紹介スレッドを作りました。「Res」ボタンを押して続けてください。
よろしくお願いします。

さっそくですが、私は管理⼈の「たけ」です。06年４⽉⽣です。引退して時間がたっていますが、皆様の書き込みでサイトの情報は新鮮に保たれています。今後ともよ
ろしくお願いします。なお、科⽬修了試験の情報を募集していますので、ぜひぜひよろしくお願いします。 http://meisei.n-hokkaido.com/archives/200

... 2010/02/13(Sat) 21:41  

  ☆科⽬終了試験は・・・ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:2回

＞ピノコさんへ

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/200


＞ピノコさんへ
科⽬終了試験は確か６０点以上が合格だったと思います。⽬安ですが、だいたい60〜70が「可」、71〜85が「良」、86〜100が「優」で、６０点以下が「不可」で
す。
ほとんどの科⽬が論述ですから、ある程度のことを記述していれば合格ラインには達するとは思いますが、⾳楽科教育Ⅰだけは正答を問う出題なので５９点以下は容赦
なく不合格になります。これだけはスクーリングがお勧めです。ちなみに私は冬スクで「優」で受かりました︕︕
今、２⽉１５⽇のレポート締切に向かって「学校経営と学校図書館」と「初等社会科教育法」のレポートに四苦⼋苦しています。

... 2010/02/09(Tue) 22:34  

◇Re: 科⽬終了試験は・・・ 投稿者︓ははは  Rank:2回

すみません、2/14にある科⽬終了試験の開始時間を教えてください・・。
ちなみに⽇野の明星⼤学で受けます。

... 2010/02/12(Fri) 14:13  

◇Re: 科⽬終了試験は・・・ 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:6回

２⽉14⽇の科⽬終了試験（⽇野・明星⼤学）は13時からです。
私は先週⼟曜⽇、⾳楽科教育Ⅰを申し込んでいましたが、冬スクで受かったので⾏きませんでした。明⽇、⼤学に４⽉試験に受験予定の科⽬のレポートを出し
に⾏ってきます。今も必死に書いています…（汗）。

... 2010/02/12(Fri) 21:33  

  ☆教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓パール  Rank:4回

教育過程論の３単位⽬、
“新『学習指導要領』の改訂の経緯やその特徴についてまとめ…”についてですが、
レポート題⽬に書いてある“新『学習指導要領』の改訂の経緯”という記述がどうも引っかかってしまって…。
単純に、教科書のP143〜145辺りをまとめたもので良いのか、
それとも、その“改訂”までの経緯、つまり、これまでの学習指導要領の改訂の流れも（!）含めて書くのか、どっちなのでしょうか。

こんな⾵に書いたとか助⾔を頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

... 2010/02/11(Thu) 05:05  

◇Re: 教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓チム〜  Rank:10回

新『学習指導要領』の改訂の経緯とあるので、それまでの流れも書いたほうが良いと思います。

１、新学習指導要領の改訂の経緯を書く（改訂したということは、旧学習指導要領に問題があったからです。その問題を時代背景などと絡めて書く）
２、上記を踏まえて新学習指導要領の特徴を書く（特に第⼀章の総則と絡めて書く）

ブロック分けとしてはこのぐらいでしょう。

「まとめる」ことが⽬的なので、意⾒などは書かずに淡々と時代潮流に沿って書けば良いとおもいます。

⼀応教育課程論３単位⽬は合格しています。
しかしその合格⽂のデータが消えてしまったようなので、⽂字通りアドバイスしか出来ません。
すみません・・。

... 2010/02/11(Thu) 05:59  

◇Re: 教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓パール  Rank:5回

チム〜さん
前回につづき、ありがとうございます!
指導要領改訂の経緯…。どこをスタート地点にして書けばいいのか迷うところですが、
また考えてみます。まさか初版の指導要領から（!）の改訂の流れじゃないですよねぇ…。

合格うらやましいです。
なんか、他の教科と⽐べて教育過程論のレポートて書きづらく感じますが
頑張ります!!

... 2010/02/11(Thu) 21:48  

◇Re: 教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓パール  Rank:6回

チム〜さん

なんとか書き上げました。
どうもありがとうございました。

寝なきゃ…。

... 2010/02/12(Fri) 05:09  

◇Re: 教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓チム〜  Rank:13回

確かに教育課程論は書き難かったイメージがありました。

余談ですが、１４⽇の科⽬終了試験で僕は「教育課程論」を受けます。
しかし⾃信がないです・・・ｗ

先⽉、アルバイトを２５⽇出勤しました。
しかも⼀回９時間拘束で、帰ったら疲れて勉強する気になれなくて・・・。
でも⼀⼈暮らしなので働かないと暮らしていけない・・・ははは・・。

... 2010/02/12(Fri) 10:14  

◇Re: 教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓NAO  Rank:2回

こんにちは、先⽇やりました︕

今回の学習指導要領の改訂の経緯なので、なぜ今回改訂することになったかで平気かと思います。

私は、改訂の原因と中央審議会の流れなどを踏まえました。

... 2010/02/12(Fri) 14:20  

◇Re: 教育過程論の３単位⽬について 投稿者︓パール  Rank:7回

チム〜さん

⼀⼈暮らしですで⼤変そうですが頑張ってください︕



⾃分は２年前に実家に帰ってきたので家賃の⼼配はありませんが、
今の勉強のタイミングを⾒てまた出ようかなって考えてる感じです。
家庭所事情とかいろいろありますが…。

ＮＡＯさん

⾃分も結局今回の改訂の流れをメインにして書きました。
でも、流れよりも改訂の原因についてが多かったかなぁ。
あと、原因に対して改訂後の学習指導要領がどんな内容で対応しているかを書きました。
結局、原因にたいしての対応だから、同じようなこと２回書いたみたいになってしまいましたが、
もう郵送したので、次のレポート（!!）って感じです。

... 2010/02/12(Fri) 19:27  

  ☆初等理科科⽬試験 投稿者︓イッコ  Rank:1回

最近(この１年)の初等理科の試験を受けた⽅、過去問ありましたら、教えてください。
2⽉の試験が最後のチャンスで、どうしても受からなければなりません。範囲が膨⼤なため何を覚えたらよいのか・・・。勉強すればするほど不安になって頭の中がパ
ニックになっています。どうか、助けてください。

... 2010/02/11(Thu) 23:19  

  ☆教育⽅法学の過去問について 投稿者︓NAO  Rank:1回

こんにちは、失礼いたします。
昔にも⼆件質問があったのですが、レスは付いてませんでした。

過去問の中の「教育⽅法の基本問題」という⾔葉がどのような問題を指しているのか分かりません。分かる⽅がいたら教えてください。
ヒントやそれに携わっているキーワードでも、教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします︕

... 2010/02/11(Thu) 14:40  

  ☆科⽬修了試験の合格ライン 投稿者︓ピノコ  Rank:1回

科⽬修了試験は何割程度の点数が取れると合格なのでしょうか︖︖
わかる⽅がいらっしゃいましたら教えてください。

... 2010/02/09(Tue) 21:04  

◇Re: 科⽬修了試験の合格ライン 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:3回

ゴメンなさい。ここに書けることに気付きませんでした…。
↑を参照して下さい。

... 2010/02/09(Tue) 22:37  

◇Re: 科⽬修了試験の合格ライン 投稿者︓チム〜  Rank:8回

渡辺さんが仰っているとおりです。

以下余談です。

試験は効率を重視すべきだと思います。
つまり無理して「優」を狙うのではなく、常に「可」狙いで良いということです。
なぜなら、いわずもがな優でも良でも可でも、合格は合格だからですｗ
また、我々には通信教育とは別で仕事や育児・家事があります。
ひと教科ひと教科必死に勉強してたら疲れますｗ

だから僕は、試験では「可」と「良」の中間つまり７５点あたりを常に狙っています。
堅実で着実である意味ありきたりな論を⼼がけています。
しかし、レポートは真剣にやらないと帰ってくるかもしれないので⼿抜きはしません。

確かに不純な考えです。
しかし、合理的かつ効率的に物事を処理できる実践感覚に優れた⼈材は、世の中は不変的に欲しています︕ｗ

教師だって楽してもええやん

... 2010/02/10(Wed) 08:48  

◇Re: 科⽬修了試験の合格ライン 投稿者︓ピノコ  Rank:2回

渡辺様，チム〜様

ありがとうございます。
試験の答案が戻ってくるシステムになったら有り難いですよね。
最終的に合格でも不合格でも学習の成果を⾃分でも確認したいな〜と思ってしまいます。
どこで得点してどこが減点なのかを⾃分なりに考えることも学びにつながるのかな，と思いますが，⼤学側も問い合わせの対応などを考えると難しいのでしょ
うね。
とにかく⾃分でしっかり勉強しなさいということですね。

... 2010/02/10(Wed) 17:47  

◇Re: 科⽬修了試験の合格ライン 投稿者︓渡辺祥⼦  Rank:5回

そうですね〜。答案結果は気になるところです。学⽣数が多く全国津々浦々に分散していることもあって現状厳しいのでしょうけど…。
今まで受けた中では、だいたいが⾃分の出来具合と成績は適しているかな…と感じていますが、「⽣徒指導」だけは⾃分の中では「良」以上の出来で「可」だ
ったので少々不満があります（笑）。
初等⾳楽科教育法は他の科⽬に時間を割き過ぎて、ほとんど勉強しないで受けたような形でしたが、「優」で受かるなど、科⽬とその時の問題にもよりますよ
ね…。

... 2010/02/10(Wed) 19:29  

◇Re: 科⽬修了試験の合格ライン 投稿者︓チム〜  Rank:11回

確かに。
何となくですが、図⼯や⾳楽の単位は他の主要五科⽬に即したものより、判定が⽢い気がしますｗ
といっても、未だ図⼯しか僕は受けていません・・。
⾳楽は中学⽣のころのリコーダーが最後でして、⾳符などてんで読めませんｗ



⾳楽は中学⽣のころのリコーダーが最後でして、⾳符などてんで読めませんｗ
だから⾳楽だけはスクーリングでとろうと思っています。

... 2010/02/11(Thu) 06:11  

  ☆初等理科 投稿者︓ハジ  Rank:1回

はじめましてこんにちは。昨年の４⽉に⼊学したものですが、初等理科教育法の２単位⽬の設題１の『理科と環境問題のかかわりの中で・・・』という内容が教科書を
読んでいてもどこにそれが書かれているのか⾒つけることができません・・⾃分の考えを書けということなのでしょうか︖

... 2010/02/06(Sat) 17:24  

◇Re: 初等理科 投稿者︓hassy  Rank:19回

ハジ 様
 同じく４⽉に⼊学したものです。⼀応レポートとおりましたので、参考になればと思いまして・・・。
 ２単位⽬の１「理科と環境問題の〜」ですが、教科書のＰ１２８〜Ｐ１３４をまとめました。重要と思われる部分をまとめたという感じです。頑張ってくだ
さい。

... 2010/02/10(Wed) 22:45  

  ☆⽂章をかくコツ 投稿者︓教男  Rank:1回

はじめまして、通信明星にかよっている者です

「を説明しなさい」という問題は、教科書やネットを参考にしながらかけば良いのでいいのですが、「を論述しなさい」や「についてけんかいを述べなさい」などの論
⽂形式の問題が苦⼿です。

どういうふうな構成でかけば良いかいつも迷いますし、⽂字数もすくなかったりおおすぎたりとバラバラです。

なので、よく論述系レポートが不合格になってかえってきます。

みなさんがおもう、論⽂をかくコツを教えてください。

... 2010/02/08(Mon) 04:10  

◇Re: ⽂章をかくコツ 投稿者︓チム〜  Rank:6回

私もしりたいです（笑）

以降は、⼀応私が普段レポート及び科⽬終了試験の際に使っている論⽂作成⽅法を紹介します。
参考になれば幸いです。

「型」を作れば良いのです。
毎回その型に当てはめて⼩論⽂を作ります。
「型作成」はよく⾔われることで捻りがありませんが、我々は⼩説家ではないのです。
毎回独創的な構成を考える必要はありません。
重要なのはいかに理路整然とした論理的⽂章を展開するかです。

「問題定義」「問題定義に対しての⾃⾝回答」「回答の根拠」「まとめ」という４ブロック構成の型が⼀般的かと思います。
４段落にしろということではありません。

中でも重要なのは「問題定義」です。
最初が鋭くないと後の論が鈍くなります。

問題定義は具体的であればあるほど良いです。
例えば、今話題の「相撲界の今後」が論⽂テーマだとします。
悪い例は「相撲界が今後良くなるにはどうすれば良いか︖」の様なものです。
なぜなら、これだと範囲が膨⼤でありかつ抽象的だからです。
結局論が空中分解し、案の羅列になりやすい。
⼋⽅美⼈的論⽂が⼀番だめです。
確かに字数に制限が無いあるいは膨⼤であればそれでも「可」です。
しかし我々が受ける論⽂試験の制限字数は多くて２０００⽂字です。
あれもこれも書くには少なすぎます。

「⼀つのこと」を深く掘り下げます。
全体視点的な論は、最後に総括として少し付け加えれば良いのです。
よって問題定義は⼀つのことに焦点を絞ったものでなければなりません。
つまり「相撲界の今後」がテーマなら、「不祥事を起こした⼒⼠は即刻解雇すべきか」や「貴乃花親⽅のいう相撲改⾰は相撲の⽂化⽔準を衰退させないか」な
どなら、具体的で⼀つの内容を深く掘り下げることができるでしょう。
余談ですが、私は相撲界の内情にさして興味はありません（笑）

⽂章作成技術は、私個⼈としては「〜である」はあまり使わないようにしています。
「〜である」は⽐較的強い断定なので、論の中で特に主張したい所以外使いません。
あとは読み易さ＆解り易さ＆端的を求めて⼀⽂⼀⽂を短くしています。
「〜であり、また〜だから、〜である」の様な句読点を沢⼭⽤いて複数の⽂をくっ付けたものは避けています。
また、⼀⽂⼀⽂を短くすると必然的に接続詞が多くなります。
勿論同じ接続詞を連発するのは避けましょう。
⼩論⽂だと「なぜなら」「しかし」「つまり」「だから」辺りがよく使う語句でしょうか。

よく⽂豪の⼩説を参考にすると良いという意⾒を聞きます。
しかし、⼩説と⼩論⽂では全く性質が違います。
⼩説は字数無制限からくる⾃由性を前提に、少々⻑たらしくても作者独特の⾔い回しや描写を味わうという醍醐味なのです。
⼩説とおなじ感覚で⼩論⽂を書こうとしたら忽ち制限⽂字数を越してしまいます。
また⾮常に読み⼿に疲労感を覚えさせます。

... 2010/02/08(Mon) 13:02  

  ☆明⽇の⽇野会場の時間について 投稿者︓くみ  Rank:1回

明⽇（２⽉７⽇）⽇野会場で科⽬終了試験を受けるのですが、
『めいせい １⽉号』をなくしてしまい、時間が分かりません。
どなたか試験の開始時間を教えていただけないでしょうか︖
よろしくお願いします。

... 2010/02/06(Sat) 18:19  

◇Re: 明⽇の⽇野会場の時間について 投稿者︓くみ  Rank:2回



◇Re: 明⽇の⽇野会場の時間について 投稿者︓くみ  Rank:2回

解決しました。
ありがとうございました。

... 2010/02/06(Sat) 21:47  

  ☆教育過程論の1単位⽬の２ 投稿者︓パール  Rank:1回

はじめて書き込みさせていただきます。
教育過程論の1単位⽬の２、
“戦前の教則、学科課程、教科課程などを取り上げてその特徴を述べ、併せて、戦後の学習指導要領に⽰された試案や告⽰のもつ意味との違いを中⼼にまとめなさ
い…”についてアドバイスをいただきたいのですが…。
現在課題に対してレポートを書いているのですが字数がどうしても1500字ぐらいになってしまいます。
特に、学制、教育令、改正教育令、⼩学校教則綱領、教育勅語といった明治時代の特徴については、まとめながら書いているにもかかわらず、字数がかなり多くなって
しまいます。
このようにまとめた、とかアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

... 2010/02/05(Fri) 04:46  

◇Re: 教育過程論の1単位⽬の２ 投稿者︓チム〜  Rank:3回

 戦前教育の⼤きな特徴は、道徳教育が重視されていたことだ。
 戦前の道徳教育は，修⾝科を中⼼に⾏われた。修⾝科とは第２次世界⼤戦までにおける、⼩学校と国⺠学校で設けられた教科。これは、太平洋戦争後の道徳
に相当する科⽬
として、天皇への忠誠や、孝⾏、柔順、勤勉などの徳⽬を教育したもの。
 また、修⾝精神の育成を重視する教育の発⽣素として「教育勅語」がある。教育勅語
は明治時代の教育の根幹をなしていた。
 教育勅語は、明治天皇が国⺠に語り掛ける形式をとる。歴代天皇が国家と道徳を確⽴
したと語り起こし、国⺠の忠孝⼼が国家の華であり、教育の源であると規定する。⽗⺟
への孝⾏や夫婦の調和、兄弟愛などの博愛精神、学問の⼤切さ、遵法精神、事あらば国
のために尽くすことなど、これら道徳を守ることが国⺠の義務であるとした。つまり⼀
種の洗脳に近いものであった。兎にも⾓にも、⼦供が教育を受けるのは、すべてお国の
ためであれといわんばかりの、個々⼈の個性を蔑ろにした、画⼀的な教育⽅法がとられ
ていたのである。その後、昭和２３年の第⼆国会で教育勅語は失効された。
 戦争も終わり現代に⼊ってくると、学校教育のあり⽅に変化がでてきた。国定教科書
制度が廃⽌され、学習指導要領が教育課程を編成する際の指針、⼿引きとしてできた。
そして、３回⽬の改訂で⽂部省告⽰として公布され、教育内容の現代化がおこった。
 その後の教育は「経験主義」が特徴である。これは、戦前の教育の様に内⾯的発達を
重視していたものに⽐べ、より実践的な教育観である。健全な⼈間性の形成は、児童た
ちの有意義な経験の中で磨いていく。さらに、経験の中で問題解決能⼒を養うというこ
と。これは昨今でいえば「⽣きる⼒」の根底をなすものでもあり、系統主義による殺伐
とした知識吸収教育のアンチテーゼでもある。
 しかし、知識学習はそれで良いところもある。知識はあり過ぎて困ることはない。近
年では、知識学習の重要性の認識の希薄さが問題となりつつあり、児童の学⼒低下が叫
ばれている。
 重要なのは経験主義と系統主義との融合である。これからの教育界ではこの両者の調
和が急務である。

以上を書いて提出したら合格をもらえました。
参考になれば幸いです。

... 2010/02/05(Fri) 08:27  

◇Re: 教育過程論の1単位⽬の２ 投稿者︓パール  Rank:2回

チム〜さん

なるぼどです。⾃分は、明治時代、修⾝科が重視されるまでの混乱を含めた流れを書きすぎていたようです。
⼤変参考になりました。
どうもありがとうございました。

... 2010/02/05(Fri) 17:09  

◇Re: 教育過程論の1単位⽬の２ 投稿者︓チム〜  Rank:4回

字数が少ないので、広く浅く要点のみ、を意識して書けば良いと思います。

... 2010/02/05(Fri) 17:49  

◇Re: 教育過程論の1単位⽬の２ 投稿者︓チム〜  Rank:5回

すみません、追記です。

曽我綾⼦さんという作家さんが次の⾔葉を残しています。

『⽂は削りに削って危うく分からなく⼨前でとどまるのをよしとする』

⾼校⽣の頃に知った⾔葉です。
以降、⼩論⽂や説明的⽂章作成の際の指標にしています。

共に、教師を⽬指してがんばりましょう。

... 2010/02/05(Fri) 18:05  

◇Re: 教育過程論の1単位⽬の２ 投稿者︓パール  Rank:3回

チム〜さん

書き⽅のヒントまでいただいてしまって、

ありがとうございます。

教員⽬指して頑張ります!

あ、共に頑張りましょう!

追伸

作家、曽野綾⼦さん…はじめて聞いた名前だったので調べてしまいました。



三浦綾⼦や有吉佐和⼦や遠藤周作とかそのあたりの⼈みたいですね（なつかしい…）。
三浦綾⼦とＷ綾⼦って…(!)。

... 2010/02/05(Fri) 20:36  

  ☆初等家庭科教育法のレポートについ... 投稿者︓プリン  Rank:9回

初等家庭科教育法のレポートについて教えていただきたいのですが，
「⾐服の着⽤の⼿⼊れ」「⽇常の⾷事と調理の基礎」「環境に配慮した⽣活の⼯夫について」の指導例とは，１時間を⾃分で取りだして学習指導案を作成するのか，そ
れとも単元計画を作成するのか迷っています。
どなたか合格した⽅がいらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。

... 2010/01/31(Sun) 00:28  

◇Re: 初等家庭科教育法のレポートに... 投稿者︓アレーニ  Rank:3回

プリンさんへ

私は３つとも単元計画で出して合格しました。
単元計画といっても時間数の配分など細かいことは書かず、学習活動を
①・・・・
②・・・・
のように羅列していく形で書いたのですが、⼤丈夫でした。
がんばってください︕

... 2010/02/02(Tue) 20:59  

◇Re: 初等家庭科教育法のレポートに... 投稿者︓プリン  Rank:10回

アレーニさんへ

アドバイスいただいたとおり，学習活動を順を追って書いてみます。
がんばってみます。

本当にありがとうございます。

... 2010/02/03(Wed) 21:43  

  ☆初等理科の科⽬試験について 投稿者︓理科試験  Rank:1回

はじめまして。初めて投稿いたします。
初等理科教育法の科⽬終了試験がなかなかクリアできずに悩んでいます。
先般(2009年12⽉)の試験は、“理科の内容の「ヒト」に関する⼦どもの考え⽅を述べよ”との問題でした。
この問題に対する解答を要求されている箇所は、テキストのP96〜97にかけての部分だと思います。
正直申しまして、この問題は、あらかじめ準備していたものでしたので、私は以下のような記述をいたしました。
“現在の⼦どもたちは、きわめて早い時点から、⾃らのからだに関する膨⼤な情報にさらされている。しかし、膨⼤な情報にさらされているにしても、そうした場⾯で
⼦どもたちは、各器官の配置や機能についての正確な情報を得るように要請されているわけではない。そのため、改めてヒトの体のつくりやはたらきについて聞かれる
と、彼らなりの興味、関⼼、あるいはこだわりを反映させながら、多様な⾒⽅や考え⽅が提出されることになる。
 例えば、⺟体内の胎児の様⼦に関わるとらえ⽅では、へその緒の存在に気づきながらも、その機能については、胎児の体を⽀えているといった主張が⾒受けられる程
度であり、呼吸や栄養摂取などとのかかわりが指摘されることはなかった。そのため、胎児のへその緒が⺟親のへその裏側に接続されているなどのとらえ⽅もある。
また、⼈体に関わる⼦どもたちの⾒⽅や考え⽅は、⾎液が詰まった袋として⼈体を捉えている⼦ども、⾃らが瞬きをしていることに気づいていない⼦ども、体を動かし
ているときの筋⾁の働きを意識していない⼦ども、⾻の存在に気づきながらも、その優れた機能について考えたことのない⼦ども、あるいは、私たちの多様な⾏為を⽀
える⼆つの⽬や⽿の存在に気づいていない⼦どもなどがいる。”
多少の差異はありましょうが、ほぼ上述の解答を記すことが出来たと信じます。
⾃分なりに出題箇所をまとめ(まとめたとは⾔いつつも、上述の記述は出題箇所と思われるページの７〜８割を補っている記述でもあり、キーワードなどの本質的な部
分は取りこぼしていないと信じます)ました。
が、結果は不可でした。
もうどうしていいか皆⽬わからず、駆け込み寺として当サイトに質問させていただきました。
どなたか宜しき御知恵をご教⽰いただけたらと思います。

... 2009/12/27(Sun) 11:27  

◇Re: 初等理科の科⽬試験について 投稿者︓困った  Rank:1回

はじめまして。私も初めて投稿します。理科試験さんもですか。私も、初等理科試験を落ち続けて４回になります。２⽉が最後のチャンスでかなり焦っていま
す。私も１２⽉の試験は⾃分でポイントを抑え、⼿ごたえがありました。きっと悪くとも可はもらえるだろうと思っていたのに、結果は不可でした。納得がい
かなかったので、通知の次の⽇に質問⽂を提出しました。ですが・・・１ヶ⽉以上たっても返ってきません。本当にどうしたらいいんですかね・・・。ハ
ア・・・。

... 2010/02/03(Wed) 00:04  

◇Re: 初等理科の科⽬試験について 投稿者︓チム〜  Rank:1回

>理科試験さん

初等理科は履修していませんが、私のアドバイスが参考になれば幸いです。

まず試験にせよレポートにせよ、教師（特に⼩学校教師）に必要なスキルは何かを考えながら回答すべきです。
必要なスキル、それは「正しい理解からくる説明の分かりやすさ」ではないでしょうか。

理解⼒に乏しい餓⻤んちょ達を相⼿にする⼩学校教師は、物事をできるだけ噛み砕いて教えることを要求されます。
児童たちは、凝り固まった職⼈気質ただよう⽂学的論⽂は⾷べられないのです。
我々がその凝り固まった学問を、⼝の中でグチャクチャと噛み砕いて流動⾷状にしてやり、⼝移しでやっと児童達は⾷べられるのです。

⼤学の先⽣⽅は、試験にせよレポートにせよ、特にこの部分に注⽬して評価しているのだと私は思っています。
つまり、教科課題の内容をどれだけ理解しているのか、理解した内容を理解⼒が未発達の児童に対してですらスムーズに且つわかり易く伝えることができるの
か︖あるいは、伝えようと努⼒しているのか︖を⾒ているのではないでしょうか。
だから、レポート提出の際の注意事項に「教科書を写したようなものは不可」というような記載があるのだと思います。
職⼈気質的学問論⽂を、グチャグチャと噛み砕いて、万⼈にわかり易くした形で再構築しなければならないのです。
そういう意味での「⾃分の⾔葉で回答」なのです。
この視点が幸いしたのかはわかりませんが、私は現在３０数単位を取得していますが、レポート＆試験で不合格になったことは⼀度もございません。

以上の視点から、テストの問いに対する理科試験さんの回答を⾒てみると、私的に「少々分かりづらい」と「問いの意味を理解していない」という、主に２つ
の印象を受けました。

説明が、全体的に分かりづらいという印象があります。
何箇所かあるのですが、例えば⼀⽂⽬の↓

「現在の⼦どもたちは、きわめて早い時点から、⾃らのからだに関する膨⼤な情報にさらされている」



「現在の⼦どもたちは、きわめて早い時点から、⾃らのからだに関する膨⼤な情報にさらされている」
は、少し抽象的で、状況が連想し⾟い感じがしました。
「きわめて早い時点」とは、具体的に何歳ごろからなのか（または幼児期からなのか児童期初期からなのかetc）。
「体に関する情報」とは、具体的にどんな情報媒体から得るのか︖
つまり、⽂章全体的が「具体化」できていないのです。
いわゆる「察して⽂」になっています。
限られた試験時間に追われたのかもしれませんが、もうすこし論理的に書いたほうが良いと思います。

問いの意図を汲み取れていないような気がします。
【ヒトに関する⼦どもの考え⽅をのべよ】という問いに対し、理科試験さんの回答は、⼦供が持っている「ヒト」に対する感情や感想を箇条的に述べている 
だけ に過ぎません。
恐らく問題製作者側の意図としては『ヒトに対する⼦供の間違った考え⽅を挙げ＋ヒトに対する健全で正しい⾒識を得るにはどうすれば良いか、その対処策』
を答えてほしかったのではないでしょうか。
つまり理科試験さんの回答には、後の「対処策」の部分が⽋落しているのです。

以上です。

... 2010/02/03(Wed) 10:37  

◇Re: 初等理科の科⽬試験について 投稿者︓チム〜  Rank:2回

すみません、追記です。

とにかく理科試験さんの回答は、ヒトに対して⼦供がもっている考え、しか答えていないので、確かに問題⽂と⼀⾒整合しているようですが、これだけではギ
リギリ可を下回るレベルだと思うのです。

... 2010/02/03(Wed) 10:50  

  ☆算数科教育法レポート1単位⽬の(１... 投稿者︓了  Rank:1回

問題の意味がわかりません。
すでにレポート出された⽅、解答わかりますか︖

⾼校の教科書⾒てもさっぱり︖︖︖

明星の教科書役に⽴たないよー。。。。(>_<)

... 2010/01/18(Mon) 01:00  

◇Re: 算数科教育法レポート1単位⽬�... 投稿者︓かに  Rank:2回

私は2008年度版の問題でレポートを出したのでこの問題の正答ははっきりとはわかりませんが、
初等算数はかなり⾃由な答えを書いてもすんなり通ってしまう印象があります。

⾃分が教師として教壇に⽴つときに、児童にどのような指導法で授業を⾏うとわかりやすいか、という視点で書くことが望まれているのではないかと思いま
す。
レポート課題集の解説にあるように、２変量で１つの量を表すことを児童が理解できるようにするにはどうすればよいか・・・ではないでしょうか︖

科⽬終了試験でも教科書やレポート課題にはないような問題が出されましたが、
教師としての⾃分の意⾒を書いたらすんなりでした。

がんばってください。

... 2010/01/31(Sun) 22:28  

  ☆⾳楽科教育Ⅰのレポートについて 投稿者︓ｋ  Rank:1回

⾳楽科教育単位Ⅰの⼆単位⽬、設問３の語句または記号の読み⽅〜という問題の解答仕⽅で悩んでいます。この問題は、五線譜を使うべきなんでしょうか・・・︖
それともレポートのマス⽬を使って解答すべきなんでしょうか・・︖

ご存じの⽅がいましたら教えていただけると助かります。

... 2010/01/27(Wed) 23:05  

◇Re: ⾳楽科教育Ⅰのレポートについ... 投稿者︓かに  Rank:1回

はじめまして︕

どちらでも⼤丈夫とは思いますが、
私は五線譜を使わずにレポートのます⽬を使って解答しました。
ちゃんと合格で戻ってきましたよ。

当時は⾳楽科教育Ⅰは連続不合格で有名な科⽬でしたので、五線譜が⾜りなくなっている⼈が続出していたため、かなり節約していました。

... 2010/01/31(Sun) 22:20  

  ☆単位取得 投稿者︓無知な⼈  Rank:1回

昨年の４⽉に⼊学したものです。
今更何を⾔っているんだと反感を買うかもしれませんが、単位取得の流れについて質問があります。

単位取得は、
 
レポート合格⇒科⽬修了試験合格⇒単位取得

という流れですよね︖
つまりレポートが合格しなければ科⽬修了試験を受けられないんですよね︖
例えば、試験を受けたい科⽬のレポートが不合格なのに、科⽬修了試験の申し込みハガキを送っても、資格「無」となってかえってきますよね︖

なぜこんな事を聞くのかというと、体育科教育のレポートが、⾊紙添付忘れを理由に不合格になってかえってきたのですが、直前に家に届いた科⽬修了試験の受験証に
は、体育科教育試験資格「有」になっていたからです。
実は体育科教育返却レポートを開けるまえに受験証が届いたので、当然合格してると思っていたのでびっくりしたんです。
結局、この体育科教育の試験は合格しました。

それで不安になり質問させていただきました。
試験を受けて合格した後にも、レポートを送る場合があるのでしょうか・・・。

それともただ単に事務局のミスでしょうか・・・。



それともただ単に事務局のミスでしょうか・・・。

... 2010/01/28(Thu) 18:25  

◇Re: 単位取得 投稿者︓無知な⼈  Rank:2回

追記です。
要点をまとめます。

つまり、科⽬修了試験を受けたあとに、受験証で受験資格「有」になっていたので返却レポートを⾒るまでもないと思っていたのですが、何となく返却レポー
トが気になり、空けて⾒てみたら不合格になっていたんです。
しかし、レポートが不合格なのに後⽇届いた試験結果通知は合格していました・・・。

だから、どういうこっちゃということです・・ｗ

... 2010/01/28(Thu) 18:39  

◇Re: 単位取得 投稿者︓オレンジ  Rank:1回

科⽬修了試験を受ける場合、レポートの合格・不合格に関わらず、出していれば良いので、問題ないと思いますが・・・。

... 2010/01/28(Thu) 21:54  

◇Re: 単位取得 投稿者︓無知な⼈  Rank:3回

>オレンジさん

返信ありがとうございます。

ということは、不合格だった体育科教育のレポートは、科⽬修了試験が合格していても、やはり提出しないといけないのですか︖

つまり、

レポート合格⇒科⽬修了試験合格⇒単位取得

ではなく、

レポート合格＋科⽬修了試験合格⇒単位取得

ということですか︖

... 2010/01/29(Fri) 03:30  

◇Re: 単位取得 投稿者︓郭嘉  Rank:3回

まずしっかりと明星のハンドブック等を読みましょう。⾊紙添付のことも書いてあるので、ちゃんと読めば分かります。最初にしっかり読むだけで無駄な⼿間
が省けますよ。

レポート合格＋科⽬修了試験合格⇒単位取得 は半分正解です。
単位修得に関してはレポートの合格+科⽬修了試験の合格が必要です。
しかし、その科⽬修了試験を受けるためにはレポートを「提出」する必要があります。
これは合否関係なくただ「提出」することです。

無知な⼈さんはレポートが不合格でも提出はしたので試験資格が有ったということです。
先にも述べたようにレポート合格＋科⽬修了試験合格⇒単位取得 なので無知な⼈さんは現在、科⽬修了試験のみ合格となっています。ということはまだ単位
は取得出来ていません。あとは、不合格で返ってきたレポートを再度提出し直して、合格すれば単位修得です。

レポートと試験は全く別物としてとらえてください。

... 2010/01/29(Fri) 08:59  

◇Re: 単位取得 投稿者︓無知な⼈  Rank:4回

>郭嘉さん

返信ありがとうございます。

やはりレポートも合格しないと、単位はもらえないんですね。。

私がよく確認しなかったとはいえ、少しわかりにくいシステムですね・・・。

とりあえず体育科教育は再提出しますが、レポートが帰ってきたのが去年の７⽉で⼤分空いていますので、事務局に今からどうすれば良いか聞いてみます。

... 2010/01/29(Fri) 09:26  

◇Re: 単位取得 投稿者︓無知な⼈  Rank:5回

今事務局に問い合わせてみました。
まだ有効みたいで、切⼿をはりかえて提出すればＯＫみたいです。

皆さん、ご迷惑をおかけしました。

... 2010/01/29(Fri) 09:33  

  ☆初等社会科教育法科⽬終了試験につ... 投稿者︓hassy  Rank:18回

みなさんこんにちは。
初等社会科教育法科⽬終了試験について教えていただきたくメールいたしました。あとこの教科で最後なので、２⽉の試験でどうしても合格しなくてはいけません。そ
こで、試験の傾向について教えていただきたいのです。過去問などをみても、前年度の同じ⽉の問題とも⼀致していないようですし、課題がたくさんありすぎて、どの
部分をまとめて勉強したらよいか苦労しています。どなたか、アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

... 2010/01/25(Mon) 09:51  

  ☆はじめまして☆ 投稿者︓のの  Rank:1回

昨年の春に、１年での⼩２種免許取得を⽬指して明星⼤学で勉強を始めた者です︕

夏のスクーリングでは、友達を作る機会を逃してしまいました・・・(:_;)
相談したり、質問したりする相⼿がいない孤独との戦いの中で、
ここの掲⽰板や終了試験対策のページは私にとって本当に頼りになる存在でした。
おかげで、すべてのレポート、試験に合格することができました︕︕

あとは、教育実習の成績を待つのみです。



あとは、教育実習の成績を待つのみです。
本当に感謝してます♪
ありがとうございました︕

恩返しの意味をこめて、今まで受けた試験の問題を書き込んでいきたいと思います。
皆さんもがんばってください︕︕

... 2010/01/23(Sat) 22:34  

◇Re: はじめまして☆ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ののさん、おめでとうございます。教育実習の成績、免許申請が無事に終ることを応援しています。１⼈で勉強を続けて⽬標を達成するというのは本当にすご
いことだと思います。ぜひ、教員になってからも当サイトをよろしくおねがいします。

お忙しい中、問題の書き込み、本当にありがとうございます。ののさんの書き込みを⾒て、また多くの⼈が勇気付けられて、がんばることができると思いま
す︕

... 2010/01/23(Sat) 23:51  

  ☆試験通りました︕ 投稿者︓まなか  Rank:3回

 今回（１２⽉）の試験は、

１．体育科改訂の趣旨における「体育について」論述しなさい。
２．ボール運動系の低・中学年の内容を挙げ、ゲームの学習指導を論述しなさい。

というものでした。書いた量も少なかったので半ば不安でしたが、学習指導要領からの
語彙をちりばめながら、具体例をかなり挙げたのが良かったのかもしれません。
１．では、系統化かつ弾⼒的な指導になったことと、学校の創意⼯夫といったものの必要性でまとめました。
２．では、学習指導要領の記述の他、ゲームによる協⼒の姿勢も育てる、という結論にしたと思います。

まだ科⽬が残ってるのですが、０歳児２歳児との１⽇の果てはヘロヘロで思うように
はかどりません（︔︔）でも、ここの掲⽰板を⾒ると、「みんなそう︕でも頑張るしかない︕」と励まされます。またよろしくお願い致します。

... 2009/12/26(Sat) 16:26  

◇Re: 試験通りました︕ 投稿者︓さいころ  Rank:1回

まなかさん、おめでとうございます︕︕
⾃分も１２⽉に受けましたが、不可となってしまいました。そこで質問２つがあります。

1つ⽬は、試験対策について。
上記の２つの問題は、内容が学習指導要領と学習指導要領解説にありますが、まなかさんはどのようにして試験対策、勉強をしたのでしょうか。
２つ⽬は、まなかさんが解答した量について。
書いた量が少なかったとありますが、具体的にどのくらいでしょうか。例えば表⾯半分、表⾯全部、表⾯と裏⾯半分など、教えていただけたらと思います。

... 2009/12/29(Tue) 16:43  

◇まなかさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:22回

すごい︕合格されたんですね︕
私も初等体育科、１０連敗中の⾝としてはなんとしてでも後に続きたい︕︕ｗ

やっぱり学指メインでキーワード書き込みプラスいかに簡潔にするか、
なのかな。。。

さいころさんに便乗して私も気になったことを質問させてください︕
「体育について」の解答の際、”具体例をかなりあげた”とのことですが。。。
具体例とは︖︖なんでしょう︖︖
学指の「体育について」だけでは⾜りないんですかね︖︖
”⾃分なりに、どう授業でいかすか”、とかですか︖︖

アドバイスいただけたら幸いです＾＾

ちなみに。。。
私も２歳児⼦育て中＆５⽇前に第２⼦を出産しました☆
組合せ、同じです＾＾

まだ、教科が残ってるんですね。
私、あとコレだけなのに。。。ベビ産む前に合格したかったｗ
ま、落ちたもんはアレコレ⾔ってもしゃーないですよね︕

お互い、チビ＆べビのお世話がんばりつつ、免許取得がんばりましょー´｀

... 2010/01/16(Sat) 16:38  

◇Re: 試験通りました︕ 投稿者︓まなか  Rank:4回

＞さいころ様
 まず、返信が遅くなり、申し訳ありません︔
１．試験対策は、⽉並ですが、過去問を⼀覧書き出して、そのテーマに沿って実際に
書く、という事の繰り返しでした。その際、「体育とは」という（「⼼⾝ともに〜」というもの）と、現在の体育科が⽬指すもの（「⽣涯スポーツ」と「体⼒
の向上」、というもの）を意識して書き⼊れていました。

２．三分の⼆位です。下数⾏が空いてしまいましたが、前回不合格だった際はビッチリ
書いたのにダメでしたので、要点さえ書いてあればいいんだと⾃分に⾔い聞かせ、⽌めました︔
 あまり参考にならないかもしれませんが、体育科はとにかく書いた量より質だと思いました。頑張って下さい︕︕

＞nana様
 第⼆⼦のご誕⽣、おめでとうございます︕
・・・５⽇前︕︖
すごいですね〜もうここをチェックなさってるとは︕︕後この体育だけ、とのこと。
ファイトです︕

 ご質問にあった「具体例」ですが、今回の問題は「ゲームの学習指導」でしたので、



 ご質問にあった「具体例」ですが、今回の問題は「ゲームの学習指導」でしたので、
その内の⼀つとして野球を例に、⾃分だったらどういった点に注意しつつ指導するか、
という事を書き添えました。（児童が⾃分で順番等を考え、決められるようにする等だったと思います。）
 ⼦育て＆勉強中のお仲間がいて⼼強いです。お互い頑張りましょう︕︕

... 2010/01/21(Thu) 23:46  

◇お返事ありがとうございます☆ 投稿者︓nana*  Rank:23回

わーい︕︕うれしい︕︕ありがとうございますっっっ︕︕
なんとしても、合格せねばっ＾＾

退院したその⽇にネット開いたんですｗ
今⽇たまたま開いたらお返事いただけてて感動しました︔︔
がんばりましょうねっ︕︕

... 2010/01/22(Fri) 23:32  

◇ありがとうございます。 投稿者︓さいころ  Rank:2回

 私もお返事をいただけてとても嬉しいです。
ご恩を忘れずに、２⽉の試験で必ず合格します︕︕

... 2010/01/23(Sat) 12:19  

  ☆無題 投稿者︓りんりん  Rank:6回

 秋スクの「総合演習」無事に終わりました︕︕次は北翔⼤での「初等国語教育⽅」です。⼼配していた旅路も迷うことなくたどり着きました。おべりべさん、ありが
とうございましたm(__)m 気持ちがだらけ、めいっていたので、スクーリングの参加は⼤きな⼒をもらいました。⽴ち⽌まっても仕⽅ないので、レポートこなしてい
けるよう頑張ります︕︕
 8⽉中旬にだした「⾳楽科教育１」のレポートの最初の設問が⾃信がありません。
たけさんとほぼ同じ回答で提出しました。再提出かな︖︖なんだか⾮常に難しい設問ですよね。（ちなみに私は中学２種⾳楽をもっています）早く戻ってきてほしいも
のです。
 
 

... 2007/10/10(Wed) 10:13  

◇お疲れ様でした︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:26回

 こんばんは︕秋スクお疲れ様でした︕
 無事に終了して良かったですね︕
 おまけに良い刺激になったようで羨ましいです︕

 ⾃分は明⽇科⽬修了試験で４科⽬受験することで頭がいっぱいです・・・。
 おまけに忙しくてほとんど準備ができてないのが現状です。。。
 それではまたまたです。

 児童⼼理学の科⽬終了試験がなかなか合格もらえないんですけど
 誰かアドバイスください︕
 よろしくお願いします︕︕

... 2007/10/12(Fri) 18:39  

◇Re: 無題 投稿者︓りんりん  Rank:7回

 こんばんは︕︕
おべりべさん、明⽇科⽬終了試験なんですね、頑張ってください。
ちなみにわたしは１４⽇、⾏ってきます。
 １０⽉号に載っていた過去問をみると（⾳楽教育１）簡単ですが、レポートの２００５年までの課題と、２００６年からの課題を⾒ると、随分難易度に差が
ありませんか︖︖
試験が終わったらまた情報、聞かせてくださいね。

... 2007/10/12(Fri) 23:11  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:27回

こんにちは︕科⽬修了試験お疲れ様でした︕
りんりんさんは何科⽬受験したんですか︖
⾃分は４科⽬（児童⼼理学、教育法法学Ⅰ、教育課程論、初等算数科教育法）でした。
受験前からかなりヘビーだと想定していましたがやっぱり・・・でした。
とりあえず、児童⼼理学と教育⽅法学Ⅰはやれる限りやってきたので合格をいただけることを願いますが、教育課程論と初等算数科教育法は⻭が⽴ちませんで
した。。。
次回は充分な対策をしていかなければと反省です。
⾃分は⾳楽が全く駄⽬なんでスクーリングしか考えていないんですがそんなに問題に差があるんですか︖
ではではまた来⽉に向けて頑張ります︕
こちらこそ何かいい情報・助⾔ありましたらよろしくお願いします︕︕
今週もがんばりましょ︕︕

... 2007/10/15(Mon) 10:56  

◇Re: 無題 投稿者︓りんりん  Rank:8回

おはようございます。
わたしは今回１科⽬のみ、試験を受けました。
４科⽬、なんてすごいですね。私は今回の試験を受けてみて、２〜３科⽬が限界かな、と思いました。本当にお疲れ様でした。
⾳楽教育は、試験内容そのものは全然たいした問題は出題されてはいませんでしたが、
受け取った教科書には触れられていないことがでていましたね。
ただ、表・裏どちらか選択ということで⽀障はありませんが・・・
私でお役に⽴てるなら、⾳楽は聞いてくださいね︕
今週末は北翔でのスクーリングです︕︕ところで、スクーリングでは最後に試験がありますよね、それって科⽬終了試験のような問題が出題されますか︖
ご存知でしたら教えてください。

... 2007/10/16(Tue) 09:09  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:28回

りんりんさん、おはようございます︕
この頃⼀段と寒さが増してきましたね・・・。
⾵邪を引かないように気をつけてくださいね!
科⽬修了試験は実際のところ、３科⽬が限度だと思います。
⾃分は賢いブレイン持ってないんで・・・。
⼀番⾟いところは準備をしていっても、何が出題されるかわからないところなんですよね
でもスクーリングにかける時間もお⾦もないんでできる限り科⽬修了試験をクリアしていかなければなりませんよね︕
⾃分は２単位ものは的が外れてちゃんと内容が合っているかわからない解答でもなぜか合格をもらってきました︕

それでスクーリングに関してははっきり⾔って、科⽬終了試験よりも易しい気がします︕



それでスクーリングに関してははっきり⾔って、科⽬終了試験よりも易しい気がします︕
試験も中には持ち込み可もあるし、事前に問題を提⽰されて準備してきても良いとか・・・なのでしっかり出席していれば単位は⼤丈夫だと思います︕
ではでは秋スク頑張ってくださいね︕
⾃分も何かお役にたてれることがあったら⾔ってくださいな︕

... 2007/10/17(Wed) 08:41  

◇Re: 無題 投稿者︓りんりん  Rank:9回

おはようございます︕︕いつも私の質問に答えて頂き、感謝です。
私もお⾦はないのですが、頭がついていかないので、スクーリングで単位を取得していきたいところです。秋スクでも、結局１０万くらいかかってますよー。
痛い痛い出費ですが、仕⽅ないですよね。
こないだの旭川、寒かったですよー。「さむっ︕︕」を⼀⼈で連発してました。
これから駆け⾜で冬がきますね。
お互い健康管理に努めましょう。

... 2007/10/17(Wed) 09:11  

◇お疲れ様です︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:29回

 たけさん、りんりんさんこんにちは︕元気してますか︖
かなり寒くなってきましたね・・・⾵邪をひかないように気をつけてくださいな︕
昨⽇、10⽉の科⽬終了試験の結果がきて、⾃分の予想通りの結果でした︕
教育課程論と初等社会科教育法は準備不⾜で無理だと感じていましたが
なんとか児童⼼理学と教育⽅法学は「良」で合格をいただけました︕
それと同時に先⽇⼀次を突破し、⼆次試験に⾏った私⽴Ｈ⾼校の結果は駄⽬でした。。。
でも⾃分にとってはとても良い経験になりました︕
また今週末に科⽬修了試験があるので頑張ってきます︕
レポートも残すところ、初等教育原理と初等⾳楽科教育法になりました。
あと少しなんですが、初等教育原理が・・・何かいいアドバイス待ってます︕︕
ではではBon week-end!

... 2007/11/02(Fri) 09:03  

◇Re: 無題こんばんは、ご無沙汰です 投稿者︓りんりん  Rank:10回

おべりべさんお疲れ様です︕︕
⼆次試験の結果、残念でしたね。きっとまたチャンスがあります、陰ながら応援しています。
ところで、レポートあと２つなんですね。始まったばかりの私にはまだまだ⻑い道のりです。初等教育原理、まだ⼿付かずな私です・・
冬スクで取ろうかと思っています︕
冬スクのレポートの提出期限って１⽉３１⽇ですかね︖
３科⽬いっちゃおうかと思ってますが、レポートのことを思うと厳しいかな・・と迷っています。
でも⾏くからには３科⽬、欲張りたいところです。
私の初めての科⽬終了試験の結果も届きました。専⾨教科なので「優」を頂きました。
でも、レポートはいまだ戻って来ませんね、かれこれ３か⽉が来ようというのに。
この頃ぐっと寒くなりましたね、お互い⾵邪などひかぬよう乗り切りましょう。

... 2007/11/04(Sun) 01:03  

◇やればできますよ︕︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:30回

 りんりんさん、こんにちは︕
 また今週も始まりましたね・・・でも今⽇の⼗勝は⻘空が広がり⼗勝晴れの良い天気︕
 気持ちいい朝を迎えることができましたよ︕
 ⾃分は昨⽇、11⽉の科⽬修了試験を受けに北⾒まで⾏ってきました。
 北⾒では受験できるのに⼗勝では受験地に指定されていないので困りますよ。。。
 そんなわがままは⾔ってらんないんですけどね〜
 りんりんさんは11⽉は受験しなかったん︖
 ⾃分はまた無謀にも4科⽬で挑戦してきましたが、
 3科⽬がMEの頭には限界でした︕
 とりあえず初等体育＆⽣活、教育原理はやれる限りやってきましたよ︕
 評価は何でも良いので単位をくださいって感じです︕
 図画⼯作は全く予想をつかず、対策を練る時間もなく、諦めました・・・。
 そんなこんなで⾃分も冬スクには参加しようと思っています︕
 まだ総合演習もとっていないし、⾳楽は全く駄⽬なんでスクーリングに頼るしかありま せん。とほほ。本当に⾳楽ができる⼈が羨ましいですよ︕︕
 もし⾃分に協⼒できることがあったら遠慮なく⾔ってください︕
 では今週もがんばっていきましょ︕

... 2007/11/05(Mon) 09:08  

◇お疲れさまでした。 投稿者︓りんりん  Rank:11回

順調に試験受けているんですね。尊敬しちゃいます︕
私は来年まで受けられないかな、勉強の時間も乏しくいっぱいいっぱいで・・・
今は秋スクのレポートに悩んでいます︕これが終わったら冬スクの準備に取り掛かろう、というところです。冬スクの⾶⾏機・ホテルはもう⼿配しました。
（冬スクの申し込みはまだで、教科を検討中です。）帰りの⾶⾏機、２７⽇を取りましたがなかなかいっぱいでしたよ。⼀応、体育科教育Ⅰは決めてます。あ
とは児童⼼理学・初等教育原理・図画⼯作科教育の中からどれに絞ろうか悩んでます。  
おべりべさんとは同じ教科を受講することはないですか︖︖
もしかしたらどこかでお会いするかもしれませんね。
その時はよろしくお願いします。
では今⽇もがんっばって１⽇過ごします。

... 2007/11/05(Mon) 10:22  

◇やばし。。。 投稿者︓おべりべり  Rank:31回

 お疲れ様です︕⾃分も多分、1⼈じゃ継続できなかったんじゃないかと思いますよ。
 夏スクで同じ志で頑張っている仲間ができて凄く勇気をいただきました︕
 だから今、頑張れているんだと思います。
 ところでりんりんさんは今、何のレポートをやっているの︖
 もし参考になるのなら情報を提供するので⾔ってくださいな︕
 もし必要ならメアド書いておくのでメールください。
 冬スクは受講予定なんですが、まだ何にも⼿配していません。。。
 かなりヤバイですね・・・。りんりんさんは千歳からですか︖
 千歳空港からだと⾶⾏機代は往復いくらですか︖
 ⾃分は⼤学が東京だったので宿泊は友⼈宅にお願いできるので⼤丈夫なんですが
 早く⾶⾏機のチケットをゲットしないと年末だし危険ですね︕
 夏スクで体育科教育Ⅰと初等教育原理を受講し、体育はレポも済なんで
 あとは原理のレポートをだすだけです・・・。
 児童⼼理も先⽇、科⽬終了で合格もらえたから残念ながらりんりんさんと受講できる
 科⽬だと図画⼯作科教育だけですね。
 図画⼯作は上⼿くいけば科⽬修了試験で取れる可能性があるので
 絶対無理な⾳楽系2科⽬と総合演習を受講する予定ですよ。
 でもどこかで会えたならこちらこそよろしくお願いします。
 では⻑々とごめんなさい。
 またまたです︕



 またまたです︕

... 2007/11/05(Mon) 14:29  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

みなさん、こんばんは。11⽉の試験は札幌で受けました。理科教育１科⽬でしたし、問題が簡単だったので今回は⼤丈夫だと思います。ダメなときはわかるん
ですよね・・・なんとなく。問題は12⽉の試験、3科⽬受けなければいけないので⼿が⼼配です。

東京往復は、⼀番安い時期だと思います。⽚道12000円〜14000円くらいでしょう。
早めに航空券を申し込むといいですよ。
あとは、http://n-hokkaido.com/mileage/index.html なども参考にしてみてください。
私は、去年の冬スクのころからマイルを貯めていますが、すでに国内３往復分くらいのマイルが貯まっています。

冬スクは⾏きたかったのですが、終業式と重なってしまいました。あきらめます…。

... 2007/11/05(Mon) 18:55  

◇おはようございます 投稿者︓りんりん  Rank:12回

今⽇も胆振地⽅は快晴ですよ、今朝は温かくてストーブもつけませんでした。
⾶⾏機、今回は１０⽉より早く⼿を打ったせいか２７０００円代でゲットできました。（往復です）
それにホテル代が４⽇分ですね(^^;) ⾶⾏機は千歳から乗りますよ〜
おべりべさんは帯広ですかね︖
いま⼿がけているレポートは秋スクで受講した「総合演習」と「初等国語」です。
「初等国語」はどう⼿をつけたらいいのか、チンプンカンプンです。
おべりべさんは選択してないですよね︖
これが終わったら冬スクのレポートを、と思っています。
情報提供お願いできるなら冬スクの教科をお願いしたいです。
でもまず、これらを⽚付けてひと通り教科書読んでみますね(^^)/
ほんとにスローペースな私で・・・
⾳楽はどのへんが不安ですか︖スクーリングでも悩むことがあったら⾔ってくださいね。
⾳楽しか⾃信がない私ですが、分かることにはお答えします︕
たけさんのメールにマイルを貯める、と書いてましたね。
やっぱり私も貯めてれば良かったー。今回も貯めない⽅向でチケット買っちゃいました。
もったいないですね(;;)
おべりべさんもたけさんも頑張っているので、私も頑張ります︕︕
冬スクの教科決定したら教えてください、わたしも今週中には決めますね。

... 2007/11/06(Tue) 09:21  

◇お疲れ様です︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:32回

 こんばんは︕今⽇もお疲れ様でした︕今、部活から上がってきました︕
 今⽇も良い天気でしたね︕初雪は遅いんですかね︖
 昨⽇、何とか⾶⾏機のチケットをゲットしました︕
 ⾃分の計画性の無さで安いチケットを買うことができず往復３万円もかかりました。
 ⾃業⾃得なんですけどね・・・とほほ。
 ⾃分はマイルの⽅を貯めているんですが、パスワードを忘れてしまい
 どれくらいたまっているのかわかりません。
 でも何ヶ⽉かはマイルの有効期限あると思ったので半券があれば⼤丈夫ですよ︕
 では今⽇は帰らなければならないのでまた明⽇︕
 

... 2007/11/06(Tue) 19:21  

  ☆⽣徒指導について 投稿者︓サリー  Rank:4回

こんにちわ。
⽣徒指導を科⽬終了試験で受けているんですけど５回不合格で次の２⽉で受からないともう⼀年通うことになります。
ピンチです。
この教科で終わりなんですけど誰かどのへんを勉強したらいいのか詳しく教えてください。
ちなみに毎回⽇野で受けてます。

... 2010/01/13(Wed) 18:32  

◇Re: ⽣徒指導について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。何とか⼒になりたいという気持ちはあるのですが…。
過去問は⼗分参考にされているんですよね。ちなみに、今まで不合格になった問題はどんな問題で、どのような解答をされてきたのでしょうか。ある程度対策
をしていって不合格になっているのか、問題の傾向がつかめなくて不合格になっているのかによってもアドバイスが違ってくると思います。

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/22

... 2010/01/13(Wed) 19:37  

◇⽣徒指導について 投稿者︓サリー  Rank:5回

１．⽣徒指導における「⾃⼰指導⼒」の育成について、⼦どもたちの特徴を踏まえながら「⾃⼰指導⼒」の内容を明らかにしなさい。
２．不登校についてその⾏動の原因や背景にふれ,指導に臨む教師の態度も含め、指導について述べなさい。
⼀応⾃分なりにまとめて裏まで書いたんですけどいつもダメです。教科書のどのへんを勉強したらよいですか︖
後は⾃⼰指導⼒の内容を明らかにするっていうのがよくわかりません。もしよかったら教えてください。

... 2010/01/16(Sat) 15:06  

◇サリーさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:20回

⽣徒指導、ちょうど「⾃⼰指導⼒」について問われた回で合格しました。

いま、⼿元にテキストがないので詳細は分からないのですが。。。
テキストに該当ページ、あったと思います。

私は、過去１年分くらいの出題傾向をまとめ、
（こちらのHPを参考に☆）
何回も出てくる、キーワードみたいのが、いくつかあると思うんです。
それをテキストなりネットなりで調べて。。。
あとは⾃分の意⾒をプラスして書きました。
⽣徒指導とか、教育相談論とか、
教科教育法では⾃分の意⾒・やり⽅︖みたいのを、
とりあえずアピールしまっくったら、
私の場合、すんなり合格っていうパターンが多々ありました。

http://n-hokkaido.com/mileage/index.html
http://meisei.n-hokkaido.com/archives/22


ご参考までに☆

... 2010/01/16(Sat) 16:19  

◇↑訂正︕︕︕︕ 投稿者︓nana*  Rank:21回

教科教育法、じゃないですね。
教科教育法”以外”でした＾＾︔

ごめんなさい。。。

... 2010/01/16(Sat) 16:22  

  ☆⽣徒指導の過去問題を教えて下さい... 投稿者︓MATSU  Rank:1回

どなたか⽣徒指導の最近の出題問題を教えて下さい。私も２⽉の試験に受からないと、免許の申請ができません。よろしくお願いします。

... 2010/01/15(Fri) 06:30  

◇Re: ⽣徒指導の過去問題を教えて下... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

 MATSUさん、はじめまして。ご利⽤いただきありがとうございます。
2⽉の試験、ひとつの区切りとして「ここで単位を取らねば︕」という⽅がおおくいらっしゃると思います。みなさんがんばってください。（私はサイトを作る
ことで応援することしかできませんが）
 それで、過去問の件ですが基本的にこの過去問ページに掲載していますので、どうぞ参考になさってください。また、皆さん忙しい中でギブ＆テイクという
感じでやってきていますので、いきなり簡単な⾃⼰紹介も無く「教えてください︕」と⾔ってもいいお返事がいただけるかどうかわかりません。「私もこんな
情報を提供します︕でも、最近のものが無いので⽣徒指導だけでも教えてください︕」などというような訴え⽅にすると感じがいいのかもしれません。
 MATSUさんもお忙しい中、なんとか合格したいという思いで書き込みをされたことと思いますが、みなさんも⼀緒です。少し参考にしていただけたらと思い
ますhttp://meisei.n-hokkaido.com/archives/200

... 2010/01/15(Fri) 09:38  

  ☆掲⽰板アドレス変更について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

みなさま、いつもお世話になっています。今年もどうぞよろしくお願いします。
さて、既にお気づきの⽅もいらっしゃると思いますが、最近英語のイタズラ書き込みが増えています。その対策のため、近⽇中にこの掲⽰板のＵＲＬを変更いたしま
す。掲⽰板を直接お気に⼊りに登録されている⽅は、アクセスができなくなる恐れがありますので、明星⼤学通信教育体験記トップページ、またはなまら北海道だべさ
のトップページをお気に⼊りに⼊れておいていただけると嬉しいです。

... 2010/01/13(Wed) 09:19  

◇Re: 掲⽰板アドレス変更について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

明星⼤学通信教育体験記→明星⼤学通信教育⾮公式ガイド とサイト名を変更しました。

... 2010/01/13(Wed) 11:26  

  ☆科⽬終了試験の⽋席について 投稿者︓nao  Rank:1回

科⽬終了試験の⽇、どうしても仕事が⼊って休まなくてはならない時、どこに連絡したらいいんですか。どなたか教えて下さい。

... 2010/01/11(Mon) 12:04  

◇Re: 科⽬終了試験の⽋席について 投稿者︓hassy  Rank:17回

nao 様
お仕事をしながらの勉強お疲れ様です。
科⽬終了試験許可証というものが⽉末に発送されてくると思いますが、それに⽋席する場合は連絡をしてくださいと記載されていれば連絡する必要があります
が、そこに何も記載がなければ、連絡の必要はないと思います。ただ当たり前ですが、試験は不合格となります・・・。
参考になるかどうかわかりませんが・・・お互い頑張りましょう︕

... 2010/01/13(Wed) 08:52  

  ☆⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓りんりん                       Rank:1回

⼀単位⽬の問１が再提出になりました。
講評には「問１だけ再提出してください。」とありますが、ここだけ書いてあとの問題は答えなくてもいいのでしょうか︖また、ここって教科書以外のことを調べて回
答してますか︖
それと、再提出の時は戻ってきたレポートのバーコードを切り貼りしていいんですか︖
どなたか教えてください。

... 2007/12/04(Tue) 01:16  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓ゆかこ  Rank:5回

りんりんさん、以前はお世話になりました。
再提出のことですが、課題報告集には⾳楽科教育Ⅰに限り
「問○○だけ再提出」などと書いてあっても全問再提出する
ようにと書かれていますよね。
でも私も先⽇同じパターンで先⽣のコメントが書いてあった
ので事務局に問い合わせたところ、先⽣のコメントを優先して
くださいと⾔われました。ですから、先⽣の指定した問１だけ
でいいと思います。
でも、たけさんがＨＰに載せてくださっている内容とほぼ同じ
ことを書いているの再提出って・・・あとどこを直せばいいの
でしょうか。謎が多い科⽬ですね。

... 2007/12/10(Mon) 14:21  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓りんりん                       Rank:2回

ゆかこさん、おはようございます。そしてこちらこそお世話になっています。
お返事してくださり、ありがとうございました。
再提出はもう済んでますか︖
実はわたしもたけさんのようなことを書き、再提出となりました。
⾚ペンでいろいろ書いてありましたが、それをその通り書いたら良いんでしょうかね︖
ゆかこさんも何か書かれていますか︖

... 2007/12/11(Tue) 09:24  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

うーん・・・。難しいですね。⾳楽専攻の⼈でも再提出。スクーリングでも話題の課題でした。

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/200


ちなみに、私は先⽣が⾚でなおした通りに書いて返しました。それはサイトに載せてあるとおりです。私と同じように書いて合格の⼈もいます。

こんなことを⾔ってもはじまりませんが、レポートにも点数があって、必ずしも１００点じゃなくても通りますよね。この問題にどれだけの意味があるの
か・・・。だんだん腹が⽴ってきました。単位をもらわないと困るので、仕⽅がないのですが。
⾚で直されたとおりに書き返したらどうでしょうか。

また、漢字⼀⽂字のハンコが・・・。（以下⾃粛）

... 2007/12/11(Tue) 21:22  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓りんりん                       Rank:3回

たけさんこんばんは︕︕
教科書から答えを探すと、こういうことかな、と思いましたが、教科書だけではダメだと⾔うことなんでしょうかね。それとも教授によってとらえかたが違う
のでしょうかね。
この問題⼀つであとはすべて○をもらっていても再提出には疑問ですが仕⽅ありませんね。
⾚字で直されたとおりに⼀度提出してみます。
実は２週間が過ぎていますが、怖くて出せず温めているところでした。
ところでゆかこさんは再提出されましたか︖

... 2007/12/11(Tue) 22:31  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓ゆかこ  Rank:6回

りんりんさん、お返事が遅くなって申し訳ありません。
再提出のレポートは⽕曜⽇にようやく出しました。
たけさんのＨＰや先⽣のコメントを参考にして書きました
が、また再提出だったら・・・と不安です。
ちなみに、先⽣のコメントは評価欄いっぱいに、こまかく
朱書きされていました。その通りの順番に書いたつもり
ですが、「誰でも同じように再現できることは⾳楽では
ありません。どんなことですか︖」というコメントの意味
が分かりませんでした。
まずは結果を待つのみです。

... 2007/12/14(Fri) 15:42  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

「誰でも同じように再現できる」は先⽣が朱書きした⾔葉です。この教科の担当の先⽣って何⼈もいるのかな。私は⼀⼈しか知りませんが。

だれかに指摘されたんでしょうかね。⼀年前と今とで⾔っていることが違うなんて。

... 2007/12/14(Fri) 21:56  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓どん  Rank:1回

私も再提出で本⽇付で返って来ました。

①イ、五線譜は、⾳の︖と︖をよく表す楽譜である事。かなり客観性が⾼く、
 ロ、規則をしれば（楽譜それぞれの記述体系を理解すれば）誰でも同じようにできる事。それはどんな事ですか︖

②イ、五線譜は⾳の︖や︖についてどう扱っていますか︖
 ロ、⻄洋⾳楽とは異なる性格の⽇本の⾳楽、例えば、⺠謡の節回しを何と⾔いますか︖
⽇本古来の微妙なリズムをなんと⾔いますか︖これらを五線譜にうまく表せますか︖

と朱書きになっていますが、これと問題の意味がつながりません。
上記の︖をうめて再提出でよいのでしょうか︖

... 2007/12/18(Tue) 00:48  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓うめ  Rank:6回

冬のスクーリングお疲れ様でした。

で、帰ってきてポストを覗くとありましたよ、⾳楽科教育

⾒るも無残な⾚ペンの⼊れ様で、でっかい斜線をガーガー引かれていました。
なんか全否定されたようで・・・・汗
頑張って提出したレポートなのにこんなにも悲しい思いをするとは思いませんでした。

１、２単位とも再提出なんですが、どんさんと同じ内容のことをパソコン打ちした紙が講評の場所へぺろ〜んと貼ってあるだけでした。

スクーリングは中⾥先⽣だったのでその場で講義を受けた内容については書いたつもりなんですけど、渕先⽣はまったく違いない様を講義されたんでしょう
か。

とにもかくにも再提出期限も迫っています。
そこで質問なんですが、五線譜、もうないのですが、⾃分のノートなどをきってはってもいいのでしょうか。
それとも⼤学に課題報告集を買い求めてからなんでしょうか。。。。

なんだか・・・・・やる気が置きません。

免許申請に教科的にはいらない教科なんですが、せっかくスクーリングも受けたのでなんとか頑張りたいとは思っています。

どなたかお知恵、お貸しください(*- -)(*_ _)ペコリ

... 2007/12/27(Thu) 22:09  

◇Re: ⾳楽教育Ⅰの再提出について 投稿者︓ゆかこ  Rank:7回

昨⽇、１２⽉に再提出した⾳楽科教育Ⅰのレポートが
返ってきました。結果はおかげ様で、合格でした。
たけさん、りんりんさん、ありがとうございました。

この科⽬では皆様本当にお困りのようですので、参考
までに私のレポートを下に記させていただきます。

①五線譜が楽譜として優れている点
 五線譜は⾳の⻑さと⾼さをよく表す楽譜である。⾮常
 に客観性が⾼く、楽譜それぞれの記述体系を理解すれ
 ば、誰もが同じように実際の⾳を想起したり、かなり
 正確に⾳を再現することができる。

②五線譜では表すことのできないもの（五線譜の限界）
 五線譜は⾳の強さや⾳⾊を、付加的で曖昧な情報とし



 五線譜は⾳の強さや⾳⾊を、付加的で曖昧な情報とし
 て扱う考え⽅をとっている。そのため、⻄洋⾳楽とは
 異なる性格の⽇本の⾳楽、例えば⺠謡の“こぶし”や
 “間”と呼ばれる⽇本古来の微妙なリズムを五線譜に表
 すには、うまくいかない場合がある。

私のレポート、といってもほとんど先⽣の朱書きを⽳埋め
しただけです。しかも②はオリジナルの⽂章を⾚ペンで削
除され、下に先⽣の⽂章が書かれていましたので、この通
りに出せばおそらく合格するかと思います。
いらないことが書いてあるとダメ、先⽣の求めている⾔葉
が⽋けていてもダメ、のようですので気をつけてください。

皆様が早くこの問題から開放されることをお祈りしており
ます。

... 2008/02/22(Fri) 15:58  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:1回

こんにちは、いつもここを参考にさせてもらっている者ですが、悩んでいたので投稿させていただきました。  私も⾳楽教育1で不合格でした。 あまりにも
わけがわからずに頼る⼈もなく 今⽇、ピアノ教室に申込をしてきました。  皆さんはどのようにして合格まで 持っていったのでしょうか︖ 良ければ教
えてくださいよろしくお願いします。

... 2008/10/04(Sat) 17:17  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓りんりん  Rank:1回

掲⽰板にはお世話になってます。
与謝野てつおさんは、ピアノ教室に申し込みをされたとのことで頭が下がります。
⼀番良い選択ではないかとは思います。でもお⾦と根気がいりますね。でも損は絶対にないと思いますので頑張ってくださいね。
私はレポート１単位⽬の問１のみ再提出でしたが、あとは問題なしでした、というのも⾳楽専攻ですので当たり前な話です。理論的なことは「⾳楽の友社ー理
論と実習」
というものを楽器店などで購⼊して勉強すると良いと思います。
PS:スクーリングでとる⼈も多いですよ︕︕スクーリングにも参加を考えてはいかがですか。

... 2008/10/05(Sun) 17:10  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:4回

今晩は りんりんサン その「⾳楽の友社ー理論と実習」を早速探してみます。 
スクーリングも考えてみます。 ありがとうございました。

... 2008/10/05(Sun) 19:37  

◇Re: ⾳楽教育１の再提出について 投稿者︓AM  Rank:1回

はじめまして。こんにちは。
私も皆さんと同じで、⾳楽教育１の再提出に苦しむ者の⼀⼈です。
今年、教免取得⾒込で、教採初受験でしたが、２次で⾒事落ちてしまいました。また、来年がんばりますが。仕事をしている⼩学校で、その意気込みを買わ
れ、校⻑先⽣に来年は臨時をした⽅がいいと強く⾔われ、どうしても３⽉までに教免を取らねばならなくなってしまいました。そんな時、またしてもこの科⽬
が不合格で…。
どうしたものかと途⽅にくれていたらこのサイトを⾒付けました。苦労する科⽬であることはスクーリング仲間からもさんざん聞いていましたが、まさか⾃分
も…という感じです。皆さんのお話を参考にもう⼀度チャレンジしてみたいと思います!!特に、ゆかこさんの１単位⽬の①を参考にさせていただきます。ありが
とうございました。無事合格できたら、また報告したいと思います(^^)

... 2008/11/25(Tue) 23:20  

  ☆初等科国語科教育法レポートについ... 投稿者︓くい  Rank:1回

初等国語科教育法の１単位⽬の課題「⾃分の町紹介」の課題ですが、「町」とはどこまでをさすものなのでしょうか︖私が住む地域は特に特⾊もないのですが、そのま
わりの⼟地は有名な建物や史跡もあり書くことがたくさんあるのですが・・・。
よければ、ご存じの⽅がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。

... 2010/01/04(Mon) 17:31  

◇Re: 初等科国語科教育法レポートに... 投稿者︓hassy  Rank:16回

くい様
レポート作成お疲れ様です。参考になるかどうかわかりませんが、⼀応レポートは通ったので・・・。
「町」についてですが、私は⾃分の住んでいる「市」について書きました。⾃分が住んでいるところであれば、「町」でも「市」でも「地域」でもかまわない
と思います。頑張ってくださいね︕

... 2010/01/05(Tue) 12:35  

◇Re: 初等科国語科教育法レポートに... 投稿者︓くい  Rank:2回

hassyさん
教えていただきありがとうございます︕レポート合格おめでとうございます。私もがんばらねば・・・。「市」までで⼤丈夫なんですね︕よ、よかった。本当
になにもない町なのでどうしたらいいか悩んでいたもので。お返事ありがとうございます。助かりました︕はい。がんばります︕︕

... 2010/01/05(Tue) 20:52  

  ☆教育実習の交渉 投稿者︓あ  Rank:2回

実習の交渉で学校側にお会いする時、市販の履歴書をもっていきましたか︖
参考にさせて下さい。

... 2009/12/18(Fri) 14:40  

◇Re: 教育実習の交渉 投稿者︓湘南⼈  Rank:1回

私の場合、実習受け⼊れのお願いについてお電話したときは、特に持ち物はいらないとのことでしたが、念のため市販の履歴書を購⼊し準備してもっていきま
した。校⻑先⽣と⾯接を⾏ったときにお渡しし、その履歴書をみながらお話をしたので準備してよかったと思いました。いらないようなら持ち帰ればよい準備
はしておいたほうがよいと思います。

... 2009/12/20(Sun) 14:20  

◇無題 投稿者︓あ  Rank:3回

ありがとうございます。⾃分も書いて実習依頼⾏きました。

... 2009/12/22(Tue) 19:44  

  ☆保育学 投稿者︓りゅう  Rank:1回

保育学のレポートの⼿助けになるようなアドバイスがあったら教えてください。



... 2008/06/02(Mon) 23:01  

◇Re: 保育学 投稿者︓かっちゃん  Rank:1回

幼稚園教諭の学習をしている⼈は、少ないのかもしれません。
どのようなアドバイスが必要なのかを書いていただければ、できる限りのアドバイスはしたいと思っています。ちなみに３単位⽬は再提出、４単位⽬は２回再
提出をしてようやくクリアしました。

... 2008/06/12(Thu) 23:20  

◇Re: 保育学 投稿者︓あーま  Rank:1回

保育学２単位⽬の内容・養成についての⼆元制・⼀元化がいまいちよくわかりません。また、４単位⽬では、⼀⼈に絞り込めず、今⽇的意義を論じられずにい
ます。
 アドバイスのほうをお願いいたします。

... 2009/12/17(Thu) 00:09  

  ☆道徳教育の研究 2009年の巣鴨会場... 投稿者︓北の零年  Rank:2回

こんにちは。北の零年と申します。

お分かりいただける⽅いらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、
道徳教育の研究の2009年の巣鴨会場過去問についてどの⽉での構いませんので、
お持ちの⽅いらっしゃいましたら教えていただければと思います。

お⼿数ですが、何卒よろしくお願いいたします。

... 2009/12/15(Tue) 01:01  

  ☆⾳楽科教育Ⅰ 投稿者︓tigger  Rank:2回

五線譜で答えない問１のみ再提出になったんですが、⾊課題⽤紙は、課題貼付欄に貼ってしまっていいのでしょうか。それとも規定通り回答欄に貼るのでしょうか。
教えてください、お願いします。

... 2009/12/12(Sat) 23:12  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓にゃん太  Rank:1回

はじめまして、にゃん太と申します。
現在⼩学校２種を取得中です。
早速なのですが、初等国語科教育法の１単位⽬の課題「⾃分の町紹介」の課題がうまく書けません。できましたら評価のポイント、書き⽅などをお教えください。
よろしくお願いします。

... 2007/12/17(Mon) 02:24  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓にゃん太  Rank:2回

くらげさんへ
くらげさんのおかげで無事書くことができました。⼤変感謝しております。
これからも⼤変だと思いますが、お互いがんばりましょう。
ありがとうございました。

... 2008/01/11(Fri) 13:15  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓matsu  Rank:3回

こんにちは。私も初等国語科教育、苦戦しています。私にも参考資料、⾒せていただけませんか。よろしくお願いします。

... 2008/01/20(Sun) 09:36  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓yo-yo-  Rank:1回

こんにちは。⾃分も初等国語科教育の１単位⽬の課題「⾃分の町紹介」がうまく書けずに苦戦しています。よろしければ参考資料、⾒せていただけませんか。
よろしくお願いします

... 2008/01/26(Sat) 15:58  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓わはは  Rank:1回

こんにちは。私も、⼩学校2種免許を取るために、通信教育を受けているものです。しかし、初等国語科教育の１単位⽬の課題「⾃分の町紹介」がなかなか上⼿
くかけずに、苦戦しています。もし、よろしければ、私にも、参考となる資料を⾒せてもらえませんか。よろしくお願いします。

... 2008/01/31(Thu) 12:01  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓なみへい  Rank:3回

はじめまして。私もこの科⽬だけが何度も不合格になり、どうしてもレポートが通りません。可能であれば、参考資料を⾒せていただけませんか︖よろしくお
願いいたします。

... 2008/04/24(Thu) 13:36  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓みち〜  Rank:1回

はじめまして、⾃分の街紹介が再提出になって返ってきました。。。ただ単に紹介だけではなく⼯夫とうが必要なのでしょうが、苦戦しています。
参考資料等あればお願いいたします。

... 2009/11/02(Mon) 10:28  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓hassy  Rank:10回

みなさまこんにちは
 以前⾃分もこのレポートの書き⽅には苦労しましたが、ここの掲⽰板でヒントなど教えていただき、何とか合格することができました。教えていただいた
⽅、その節はお世話になりました。無事に合格することができました。なので、「初等国語科教育法」をここの掲⽰板で検索したら、そのときの情報が⾒られ
ると思います。参考にしてみてください。ちなみに⾃分は、住んでいる市のＨＰからほとんどの情報をＧＥＴして作りました。こんな感じです・・・
２ａ・・・地理的な説明、特⾊、⾃然、産業など（４⾏ほど）
２ｂ・・・「２ａ」について詳しく書きました
２ｃ・・・１⾏題名を書きました
２ｄ・・・①〜⑤まで書く内容を順番に書きました
２ｅ・・・「２ｄの①〜⑤の順に書く」と書きました
３・・・・実際に⽂章を書きました（２ページと５⾏）
４ａ・・・良かった点及び理由を書きました（５⾏）
４ｂ・・・悪かった点及び理由を書きました（３⾏）
５・・・・教科書の内容を箇条書きでまとめました（１ページほど）
以上、苦労したので、みなさんも同じことだと思います。少しでも参考になればどうぞ・・・。

... 2009/11/04(Wed) 12:06  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓⽟砕  Rank:1回

はじめまして、⽟砕と申します。



はじめまして、⽟砕と申します。
現在⼩学校に⾮常勤として勤務するかたわら２種を取得中です。

初等国語科教育法の２単位⽬の課題「ニコラス、どこに⾏ってたの︖」の課題が進みません。
３ ①学習材観
  ③指導の視点
  ④１）、２）
  ⑤
など、どのように書かれていますか︖︖︖

また、参考にしたページなどありましたら教えていただきたく思います。

探しているんですがなかなか⾒つからないので、ご相談させていただきました。

よろしくお願いします。

... 2009/12/05(Sat) 17:48  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓にーー  Rank:1回

２単位⽬がまったく書けません。。。⼆度も不可で⾏き詰まってます(*_*)

アドバイスお願いします(*_*)

... 2009/12/05(Sat) 23:22  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓ゆう  Rank:4回

俺も2単位⽬で苦戦中です
どなたかお助けください。。。

... 2009/12/07(Mon) 17:03  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓hassy  Rank:15回

⽟砕さま、にーーさま、ゆうさま
 ⾃分もよくわからなかったのですが、⼀応「合」でもどってきましたので、参考になればと思いまして・・。
 ⾃分は「新しい⼩学国語の創造」の教科書だったのですが、まずは教科書から「２ 要点（さらに補充すべき点）」を箇条書きで７点ほど書きました。例え
ば「作品の主題となるものが、作品のどこに書かれていると考えるのではないと思う。」や「同じ作品を読んでも⼤⼈と⼦どもたちとでは、⼤きくズレた読み
⽅をすることがある。」などです。
 次に「３ 国語科学習指導案」教材レオ・レニ作「ニコラス、どこに⾏ってたの︖」を書きました。①学習材観②児童の実態③指導の観点④指導の実際⑤ま
とめです。
 最後に「４ 所感を簡潔に書く」で「今回のレポート作成をとおして、改めて学習指導案や児童の発達の段階や実態を踏まえた指導計画の必要性を感じまし
た。〜   」などといったことを書きました。
 参考になるかどうかわかりませんが、頑張ってください。もしもっと詳しく・・・という⽅がいらっしゃいましたら、具体的に知りたい部分を教えていただ
ければと思います。⾃分の記憶では、ネットから「ニコラス、どこに⾏ってたの︖」の指導案などを探して書いたような・・・。そちらも参考になるかと思い
ます。お互い単位修得に向けて頑張りましょう︕︕︕

... 2009/12/08(Tue) 06:59  

  ☆⽣徒指導2単位⽬ 投稿者︓さくらん  Rank:1回

はじめまして。さくらんです。
今⽇は⽣徒指導のレポートについて聞きたくて投稿させていただきました。
2単位⽬の「①⾮社会的⾏動、②反社会的⾏動のどちらかを選択して児童の問題に対する指導の在り⽅をのべなさい。」というものですが、今、2回⽬の不合格が戻って
きました。講評には「対象の⼦供の⾏動についての理解、それを踏まえた指導の在り⽅、さらには教師の⼼構えや、家庭との関わりを通した協働のこどなど様々な点に
⽬をむけたレポートを」ということなのですが、私のレポートは①の⾮社会的⾏動を選択し、書いた内容をたけさんのところと⽐較した所、だいたい似たようなことが
書かれていました。何が⾜りないのか今いちわかりません。よければ皆さんのアドバイスお願いします。

... 2008/05/16(Fri) 18:46  

◇Re: ⽣徒指導2単位⽬ 投稿者︓のんのん  Rank:2回

私も⾮社会的⾏動について書きました。
私のレポートは講評そのままって感じのレポートです。
教科書以外にも、福島教育センターのHPも参考にし
⾃分の意⾒もかなり⼊れました。

... 2008/05/21(Wed) 09:50  

◇Re: ⽣徒指導2単位⽬ 投稿者︓さくらん  Rank:2回

のんのんさん
ありがとうございました。
とりあえず書いて提出しました。
福島教育センターのＨＰ⾒せてもらいましたが、どこをみればいいのかちょっと分からなくて、参考にできなくて残念でした。だけど、とてもコンテンツが充
実していているようで今後いろいろ参考にできそうです。ありがとうございました。

... 2008/05/30(Fri) 21:43  

◇Re: ⽣徒指導2単位⽬ 投稿者︓ぼん  Rank:1回

今年初めて、⼊学したのですが。私も、ついこの間、初めてのレポート不合格が届きました。講評の内容から、何から何まで、さくらんさんと全く同じ
で・・・・。
のんのんさんのおっしゃる、福島教育センターのＨＰを⾒たのですが・・・︖︖
どこをみればいいのでしょう︖
よかったら、教えていただけませんか。また、そのほかにも参考になるものがあったら、どなたか教えて頂けませんか︖よろしくお願いします。

... 2009/10/04(Sun) 22:04  

◇Re: ⽣徒指導2単位⽬ 投稿者︓momo  Rank:2回

こんばんわ。
⾮社会的⾏動について書いているのですが、
⾮社会的⾏動イコール不登校という事ですよね︖︕
その不登校のカテゴリーの中に、引きこもりがあるという考え⽅で合っているでしょうか︖

... 2009/12/05(Sat) 19:58  

  ☆初等体育科教育法の試験について 投稿者︓まなか  Rank:1回

 はじめまして。
 過去スレッドにも幾つか載っておりましたが、初等体育科教育法の試験結果に納得がいかないので初書き込みをさせて頂きました。
 今回試験結果が「不可」で、⼤変落胆しております。「どれだけ⾃信があるんだ」と思われてしまいそうですが、学習指導要領も⾃分なりにまとめ、試験も２問とも
最後まで解答できた︕という⼿応えを感じておりましたので、何故不合格だったのか、どれだけ⾼いレベルでないと合格できないのかと本当に肩を落としております。

合格するのに難しい科⽬ならばスクーリングに通いたい所ですが、現在妊娠中、育児中の⾝で到底叶いません。



合格するのに難しい科⽬ならばスクーリングに通いたい所ですが、現在妊娠中、育児中の⾝で到底叶いません。
 ・・・悔し紛れの⽂章で申し訳ありません。
 質問票で聞いてみようかとも思っております。
 合格なさった⽅、「書き⽅」「コツ」等、どうかアドバイスを宜しくお願い致します。

... 2009/05/31(Sun) 01:26  

◇ 初等体育科教育法の試験について 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:16回

僕も２⽉に初等体育科教育法の試験に落ちました。それも⾃分ではかなり完璧にやれた︕という⾃信がかなりあったのに…過去問をひたすら解いて，その予想
した問題がドンピシャで出たので ⼿ごたえ⼗分だったのですが。今思えば きれいに完璧にまとめすぎたのかも と思うことにしています。全然アドバイス
になってなくてすみません。納得はしていませんが，合格するためには また受けなおすのみです︕６⽉試験にむけて僕は頑張ります＾＾まなかさんも⾝体に
気をつけて勉強を進めてください。あと もしよかったら５⽉に受けた問題を教えてもらえるとうれしいです。

... 2009/06/08(Mon) 13:48  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓まなか  Rank:2回

>ソフトモヒカンさんへ

 温かな励ましのレスを有り難うございます︕「受かるまでやるしかない!!」と思い直すことが出来ました︕今⽇は別教科の試験・・・頑張ります。
 ５⽉に受けた試験は
 1．体育科改訂の趣旨における「保健について」論述しなさい。
 2．体つくり運動の学習指導について論述をしなさい。
というものでした。
 返信が遅くなってしまい申し訳ありません︔ソフトモヒカンさんも試験頑張って下さい︕

... 2009/06/13(Sat) 02:29  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:19回

ありがとうございます︕あともうひとふんばり…がんばります︕

... 2009/06/13(Sat) 14:20  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓リサ  Rank:2回

 まなかさん、ソフトモヒカンさん、こんにちは。

 私も初等体育で苦戦しています。
 
 当たり前のことで、⼤変恐縮ですが、

 「設問の内容に的確に答えられているか、採点者の求めるキーワードが⼊っているか」
 
 が評価のポイントになっているようです。

 まだ合格してないので、アドバイスできるような⽴場にないんですが(^^;)
 明⽇の試験で、記述をするとき、冷静な⽬で答案を振り返る参考になれば・・
 と思いました。

 頑張ってください︕応援しています(^o^)

... 2009/06/13(Sat) 17:51  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓そらまめ  Rank:1回

はじめまして。
先⽇8⽉の試験結果が返ってきて不可でした・・・。
「⼼と体を⼀体としてとらえ」「適切な運動の経験」とはという⽂章について論述しなさい。 については学習指導要領を⾃分なりにまとめておいたものを記
⼊しました。
第⼆問⽬は「器械運動における学習指導について論述しなさい」とあり、こちらが原因で不可だったのかなと⾃分なりに思っているのですが、今回で4回連続不
可なので、どなたか合格された⽅いたらアドバイスをください。よろしくおねがいします。

... 2009/08/26(Wed) 19:59  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓いちご  Rank:1回

私もこの試験に苦戦しています。。
過去の実施された問題を並べて、傾向をさぐってみたもののつかめず・・。今年の８⽉に試験を受けた⽅がいらっしゃいましたら、問題を教えていただけると
うれしいです。
仙台で受けた問題ですと、なおうれしいです。

... 2009/08/29(Sat) 22:55  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓ぽん  Rank:1回

私も初等体育科に５回落ちています。2種免許申請のためには、あと初等体育だけなので、絶対今年度中に合格しないといけないのですが…残りの試験で合格で
きるかすごく不安になっています。

＊「⼼と体を⼀体としてとらえ」「適切な運動の経験」とは、という⽂章について論述しなさい。（2009.8⽉）
＊器械運動における学習指導について論述しなさい。（2009.5⽉・8⽉）
8⽉は本校で受けました。5⽉はさいたまです。

... 2009/09/07(Mon) 13:37  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:4回

私も初等体育科がなかなか合格しません。
試験を受けられる回数も少なくなってきて、不安です。

指導要領をひたすら暗記するしかないのでしょうか。
合格された⽅、ぜひアドバイスお願いします。

... 2009/09/14(Mon) 22:52  

◇気になりました。 投稿者︓nana*  Rank:18回

みなさーん︕
試験の答案って、少なからず学習指導要領と照らし合わせて書きますよね︖
そのとき、今のヤツ使ってます︖
それとも新しいもの︖︖

私、１０⽉の受験で８回⽬になるんですけど、古い⽅（といっても現⾏の…）使ってるからなのかなーって勝⼿に思って新しい⽅買ってみたんですけど…
内容変わってるんですよね…

試験来週なのに準備遅すぎってハナシですが＾＾︔
2009年に⼊ってから合格された⽅︕︕
情報よろしくお願いします︕︕︕

... 2009/09/26(Sat) 21:57  

◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓まな  Rank:1回



◇Re: 初等体育科教育法の試験につい... 投稿者︓まな  Rank:1回

 久しぶりに覗いてみたら、皆様の書き込みが増えていました。
皆さん頑張っているんだと励まされました︕今回また受けてきます。
私は今の学習指導要領を使っています。改訂の趣旨等を聞かれるかと思ったので。

もし合格できたらまた書き込みます︕

... 2009/12/05(Sat) 08:06  

  ☆初等教育原理について 投稿者︓ラウール  Rank:1回

３単位⽬の教職の専⾨性という課題なのですが、解説に教職が我が国ではどのような歴史的変遷を経て現在に⾄っているかを明らかにするという箇所があるんですが、
教員養成の歴史を書けばいいんですかね︖合格された⽅がいましたらお⼿数ですがアドバイスをお願いします

... 2009/12/04(Fri) 22:56  

  ☆無題 投稿者︓ＴＥＡ  Rank:1回

はじめまして︕科⽬終了試験はどのように勉強していますか︖レポートは何とか作成できますが、試験対策として過去問を調べ、１教科５問くらい解答を作って覚えて
いますが、量が多く覚えるのが⼤変で、弱⾳が出てきました。掲⽰板を拝⾒していると⾃信があるくらい書いても駄⽬なときがあるみたいで。よろしかったら勉強法を
教えてください。

... 2009/12/04(Fri) 21:05  

  ☆初等算数科教育 投稿者︓シング  Rank:1回

レポートの２単位⽬の（２）にテープ図を⽤いて指導案を⽰せとあるのですが、この場合学習指導案を書けばいいのでしょうか︖通信教育を始めたばかりでいまいち理
解できず困っています どなたか分かる⽅が居ましたらご回答をお願いします

... 2009/12/04(Fri) 18:29  

◇Re: 初等算数科教育 投稿者︓与謝野てつお  Rank:49回

シング さん こんばんわ 去年の課題では、

「次の⽂章の特徴について述べ、次にテープ図(線⽂図)を⽤いて解く指導⽅法を⽰せ。また、この問題解決の算数の教育的価値について説明せよ。」 とありま
す。去年私は指導⽅法で提出しましたが。 今年から変わってしまったのでしょうか︖ これが何かの情報になると思いアップしました。  

今年の課題に取り掛かっている⽅の意⾒があればいいですね。

... 2009/12/04(Fri) 18:45  

◇与謝野てつおさん 投稿者︓シング  Rank:2回

ご回答ありがとうございます
どうやら去年と今年では課題が少し違うみたいですね
ですが貴重なご意⾒を頂きまして本当にありがとうございました 参考にさせていただきます

... 2009/12/04(Fri) 19:35  

  ☆初等理科教育法２単位⽬（１） 投稿者︓naosankumasan  Rank:1回

 はじめまして。北海道利尻島に住み、教員をしています。現在、⼩学校免許を取るため学習をすすめている最中といいますか、あと、『初等理科教育法の２単位⽬
（２００９年）』のレポートを書けば、レポート全提出という段階です。

 そこで、皆様⽅に質問です。今年に⼊って初等理科教育法の２単位⽬のレポートを提出された⽅、あるいは、理科と環境教育の関わりについて私ならこう書くという
⽅、いらっしゃいましたら、お教えください。⾳楽専科で、⾳楽ばかりを勉強してきた⼈間としては、教科書を読んでもなかなか理解できないものですから、何卒、お
助けください。
 メールで送ってくださっても構いません。よろしくお願いいたします。

... 2009/12/04(Fri) 07:58  

  ☆30まぁぁんっこっっ︕︕︕ｗ 投稿者︓名無し  Rank:4回

http://prof.world-wife.com/v3rf0ye/
いったい何時間もて遊ばれたんだろう(///∇//)
お互いマッパになって⾊んなところ舐め合いっこして
ティンティンふやけるかと思ったよ(*/∇＼*)
最後はヌメヌメのあそこに⽣で挿⼊させてくれて、潮吹きフィニッシュ♪
遊ばれるって案外悪くないなｗｗｗ

... 2009/12/03(Thu) 10:36  

  ☆初等家庭科教育法について 投稿者︓あ〜い  Rank:1回

はじめまして︕︕
「初等家庭科教育法」の科⽬修了試験のテスト勉強をしていて、下の過去問をもとに問題を解いてみたのですが、どのように解いていいのかいまいちわかりません。
どのように解いたらいいのか、アドバイスを下さい。
すみませんがよろしくお願いします。

・調理実習で「⽣活の技能」を評価するときの留意点

... 2009/12/02(Wed) 19:20  

  ☆スクーリングの宿泊施設について 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:11回

スクーリングに初めて参加する予定です。

宿泊施設でビジネスホテルを利⽤した⽅にお聞きします。

⼤学近くで良かったと思うホテル、

逆にここはやめた⽅が良かったというホテル

http://prof.world-wife.com/v3rf0ye/


逆にここはやめた⽅が良かったというホテル
があれば教えてください。

また、予算も教えていただければありがたいです。

よろしくお願いします。

... 2009/11/20(Fri) 23:10  

◇Re: スクーリングの宿泊施設につい... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

http://meisei.n-hokkaido.com/061227.html

当サイトのこのページをご覧いただければ幸いです。スクーリング、頑張ってください︕

... 2009/11/22(Sun) 00:40  

◇Re: スクーリングの宿泊施設につい... 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:12回

>たけさん

ありがとうございます。
知らずに質問してしまいすみません。

検討してみます。

... 2009/11/22(Sun) 00:55  

◇Re: スクーリングの宿泊施設につい... 投稿者︓郭嘉  Rank:2回

ここ何回かは⽴川のスーパーホテルを利⽤してます。
料⾦は今年になって学割が休⽇のみになったので若⼲⾼めですが、朝ごはん無料に部屋もネットし放題、ドライヤーや加湿器まで付いているので⽂句ないで
す。
⽴川駅徒歩7分と割と近く、ご飯も困らないのでお勧めです。
⼥性専⽤のフロアもあるので⼥性も安⼼なのではないでしょうか。
ただ、結構⼈気でスクーリングの時期は早めに埋まってしまうので、予約はお早めにしてください︕︕

... 2009/11/23(Mon) 23:04  

◇Re: スクーリングの宿泊施設につい... 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:13回

>郭嘉さん

ありがとうございます。
今早速検索してみたら、もう満室でした。
⼈気のようですね。

... 2009/12/01(Tue) 23:50  

  ☆初等理科教育法科⽬終了試験につい... 投稿者︓hassy  Rank:13回

探し物をしています・・・。過去の掲⽰板でみなさんが⾔っているとおり、この教科の過去問はたくさんありすぎて、どこにヤマを張っていいのかわかりませ
ん・・・。
初等理科教育法科⽬終了試験なのですが、どなたか2008,2007,2006の12⽉札幌会場の過去問をご存知の⽅いらっしゃいませんか（これが探し物です）。もしいらっ
しゃいましたら教えていただきたいのと、他会場でもよいので、12⽉の過去問をご存知の⽅いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m

... 2009/11/18(Wed) 18:02  

◇Re: 初等理科教育法科⽬終了試験に... 投稿者︓hassy  Rank:14回

再度申し訳ありません・・・
どなたか12⽉の過去問をどこの会場でも、何年のものでも構わないので教えていただけないでしょうか・・・初等理科教育法の・・・

... 2009/11/29(Sun) 18:23  

  ☆情報学概論 投稿者︓ほその  Rank:1回

皆様にお伺いします。

現在、⼩学校免許を取得するために明星⼤学で勉強しています。
なぜか、基礎科⽬の情報機器の操作が出⾝⼤学のものと当てはまらず
免除されませんでした。
そのため今、情報学概論の教科書を読んでいますが、
正直全く理解することができません。

この科⽬を、教員免許取得のためになぜしなければいけないのかも疑問ですが、
著者の読者への配慮がないのか、⼊⾨書としては適切ではないのかわかりませんが、
全く理解することができません。
なぜ、この科⽬を、このわかりづらい教科書で勉強しなければならないのでしょうか︖

どなたか情報学概論のレポート等終了された⽅がいましたら、
どのように勉強されたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

... 2009/11/26(Thu) 01:59  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓与謝野てつお  Rank:48回

ほそのサンこんにちは、 去年の課題でしたら。アドバイスできるかもです。

分かりににくいかもしれませんが。 読んでみてください。お役に⽴てるでしょうか︖

①ー１

A.トフラーの『第三の波』の衝撃 
コンピュータの脆弱性
情報伝達⼿段の向上に重要な役割を果たした内容

①―２は  年代を書いてその年に何があったのかを記すだけです。（⼤体インターネットが使えるようになるまでを記せばいいと思いますが。。）

④―２ については、私も悩んだのですが。 「IS'97 」 がテキストの中でも取り上げられていたために、そして、インターネット上にも何となくわかる程度

http://meisei.n-hokkaido.com/061227.html


④―２ については、私も悩んだのですが。 「IS'97 」 がテキストの中でも取り上げられていたために、そして、インターネット上にも何となくわかる程度
であったために これを中⼼に取り上げました。 （何となくでもいいと思います。）

 結果から⾔うと、私はあまりテキストは使いませんでした。 インターネット上にあると思います。  そして、わからない⽤語はすべて調べたほうがわか
りやすいと思います。  また、私の合格したレポートを読み返してみたのですが。 中⾝が少し間違っていたのですが。 合格をもらいました。 たぶん、
採点者もそんなに厳格には採点していないと思います。   かなり難しい部類に⼊ると思います。 頑張ってください。

... 2009/11/26(Thu) 11:15  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓ほその  Rank:2回

与謝野てつお＞書き込みありがとうございます。この教科、教科書は意味がわからないし、
課題の解説のわかりづらく、900⽂字で収まる量なの︖︖ってくらい要求も多いし。
まったくのお⼿上げ状態でした。レポートを書いていても、果たしてこれ、
的をえてるのかさっぱりでして。。今は、4－1情報システム学の研究の考え⽅および
⽅法論をまとめなさい。をやっていますが、情報システムの枠組みの⽐較って
なにがなの︖って感じです。

僕もネットなどで、調べてみます。ありがとうございます。

... 2009/11/27(Fri) 10:13  

  ☆質問 投稿者︓ななし  Rank:1回

・ＳＲはスクーリング中に試験を受けるみたいですが、ＲＴと⽐べて難易度的にどうですか︖難しいですか、簡単ですか︖

・ＳＲの受講費⽤は、どの時期でも、どの科⽬も１００００円程度ですか︖

... 2009/11/19(Thu) 08:29  

  ☆スクーリング申し込みについて 投稿者︓syun  Rank:1回

初歩的な質問ですみません。
レポート提出し、合格した後でその科⽬のスクーリングに申し込むことはできるのでしょうか︖︖

... 2009/11/09(Mon) 19:47  

◇Re: スクーリング申し込みについて 投稿者︓momo  Rank:1回

単位としては、意味がないと思いますが出来ると思いますよ。
個⼈的に受けたい授業があれば、良いと思います。

... 2009/11/16(Mon) 00:46  

◇Re: スクーリング申し込みについて 投稿者︓hassy  Rank:12回

syun 様
 可能だと思います。「Ｓ科⽬」と「ＳＲ科⽬」があり、「ＳＲ科⽬」の場合は、スクーリング（Ｓ）＋レポート（Ｒ）が必要です。Ｒが合格しているのであ
れば、あとＳを受ければ単位修得ですよね。もし「Ｓ科⽬」であれば、momoさんのおっしゃるとおり、意味がないと思います。⾃分が履修している科⽬が
「ＳＲ科⽬（＝ＲＴ科⽬）」なのか「Ｓ科⽬」なのか、確認してみるとよいと思います。
 もし諸先輩の⽅々で、「違うよっ」という⽅がいましたらいろいろと教えていただきたいと思います。

... 2009/11/17(Tue) 12:38  

◇Re: スクーリング申し込みについて 投稿者︓syun  Rank:2回

momoさんhassyさん ありがとうございます☆

... 2009/11/18(Wed) 01:09  

  ☆無題 投稿者︓残念ボーイ  Rank:3回

お聞きしたいことがあるのです。スクーリングに⾏ったところ、学校で働いている⽅がたくさんいたようですが、教員免許を持っていないのに学校で働くことができる
のですか︖

... 2009/11/14(Sat) 01:36  

◇Re: 無題 投稿者︓与謝野てつお  Rank:47回

残念ボーイさん こんにちは 
私も夏のスクーリングに⾏きました。 どんなことをしていた⼈の仕事ですか︖
（スエヒロ や 警備員 ではないと思いますが。 通信教育の建物の中の⼈たちですか︖ 
（私は詳しいわけではないので 今度通信教育の建物にいた⼈に会った時、聞けるかな︖ と思ったもので でも、もし違う仕事をしていた⼈であれば、、聞
けません。）

... 2009/11/14(Sat) 09:22  

◇Re: 無題 投稿者︓残念ボーイ  Rank:4回

担当の先⽣が「講師をやっている⽅いますか︖」といったら、かなりの⽅が⼿を上げていて。講師は免許がなくてはやれませんよね︖

... 2009/11/14(Sat) 14:17  

◇Re: 無題 投稿者︓みわ  Rank:6回

スクーリングに来ている⽅の多くは、中・⾼の何らかの教科を持っていて、⼩学校の免許を取るために来ているのではないでしょうか︖その場合、⼩学校で働
く場合は臨時免許が発⾏されるような気が・・・・・・・もちろん、中・⾼では臨時で働けますし・・・。違っていたらごめんなさい。実際、中・⾼の⾳楽の
免許で、私の友達何⼈かは、⼩学校の講師をしています。

... 2009/11/14(Sat) 17:12  

◇Re: 無題 投稿者︓残念ボーイ  Rank:5回

なるほど︕そういうことなんですね。納得できました。ありがとうございます︕︕

... 2009/11/15(Sun) 06:14  

  ☆初等算数科教育法 1単位⽬レポー�... 投稿者︓ミルキ  Rank:1回

3単位⽬の設問３の

概数の指導で必要な位や、けた数を⽰すには、どの様に表現したらよいか。
具体例「２４７２６」を例に使って
百の位までの概数と上から２ケタまでの概数を述べよ。

という問題で、どの様に表現するか迷ってます。

百の位までの概数は、⼗の位を四捨五⼊、



百の位までの概数は、⼗の位を四捨五⼊、
上から２ケタまでの概数は、３ケタ⽬を四捨五⼊というのを
分かりやすく教えるようにかけば良いんでしょうか︖
どなたかアドバイスお願いします。

... 2009/10/29(Thu) 16:42  

◇Re: 初等算数科教育法 1単位⽬レ�... 投稿者︓hassy  Rank:11回

ミルキさんへ
 ⾃分もここは苦労しました。・・・が先⽇レポートが合で戻ってきましたので、参考になればと思いまして・・・。
 まずは、概数にする⽅法「切り上げ」「切り捨て」「四捨五⼊」の説明を７⾏ほどで説明しました（教科書より）。そして
「まずイは、百の位までの概数なので、⼗の位を切り上げ、切り捨て、四捨五⼊してみます。切り上げると・・・」
といったように説明していき、最後に答えを出しました。
 同様にロについても説明しました。いずれも最後に「中央値」から⼤きいか⼩さいかというところを書いてから答えを書きました。
 こんな説明でわかりますかね・・・。下⼿くそな説明で申し訳ありません。参考になればどうぞ・・・。

... 2009/11/04(Wed) 12:15  

  ☆道徳教育テスト。 投稿者︓ロボット先⽣  Rank:1回

はじめまして、書き込みさせていただきます。
現在、⼆種の教員免許取得のために勉強しています。
今⽉、道徳教育のテストを受けるために、過去問題を
解いていると、どうしても、「道徳の時間を担任教師がやる理由」
という問題が教科書に載っていないように思うのですが、どこかに
載っていますでしょうか︖
どのように書いてようか迷っています。テストも近くあせっています。
どなたか、知っていましたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

... 2009/11/04(Wed) 01:20  

  ☆初等国語科教育法 札幌過去問 投稿者︓ゆきむし  Rank:1回

はじめまして。

２児の⺟で今週末の試験に向けて勉強中のゆきむしと申します。
⼩学校⼆種免を取得中で、残すところあと１教科（初等国語科教育）の試験となりました。主に札幌、旭川の試験会場で受験していて⾃分なりに試験対策をして望んで
いるものの、この教科だけなかなか合格することができず苦戦しております。

そこで、⼤変あつかましいお願いではございますが４⽉、６⽉、１０⽉の札幌の過去問をお持ちの⽅がいましたらその出題内容を教えていただけないでしょうか。
毎回受験地がバラバラで傾向がつかみづらかったので、今回は万全の体制で試験に臨みたくこのようなお願いをさせていただいています。

どうかよろしくお願いします。

... 2009/11/02(Mon) 16:51  

◇Re: 初等国語科教育法 札幌過去問 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

みなさま、お疲れ様です。札幌もかなり冷え込みが厳しくなってきました。ゆきむしさんもお体に気をつけて頑張ってください。
当サイトの過去問集のコーナーは、スパム対策のため新規投稿を⼀時中断していましたが、再開させました。どうぞご利⽤ください。

http://meisei.n-hokkaido.com/shiken.html

... 2009/11/02(Mon) 18:07  

◇Re: 初等国語科教育法 札幌過去問 投稿者︓ゆきむし  Rank:2回

たけさんへ

ありがとうございます。過去問集参考にさせていただきます。
⾃分の受験した過去問もアップしておきます。

もし２００９年度札幌の１０⽉、６⽉、４⽉情報お持ちの⽅いらっしゃいましたら
どうかご協⼒よろしくお願いします。

... 2009/11/02(Mon) 21:04  

  ☆教育実習 健康診断について 投稿者︓マリン  Rank:1回

健康診断に含まれる「⾔語」と「運動機能障害」の部分は皆さんどのような検査を受けられましたか︖︖

... 2009/10/21(Wed) 20:13  

◇Re: 教育実習 健康診断について 投稿者︓ゴーヤ  Rank:2回

⾔語障害、運動機能障害ともに、お医者さんの問診にて、「⼿のしびれはないか︖」等の簡単な質問に答えただけでした…。
それで、ちゃんと証明書もいただけましたよ。

本当に、⽇常⽣活に⽀障を来たすような健康上の問題がないかどうかを⾒られただけみたいです。

医療機関によっても異なると思いますが。。。
ご参考までに★

... 2009/10/30(Fri) 18:15  

  ☆科⽬試験 投稿者︓エディ  Rank:1回

はじめまして、エディと申します。

今度、はじめて科⽬試験を受験することになります。
そこで、疑問があるので質問させていただきます。
3つのうちから2つの問題を選択する場合、1つの課題につき1000⽂字という
認識でよろしのでしょうか︖
もしくは、2つの課題の合計で1000⽂字なのでしょうか。
1つの課題につき1000⽂字なら、2000⽂字を45分で回答するのでしょうか︖
だとすると、とても時間が⾜りないような気がするのですが……。

http://meisei.n-hokkaido.com/shiken.html


くだらない質問で申し訳ありません。
どなたかご回答をお願いします。

... 2009/07/25(Sat) 13:02  

◇Re: 科⽬試験 投稿者︓郭嘉  Rank:1回

エディさんこんにちは。
まず第⼀に科⽬修了試験で選択問題をあまり⾒た記憶がありません。
僕は⼩学校免許取得なので、他の種類にあるのかもしれませんが・・・。

で、科⽬修了試験では⽂字数制限はありません。
Ａ３の⽤紙に横線がひかれているものが配布され、それにひたすら回答していくものなので、⽂字数を数えることすら⼤変だと思います。

多く書いたものが合格するというわけでもないですし、裏⾯までびっしりというのは45分ではかなりきついと思います。
僕は今、2年⽬で1種を取得中ですが、これまでの経験からいえば量より質だと思います。先⽣との相性やその⽉の問題に左右される⾯もかなりありますが、問
われていることに的確にこたえていくのが合格の⼀番の近道だと思います。
どうしても量が⼼配だというのなら、裏⾯の半分を越せば量的には⼗分だと思います。

... 2009/07/25(Sat) 15:12  

◇Re: 科⽬試験 投稿者︓エディ  Rank:2回

郭嘉さん、こんにちは。
エディと申します。

丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
よく理解できました。

私も⼩学校免許の1種の取得を⽬指しております。
といってもまだ試験未経験の⼀年⽣ですが…

今度受験するのは、初等教育原理Ⅰ・Ⅱになります。
がっちり勉強して、単位を取得したいと思います。

本当に助かりました。
どうもありがとうございます。

... 2009/07/25(Sat) 18:04  

◇Re: 科⽬試験 投稿者︓飼育  Rank:1回

はじめまして「飼育」と申します。
２２歳の男です。

今年の４⽉に⼩学校２種を取得するために明星の通信教育学部に⼊学しました。

私は今までレポートを先に⼤量に提出していたので、科⽬終了試験をうけたことがありません。

↑の⽅と質問が重なってしまいますが、論⽂の⽂字数についてです。
「量より質」と郭嘉さんは仰っていますが、もちろん科⽬ごとで違うとは思いますが、質が伴えば例えば５００⽂字程度でもよいのでしょうか︖

⾼校・⼤学⼊試と、試験科⽬を「論⽂」で受験してきた経験から⾔わせていただくと、どういうお題でくるかわからないのに、いきなり４５分で仮に１０００
⽂字書けといわれても、この準備期間ではかなり厳しいと思います・・・。
それが４８単位分ともなると相当ですよね・・・。

なので僕は「科⽬の学習要点事項」にある、対象科⽬の学習ポイントが箇条書きされている部分を、「俺が問題作成者ならこんな⾵に出題するな」という具合
で、それに対する答えを、ひとつの教科で５，６個程、各５００⽂字（４５分ならこれ位が今の⾃分には限界・・）でまとめた回答⽂をストックしていってい
ます。
あとは過去⾨を参考にしています（といっても数が少ないのでなんともしがたい・・・＞＜）

この様な要領で対策をしていけば受かりますでしょうか・・︖

... 2009/10/27(Tue) 07:54  

◇Re: 科⽬試験 投稿者︓与謝野てつお  Rank:46回

飼育さん。 変わったネームですね。

それだけでも、ぜんぜん⼤丈夫だと思います。私は、飼育さんほど、対策はしていかなくても何とかなっています。  私⾃⾝は、レポートの内容に準拠する
ような内容。そして、過去問からの傾向を予想していっています。

 何度か科⽬終了試験を受けたらすぐコツをつかめると思います。 試験がんばってください。 

... 2009/10/27(Tue) 21:23  

◇Re: 科⽬試験 投稿者︓飼育  Rank:2回

与謝野てつおさん

分かりました。
現在⾏っている要領で今後も進めていこうかと思います。

あと皆さんに質問したいことがあるのですが、教員採⽤試験の２次試験、例えば⾯接をうけた際に、教職免許を取得した過程の成績が、選考の参考にされると
いうことはあるのでしょうか︖
要するに、良い成績（Ａなど）を取っていた⽅が得ですか︖

というのも僕も時間があまり無い⾝なので、通信⼤学の成績が直接教員採⽤に影響しないのであれば、レポート・試験で⾼得点を狙うように取り組むのではな
く、いって⾒れば合格ギリギリあるいは合格ギリギリよりも少し上ぐらいの点数を常に狙って単位を取得していきたいんです。
つまり単位取得は、時間効率を優先したいということです。

それと科⽬終了試験についてなのですが、４５分の試験時間よりも前に書き終わった場合、教室からの退室は可能ですか︖

⻑⽂失礼いたしました。

... 2009/10/29(Thu) 07:29  

◇Re: 科⽬試験 投稿者︓飼育  Rank:3回

あ、どうやら退室は可能みたいですね。
４５分がたつと、１から順番に答案が回収されるんですね。

... 2009/10/29(Thu) 08:20  



  ☆初等体育科教育法の２単位⽬のレポ... 投稿者︓みさ  Rank:4回

今まで分野違いで働いてきたため、通信で勉強してると︖な⾔葉が沢⼭出てきて困ってます。

２単位⽬の単元計画とは何をどのように書いたらいいのでしょうか・・・︖

また何か参考にしたら役⽴つのような⽂献やサイトはありますでしょうか︖

ちなみに体育の学習指導要領はもっております。

どなたかおわかりになるかた教えてくださいませ。

... 2009/10/28(Wed) 12:33  

  ☆あと4科⽬ 投稿者︓ｔｍｔｍ  Rank:1回

あと4科⽬（算数・国語・初等理科・初等家庭）合格すれば1種免許とれます☆
そこで質問なんですが、テスト勉強していても初等家庭の過去問のなかで評価に対する留意点を述べる問題があるんですが、どのへんをまとめれば良いですか︖
初等理科は三回⽬なんですが、なかなか受かりにくいものなんでしょうか︖
残りの算数・国語は受かりやすいですか︖︖
たくさんの質問すいません・・・
お願いします☆

... 2009/10/17(Sat) 17:07  

  ☆情報学概論について 投稿者︓のんのん  Rank:3回

 こんにちは。はじめて書き込みをします。
どなたか教えてください。
情報学概論のレポート作成に当たり、参考にした⽂献やサイトがもしあれば・・・。
教科書と悪戦苦闘していますが、なかなかつかめません。
解り易いものがあれば教えてください。お願いいたします。。。

... 2008/10/28(Tue) 00:13  

◇Re: 情報学概論について 投稿者︓薔薇  Rank:1回

 私は以下の⽂献やサイトを参考にしました。まだ、２単位の問１が終わったところです。ぜひ参考にしてみて下さい。

【１単位⽬ 問１】
●アルビン・トフラー著『第三の波』（⽇本放送出版協会、１９８１、ｐ３６〜５８）
●北澤正⼀郎著『情報リテラシー〜情報化時代に⽣きる知恵』（中央経済社、１９９６、ｐ７〜２２）
●⾼等学校情報科⽤教科書『新版情報A』（実教出版、２００６、ｐ１３３〜１３５）
【１単位 問２】
●⾼等学校情報科⽤教科書『新版情報A』（実教出版、２００６）
【２単位 問１】
インターネット・ホームページ︓第１７期⽇本学術会議基盤情報通信研究連絡委員会情報資源・マルチメディア専⾨委員会報告「情報資源・マルチメディア社
会の将来に向けて」（２０００．２．２８）
URL︓http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/17htm/17_17.html

... 2009/10/15(Thu) 14:06  

  ☆初等算数科教育法について 投稿者︓み〜な★  Rank:1回

こんばんは、初めまして。
最近始めたばかりなのですが、中々進まず滅⼊っている⽇々を送っています。
基本的なことで⼤変恥ずかしい限りなのですが、初等算数科教育法の課題に「指導法について述べよ」という⽂⾔がありますが、これは良教育実習時などに書く指導案
を書くということなのでしょうか︖
それとも、⽂章で指導法についてまとめれば良いのでしょうか︖

みなさんお忙しいと思いますが、教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたいます。

... 2009/10/13(Tue) 22:19  

◇Re: 初等算数科教育法について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:45回

み〜なさんこんばんわ
 指導法と書かれていたら。指導⽅法のことだと思います。 指導案の場合は、
”指導案”と今までの私が経験したレポートではかかれていました。

 逆に、指導案が書けるのであれば、評価の観点や⼦ども達の予想できる反応、（予想や気づき、⼦ども達が陥りやすい間違い、ある程度できるようになった
ら応⽤としての⼯夫した問題の提⽰）教師としての留意点などを⽂章にするとすぐできると思います。しかし、その前に、これから教えようとする内容を熟知
していることが条件です。  アドバイスになるでしょうか︖  レポートがんばってください。

... 2009/10/14(Wed) 19:27  

  ☆お世話になりました。 投稿者︓珈琲⽜乳  Rank:3回

とても不安だった6⽉の科⽬修了試験でしたが、無事必要単位を修了することができました。
近々、免許申請のための書類を揃えて申請したいと思います。

こちらのサイトには、本当にお世話になりました。
レポートも試験もできる限り⾃分の⼒で勉強して頑張ろうと決めていましたが、
こちらで過去問を拝⾒して参考にさせていただいたり、
お仲間の皆さんの声を⽀えに頑張れました。

お仕事をしながら、⼦育てをしながら勉強されている⽅もたくさんいらして、
そのバイタリティに⼼を打たれることも何度もありました。
私⾃⾝も現在育休中ですが家事や⼦ども達の世話をしながら空き時間に学び、
試験⽇は主⼈や義⺟のバックアップに頼ってなんとかここまでたどり着くことができました。

ある教科の評価が⾟めで落としてしまい、落胆することもありましたが、

きっと、この経験は実践で…⾃分が⼦ども達を評価するときに、

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/17htm/17_17.html


きっと、この経験は実践で…⾃分が⼦ども達を評価するときに、
客観的な、わかりやすい評価をしようと考えられるような気がします。

本当にありがとうございました。これからも頑張ります。

これから科⽬修了試験問題をできる限りupさせていただきますね。

... 2009/07/03(Fri) 11:22  

◇Re: お世話になりました。 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:121回

いつも本当にありがとうございます。通信教育で免許をとるということは、なかなか⼤変なことではありますが、今⼩学校教諭として⽇々働く中で、がんばっ
てよかったなと思います。このサイトが少しでもお役に⽴てるなら幸いです。これからもよろしくおねがいします。

... 2009/07/03(Fri) 18:51  

◇お世話になりました。 投稿者︓ゆー  Rank:24回

⼩学校１種の単位すべて揃いました︕
残すは介護体験のみです。

ネット上での繋がりでは
ありましたが、何かと参考になりました。
本当にありがとうございます。

... 2009/09/14(Mon) 18:54  

◇Re: お世話になりました。 投稿者︓れれれ  Rank:4回

まだ単位が全て揃った訳ではないですが⼀応⼆種の⽬処がついた気がします。
この掲⽰板には本当にお世話になりましたので、私なりの攻略法を紹介します。
参考になれば幸いです。

-----------------------------
以下全部スクーリングでとりました。

◎⾳楽科教育Ⅰ、◎図画⼯作科教育Ⅰ、◎体育科教育Ⅰ、◎初等図画⼯作科教育法
◎初等体育科教育法、☆初等算数科教育法、☆初等社会科教育法、◎総合演習

⾳楽科教育Ⅰは、問題を⾒てとても⾃⼒では学習できそうにないと判断し、スクーリングに参加しました。体育⼆つは、⽇程が上⼿く合ったのと、試験が難し
いと聞いたのでスクーリングにしました。それ以外の教科は、⽇程が難易度や相性うんぬんよりは⽇程が合ったので参加しました。
レポートは、スクーリング終了後、忘れないうちに短期間で仕上げました。

-----------------------------
下記は、全てレポート+テストで乗り切りました。

◎教育⽅法学Ⅰ ◎教育課程論 ◎児童⼼理学 ◎初等教育原理Ⅰ・Ⅱ ◎道徳教育の研究 ◎教育相談研究 ◎特別活動研究 ◎教師論 ◎⽣徒指導論 ◎初等⾳楽科
教育法Ⅰ 
初等国語科教育法

◎初等教育原理Ⅰ・Ⅱ ◎教育⽅法学Ⅰ◎教育相談研究 ◎特別活動研究 ◎教師論 ◎⽣徒指導論 は、内容的に重複したところが多かったように感じました。
最初に取り掛かった教師論のレポートを仕上げるのに１０⽇以上もかかってしまいましたが、最後に仕上げた初等教育原理のレポートは、下書きから清書まで
平均３⽇で終わりました。

いずれの科⽬もレポートの作成に使⽤したのは、教科書、指導要領、ネットです。
テストは、過去問を集めまくり、問題ごとにカードを作って表に問題、裏に答えを書いてキーワードを中⼼に必死に覚えました。
⼀教科で⼤体10問くらい⼭をはって覚えたら、それほど⼤きく外すこともありませんでした。
テストは、キーワードを覚えているだけ書きまくり、丁寧に⼤きく⾒やすい字で裏のなるべく最後の⽅まで書いて書いて書きまくったら何とかなりました。
（テストの結果がまだ返ってきてないのもありますが。。。）

----------------------------------------

これから、教育実習、介護等体験、⼀種の勉強に⼊ります。
まだまだ道のりは険しいかな。

... 2009/10/13(Tue) 16:07  

  ☆⽇野の過去問 投稿者︓ゆき  Rank:1回

はじめまして。
いつも埼⽟で試験を受けていたのですが、⽇程の都合で今回は⽇野で受けます。
そこで、初等図画⼯作科教育法の過去問（⽇野の４・５・６⽉の試験内容）
を教えていただきたいです。

こちらのサイト過去問を⾒て参考にさせていただいてますが、最近のデータがなかったので、こちらに質問させていただきました。よろしくお願いします。

... 2009/10/08(Thu) 17:51  

◇Re: ⽇野の過去問 投稿者︓めーこ  Rank:1回

こんにちは。
この掲⽰板を⾒ていて時々「＊＊の過去問」って会場を指定される⽅がいますが、
会場によって傾向があるのでしょうか。
問題⼀覧には年号と⽉とＡ〜Ｄの符号があるだけですよね。

よくわかりませんが、
０９．１０．Ｄ つい先週受けたものでよければ
書いておきます。

１、「造形遊び」学習に適した材料・⽤具や場所・環境について具体的に説明せよ。
２、以下の造形⽤語や材料・⽤具・技法等について具体的に説明せよ。
  &#9332;レントゲン描法 &#9333;孔版（版画） &#9334;パレット

逆に最近過ぎて，参考にならないかな︖(^^ゞ

... 2009/10/09(Fri) 12:07  

◇無題 投稿者︓ゆき  Rank:2回

コメントありがとうございます。
私も傾向については分かりませんが。。

過去問は、このＨＰを参考に⼊⼿し、解答も⾃分なりに考えてあります。



過去問は、このＨＰを参考に⼊⼿し、解答も⾃分なりに考えてあります。
ただ、他教科もあってすべて覚えるのは不可能と判断しました。

同じ会場で今年度出された問題はでないと考えて、質問をしました。

ようするに、覚える量を少しでも少なくして、負担を軽減させたいのです。
10⽉の試験結果によって教育実習ができるか決まるので、このような⾝勝⼿な質問をさせていただきました。

めーこさん、ありがとうございます。他会場だと過去に出題されていない単語説明がでたのですね、怖くなってきました…

... 2009/10/09(Fri) 16:24  

◇Re: ⽇野の過去問 投稿者︓BQ  Rank:1回

この掲⽰板のトップに以下の記述があります。

・当⽉の試験問題の交流は不公平感につながるため、その⽉の最後のテストが終わるまで投稿はご遠慮下さい。

... 2009/10/11(Sun) 22:43  

◇Re: ⽇野の過去問 投稿者︓めーこ  Rank:3回

ありゃりゃ。本当ですね。これは失礼いたしました。

以後気をつけます。

... 2009/10/12(Mon) 22:05  

  ☆⼈間関係・⾔語・環境 投稿者︓ん  Rank:1回

タイトルの過去問を教えてください
全部でなくてもいいのでお願いします。

... 2009/10/09(Fri) 00:52  

◇Re: ⼈間関係・⾔語・環境 投稿者︓めーこ  Rank:2回

０９．１０．Ｄ

⾔語
１．「ごっこ遊び」と⾔語の獲得について論じなさい。
２．保育教材としての「絵本」の教育的意義と、よい絵本の条件について述べなさい。

⼈間関係（３問のうち２問を選んで）
１、領域「⼈間関係」と他の領域について述べよ。
２、領域「⼈間関係」の⽬標について知るところを述べよ。
３、社会的不適応を⽰す幼児を指導する場合の留意点を述べよ。

環境
１、園外活動の意義について述べよ。
２、園内での保育活動に望ましい草花の条件を⽰せ。

頑張ってくださいね。

... 2009/10/09(Fri) 12:14  

◇無題 投稿者︓ん  Rank:2回

過去問ありがとうございました。本当に助かりました。

... 2009/10/09(Fri) 19:23  

  ☆初等理科教育法レポート 投稿者︓hassy  Rank:8回

 こんにちは。いつもこの掲⽰板にはかなり助けられております。ありがとうございます。今回も・・・と思いどなたか教えていただければと思います。
 題名にもあります「初等理科教育法レポート」の２単位⽬の２なんですが、
「『各学年における理科の学習形態の取扱と指導計画の作成』について述べよ。」
という課題です。課題集の「解説」には、
「⾃然の事象・実験・観察に対する理科の学習形態の取扱と各学年における効果的な指導案の作成について述べる。」
となっているので、学習形態の部分は「⼀⻫学習」「グループ学習」「個別学習」のことについてまとめようと思っているのですが、「各学年における効果的な指導案
の作成について述べる。」の部分が教科書のどこをまとめたらいいのか、「各学年」なので、それぞれの学年のことを書かなくてはいけないのか、学習指導要領をまと
めるのか、「学習形態」とどのように結びつけたらいいのか・・・ちょっと⾒当がつきません。
 どなたかわかる⽅、または、このレポートに合格した、提出した、という⽅いらっしゃいましたら、どんなことでもかまわないので教えていただければと思います。

... 2009/10/09(Fri) 11:10  

◇Re: 初等理科教育法レポート 投稿者︓与謝野てつお  Rank:44回

私は去年の課題なのですが。参考になるでしょうか︖ この書き出しで始めました。

理科の指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱で、

（1) 指導の効果を⾼めるために「A⽣物とその環境」，「B物質とエネルギー」及び「C地球と宇宙」の相互の関連を図ること。

(2)博物館や科学学習センターなどを積極的に活⽤すること。

と記されており、内容の取扱いについての配慮事項では、

(1) 観察，実験，栽培などの指導では、指導内容に応じてコンピュータ，視聴覚機器など適切な機器を選び，児童たちがそれらを活⽤できること。
(2) ⽣物，天気，川，⼟地などの指導では、地域の⾃然に親しむ活動を多く取り⼊れ⾃然環境を⼤切にする⼼やよい環境をつくろうとする態度をもつこと。

(3) 個々の児童が主体的に問題解決活動を進め，学習の成果を⽇常⽣活で⾒られる⾃然事象の理解に⽣かすこと。

などが記されています。

(1) では、児童たちが・・・・・・・・・・で説明に⼊りました。

これは、学習指導要領を⾒て作成したと思います。（去年のことなのではっきりしませんが。）去年の課題なので欲しい内容と違っていたらスルーしてくださ

い。



い。

... 2009/10/10(Sat) 09:32  

◇Re: 初等理科教育法レポート 投稿者︓hassy  Rank:9回

与謝野てつお さま
 いつもありがとうございます。しかも丁寧に説明していただいて本当に助かります。昨年の課題も似ているようなものですので、参考にさせていただきたい
と思います。ありがとうございました︕
 もう１０⽉・・・かなり焦ってきています。これからレポートが返ってきたり、試験を受けたりなので・・・。頑張ります・・・(>_<)

... 2009/10/11(Sun) 22:06  

  ☆科⽬修了試験について、 投稿者︓与謝野てつお  Rank:29回

疑問におもったのですが。 皆さん、科⽬修了試験の内容を⼀年前の課題を、探していますが。 もしかして、科⽬修了試験は、⼀年サイクルで同じような（または、
似た）内容を出しているのでしょうか?  そうかと思って⾃分で調べたのですが。ちょうど⼀年間隔のものがなかったもので。 疑問に思い、質問をさせていただき
ました。 もしかして、⾃明のことであれば、すみません。

... 2009/05/04(Mon) 19:22  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓みみ  Rank:3回

教科によって異なりますが、教科によっては、毎回同じ問題あるいは、その⽉ごとに
よって同じ（似た問題）だったりしますよ。
私もそれに気づいて、過去の問題⽤紙を⾒⽐べて試験勉強したりしてます。
RTの問題は同じような問いがでたりすると思います。
（教科によりますが・・・）
絶対とは⾔えないので、回りで問題⽤紙を持ってる⼈に聞いてみるといいと思います。
同じだったりしますよ。
 ２００６年以降で、もし知りたい教科の問題があれば教えますよ。
ただ、受けてない⽉もあるのであしからず・・・。
お互い、頑張りましょう。

... 2009/05/05(Tue) 16:10  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓与謝野てつお  Rank:30回

みみさん。 ありがとうございました。過去問を⾒⽐べて今度の科⽬修了試験に取り組みたいと思います。（⽣きる⼒）

... 2009/05/06(Wed) 09:06  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:1回

みみさんへ
さきほどメールさせていただきました。
もしよろしかったら、私にも２００６年以降の過去問教えていただけないでしょうか。。︖︖
図々しいお願いで申し訳ございません。

... 2009/05/06(Wed) 14:15  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓みみ  Rank:4回

四ツ⾕さん、
遅くなりました。
何の教科か教えてください。

... 2009/05/10(Sun) 13:01  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:2回

ありがとうございます︕
すごく助かります。

結構多いですが、よろしいでしょうか︖

・図画⼯作科教育
・教師論
・初等教育原理Ⅰ・Ⅱ
・児童⼼理学
・教育課程論
・初等国語科教育法
・初等⽣活科教育法
・初等⾳楽科教育法
・初等図画⼯作科教育法
・初等家庭科教育法
・初等体育科教育法
・道徳教育の研究
・特別活動の研究
・教育⽅法学
・⽣徒指導
・教育相談研究

以上です。
多くてすみません。。。

よろしくお願い致します。

... 2009/05/11(Mon) 16:40  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓名無し  Rank:1回

ROMってるだけだけど多すぎで思わず笑ってしまったｗｗｗｗｗ

... 2009/05/12(Tue) 12:51  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:3回

⾃分でも多すぎなのは、⼗分わかっております。
より多くの過去問を知りたくて、思わず知りたいだけの教科を書き込みさせて
いただきましたが、
そういったコメントは⾮常に傷つきます。
笑ってしまっても、どう思われても仕⽅のないことだと思いますが、
そういった書き込みをされて⾮常にショックを受けました。

⾔い訳に聞こえるかもしれませんが、
１年で必ず２種を取得するという約束も親としており、出来るだけ多くの過去問を知りたいのです。

私は、今年⼊学したばかりで、まだ知らないこともたくさんありますが、



私は、今年⼊学したばかりで、まだ知らないこともたくさんありますが、
⾃分の勉強に余裕ができたら、⾃分の会場の過去問の掲載も考えております。

また、何かの形でみみさんにお返しもできたら。。。。とも考えております。

ショックで思わず書き込みをしてしましました、すみません。
管理⼈様、不適切であれば、削除してください。

... 2009/05/12(Tue) 18:37  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:4回

みみさん、
迷惑をかけてしまって申し訳ございません。
これだけは、どうしても教えていただきたいのです・・・（涙）
私も、⼿助けできることがあれば、精⼀杯させていただくつもりです・・。
よろしくお願い致します。

管理⼈さん
迷惑をかけてしまって申し訳ございません。
ショックで、思わず涙が出てくるほどでした。
⾃分への恥もありますが。。。
私の⾏動は⾏きすぎたのでしょうか︖

ちょっとどうしていいのかわからないです。

... 2009/05/12(Tue) 18:53  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓名無し  Rank:2回

四ツ⾕さん。軽はずみの書き込みで傷つけてしまい申し訳ないです。
mixiやほかの掲⽰板でもほかの⼈に聞くのはせいぜい２，３科⽬なのを幾度も⾒ていたので、本当に笑ってしまって、傷つけようなんて微塵も思ってなかった
ため軽はずみで書き込んでしまいました。

＞⾃分の勉強に余裕ができたら、⾃分の会場の過去問の掲載も考えております。
また、何かの形でみみさんにお返しもできたら。。。。とも考えております。

という⾔葉が問題を教えてと⾔う以前になかったため、正直に⾔って⾚の他⼈にたいしてずうずうしい⼈だなと思ったのも確かです。教えてもらう以前にこれ
らの書き込みがあればそんなことは思わなかったのですが、何もなくただあれだけの量をよく聞けるなという思いで笑ってしまい書き込んでしまいました。

⾃分⾃⾝もう少し考えて書き込めば良かったと今反省しております。涙が出るほど傷つかれるとは思いもしなかったため申し訳ないです。冗談が通じる現実の
世界と匿名性の世界の難しさを改めて感じました。
以上のような⾃分⾃⾝の考えもあり、あの書き込みに⾄ったわけです。
重ね重ね申し訳なかったです。

... 2009/05/12(Tue) 20:40  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓名無し  Rank:3回

管理⼈様、その他のこの掲⽰板を利⽤されている⽅々へのお詫びを書き込み忘れていました。

皆様。気分良く、お互いの協⼒のもと成り⽴っているこの掲⽰板を軽はずみな書き込みで荒らしてしまい⼤変申し訳ありませんでした。今後、書き込む前によ
く相⼿の気持ちも考えて書き込みたいと思います。

管理⼈様、突然消されては謝罪の⾔葉も通じないので少し時間が経った後に当該書き込みを削除して頂ければと思います。削除キーを⼊れていなかったため⾃
分で削除できず、ご迷惑をおかけして申し訳ないです。本当に申し訳ありませんでした。

... 2009/05/12(Tue) 20:44  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:5回

名無しさんの書き込みで、少し落ち着きました。
第３者からみると、図々しいと思われるのは当然だとは思っておりました。

１年で取得というあせりと約束もありますが、私は⾃律神経失調症を患っており、医師にも、体の調⼦をみながら勉強することと指⽰を受けているのです。
じゃないと、良くならないと⾔われているんです。

ですので、効率の良い勉強がしたくて、より多くの情報を得たかったのです。

私はみみさんより明らかに明星での経験は浅いです。
なので勉強⾯では、⼒になれるところは少ないと思うのです・・
あれほどの量の過去問を教えていただくのですから、無償でなんて考えてません。違う形でお礼をしようと思ったのです。
私だけ、いい思いをするなんてとんでもないです。

ですが、そうなると、住所や本名などの個⼈情報が必要になります。
何か形で送ろうと思っていましたから。
個⼈情報のことをいろいろ考え、お礼のことは、
後で相談しようと考えていたのです。
なので、以前はそういう書き込みはしなかったのです。
みみさんあてのメールにも、お礼をするという記述はしていませんでしたが、
次の連絡の際に（掲⽰板じゃない⽅）その話を持ちかけようと思っておりました。

私も、ショックで泣いてしまって、思わず⾃分のことばかり書いてしまって、
気分を害された⽅もいると思います、申し訳ございません。

私は、落ち着いたら、きちんと⾃分の会場の過去問を掲載しますし、
もし、だれかが悩んでいたら、⾃分の合格した教科であれば、アドバイスもしようと考えております。

今は、⼊学したばかりなので、聞く⽅が多いかもしれませんが。。

ですが、きちんとお返し考えております。

⻑々とすみませんでした。

私は、みみさんよりも明星での経験は明らかに



... 2009/05/12(Tue) 21:14  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:6回

⻑々とすみませんでした。のあとの⽂は消し忘れです。申し訳ございません。

... 2009/05/12(Tue) 21:16  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓たけ@管理⼈  Rank:1回

 みなさまこんばんは。管理⼈のたけです。とりあえず、書き込みをされたかた同⼠で納得されたようで、うれしく思います。⽂字だけでは伝わらない部分
や、誤解を⽣む可能性がありますので、相⼿の受け取り⽅を考えての慎重に書き込みをしていただけたらと思います。
 また、この掲⽰板は、通信教育で免許を取り、教職につこうと考えている⽅が多いと思います。これから共にがんばっていこうという仲間の⼿によって情報
が充実し、より有益なものになります。個々のやりとりについては私からはなにも申し上げることはありませんが、情報のお礼は情報提供で返すという「お互
い様」の気持ちをもってやっていただけるとうれしいです。ぜひぜひ、よろしくお願いします。ただ、それが負担になったり、学習に⽀障をきたすようでした
ら本末転倒ですので、できる範囲内でよろしくおねがいします。
 最近、過去問の提供をしていただくことが増え、うれしく思います。同じ問題は出ないかもしれませんが、傾向をつかみ対策するのには⼗分だと思います。
これからもよろしくお願いします。

... 2009/05/12(Tue) 21:58  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓みみ  Rank:5回

四ツ⾕さん、また遅くなりすみません。
今、掲⽰板を⾒てパソコンを開いてない間にいろんなことが書かれていて
ビックリしました。。
私にも責任があります。
嫌な思いをさせてしまいごめんなさい。
⼤丈夫ですか︖︖

過去問を教えるのは、全然構いません。
ただ、受けてない⽉もあるのでそれは、ご了承ください。
ですが、ちょっと量が多いので、違う形でお教えできたらと思います。
この掲⽰板でもいいのですが、かなりの量になってしまうと思うので・・・
どうしますか︖︖

... 2009/05/13(Wed) 10:27  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:7回

みみさんへ
とんでもございません、みみさんには責任は全くございません。
全ての責任は、私にあります・・・
本当に申し訳ございません。

受けていない⽉など、全然かまいません。
教えていただけるだけで、⼤変光栄です。

お礼は必ずさせていただきます。

本当、量が多くて、すみません。。。。

みみさんあてにメールは届いておりますか︖
みみさんの名前の横に⼿紙マークがついているので、それがみみさんへの
アドレスかと思い、送っていました。届いておりますでしょうか︖

私は、この掲⽰板でも全く構いませんが、

もし、私のＰＣアドレスとか教えましょうか︖そちらの⽅がよろしいでしょうか︖

みみさんのやりやすい⽅、負担にならない⽅法であればなんでも結構です。

私のＰＣアドレスを教えるにはどうしたらよろしいでしょうか・・︖

必ずお礼はさせていただきます。

... 2009/05/13(Wed) 22:01  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓みみ  Rank:6回

四ツ⾕さん、
お礼なんてとんでもないです。
困った時はお互い様ですから。

もし、四ツ⾕さんがよければ、PCアドレスを教えて頂きたいと思いますが、
掲⽰板なので、アドレスが公開されてしまう形になってしまうと思います・・・
どうしますか︖

... 2009/05/14(Thu) 00:47  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓たけ@管理⼈  Rank:2回

⾮公開にチェックすると、メールフォームで送ることができます。アドレスは⼈⽬に触れられずにメールの送信ができますよ。そこを利⽤して、アドレスを送
ってもらってはいかがですか︖

... 2009/05/14(Thu) 00:50  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:8回

いえいえ、とんでもございません。
あんな⼤量の問題を教えていただくのですから、お礼はさせてください。

本当に助かります。
ありがとうございます。。（涙）

では、ＰＣメールアドレスを。。。。

※※※※※管理⼈により削除※※※※※

⼀応連絡の取れやすいように、携帯アドレスも。。。

※※※※※管理⼈により削除※※※※※

です。

本当に助かります︔︔

ありがとうございます・・。



ありがとうございます・・。

... 2009/05/14(Thu) 19:05  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:9回

あれ。。⾮公開にチェックしたつもりが・・・・
ますみません︔︔

... 2009/05/14(Thu) 19:09  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:10回

Ｅメールのところに⼊れるのを、本⽂にいれたら、⾮公開にしても、
だめですよね︔︔
今更気づきました。。。。

本当にすみません・。。。

... 2009/05/14(Thu) 19:11  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:115回

本⽂に表⽰されていたメールアドレスは、誠に勝⼿ながらプライバシーの問題から削除いたしました。申し訳ありませんが、削除キーがありますので、できる
だけ記事を修正していただけたらと思います。迷惑メールの嵐や、メールアドレスを使った成り済ましなど、危険なことがたくさん考えられます。そんなのは
気にしないということであれば結構なのですが…。

これからも、掲⽰板を確認できない⽇が続きますので、皆様よろしくお願いします。また何かあれば登場します。

... 2009/05/15(Fri) 00:57  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓四ツ⾕  Rank:11回

管理⼈様、ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません・・。
今の私の書き込みでＰＣアドレスは送信できているのででょうか・・︖

... 2009/05/15(Fri) 02:04  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓me  Rank:2回

科⽬試験の過去問題が載ってるものがありますが、
ただ、全ての教科がない・・。
参考までに以下のサイトを科⽬試験対策で⾒てみると
いいかもです。

http://torachiro.arekao.jp/

... 2009/05/16(Sat) 23:15  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓mi  Rank:1回

科⽬試験の過去問題が載ってるものがありますが、
ただ、全ての教科がない・・。
参考までに以下のサイトを科⽬試験対策で⾒てみると
いいかもです。

http://torachiro.arekao.jp/

... 2009/05/16(Sat) 23:17  

◇Re: 科⽬修了試験について、 投稿者︓あ  Rank:1回

解決したなら試験対策以外の書き込みを消してほしい。

のぞいて損した。

... 2009/10/08(Thu) 18:11  

  ☆実習後の指導案提出について… 投稿者︓まゆこ  Rank:1回

 質問させて下さい(><)

教育実習後に指導案３通提出しますよね︖︕
その指導案は、略案ではだめなのでしょうか︖︖
実習の指導教諭の先⽣からは、研究授業以外の普通の授業では、
簡単な指導案で良いと⾔われたのですが…
事務局へ今⽇電話したのですが、休みだったので
よろしくお願いします(;;)

... 2009/10/03(Sat) 21:47  

◇Re: 実習後の指導案提出について… 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:9回

今実習中です。

同じようなことで夏休みに事務局に問い合わせをしました。

ダメだそうです。
それが条件で、それを分かってもらった上で受け容れてもらっているのだから。

という内容のことを⾔われました。

もし略案で良いというようなことを知っている⽅がいましたら、教えてください︕

... 2009/10/04(Sun) 08:49  

◇Re: 実習後の指導案提出について… 投稿者︓まゆこ  Rank:2回

すのーぴぃさん
お返事ありがとうございます︕︕

やっぱりだめなんですか(><)
実習始って１週間が経過したのですが、ずっと略案で良いと
⾔われていたので、指導教諭の先⽣に相談してみます(;;)

... 2009/10/05(Mon) 15:01  

◇Re: 実習後の指導案提出について… 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:10回

３通作成するため、今週からは授業実践以外の時間は全部指導案作成にあてることになりました。。。

⼦どもと関わる時間がほとんどありません(T_T)

http://torachiro.arekao.jp/
http://torachiro.arekao.jp/


指導教諭の先⽣が作らなくて良いと⾔っても、⼤学側が「それじゃ単位あげない」って⾔えば作るしかないんですよね↓↓

... 2009/10/05(Mon) 20:08  

  ☆特別活動教育について 投稿者︓あまとり  Rank:2回

 １１⽉にこの教科で３回⽬のテストを受けるものです。皆さんに勉強法を教えていただきたく、メールをしました。教科書の中⾝や⽂部省のページなど参考にされた
⽅いますか
︖特に教育課程の編成上について、理解ができなく困っています。参考にされた本など、
ありましたら教えてください。

... 2009/10/05(Mon) 03:10  

  ☆無題 投稿者︓サリー  Rank:2回

すみませんけど教育相談研究の４⽉と５⽉の過去問を教えてください。これをとらないと教育実習にいけません。急なお願いですみません。

... 2009/09/28(Mon) 20:53  

◇Re: 無題 投稿者︓グラ  Rank:15回

函館受験です。

2008.4「教育相談係りの役割について論述せよ」
2009.4「思春期の⼼の発達について論述せよ」
2009.5「保健室で⽣かす教育相談活動について論述せよ」

教育実習は楽しかったですよ︕先週⾏ってきたばかりです。
合格できることを祈ってます。

... 2009/09/30(Wed) 09:59  

◇無題 投稿者︓サリー  Rank:3回

ありがとうございます。
ちなみにどのように勉強したらとれるのか参考までに教えてください。
私も２⽉に⾏くので楽しみです。

... 2009/09/30(Wed) 22:11  

◇Re: 無題 投稿者︓グラ  Rank:16回

勉強⽅法は、
過去問をみて、キーワードだけノートにまとめました。
試験に難しいことが出たら、サラッとまとめながら、⾃分の経験とかを多く含めて書きました。

教育相談は、今いじめとか不登校で悩んでいる⼦が多いから、重要な役割ですよねー。
しかも教育相談で信頼関係ができれば、⽣徒指導もしやすい。
という現場の声も踏まえつつ・・・

という感じです。お役に⽴てれば(^o^)

... 2009/10/02(Fri) 09:38  

  ☆科⽬終了試験の過去問について 投稿者︓ポムポム  Rank:1回

はじめまして、こんばんは。
お忙しいところ⼤変申し訳ございませんが、
どなたか０９年９⽉の以下の教科の過去問をご存知の⽅はいませんでしょうか︖

初等図画⼯作科教育法
図画⼯作科教育１
体育科教育１

もし、いましたら、ぜひ教えていただけませんでしょうか。
名古屋受験の情報ですと、なお助かります。
よろしくお願い致します。

... 2009/10/01(Thu) 02:21  

◇Re: 科⽬終了試験の過去問について 投稿者︓ポムポム  Rank:2回

たびたび申し訳ございません、９⽉ではなく、６⽉の問題の間違いでした。
厚かましいとは思いますが、よろしくお願い致します。

... 2009/10/01(Thu) 19:42  

  ☆理科教育のスクーリングについて。 投稿者︓トマト。  Rank:1回

  
  理科教育について教えてください☆

理科教育をスクーリングで取るか、科⽬終了試験でとるか迷っています。
理科教育のスクーリングでは、どのようなことを勉強するかご存知の⽅がいたら
教えてください。

初等国語科や、国語科、⾳楽科などはとっても実践的で
受けてよかったなぁ〜︕というような内容でした。
理科教育は現場に出て使えそうな実践的な内容ですか︖
それとも教科書を読めばいいような内容ですか︖

理科教育を受けられた⽅など、感想などがあったら参考にさせてください。
よろしくおねがいします☆

... 2009/09/27(Sun) 23:40  

  ☆初等国語科教育法の試験 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:6回



  ☆初等国語科教育法の試験 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:6回

前回勉強不⾜もあり不合格でした。

合格された⽅、答案の書き⽅を教えてください。

国語科における「書くこと」（「読むこと」など）の指導について、その意義・⽬標・⽅法を具体的に述べよ。

という問題の時、低・中・⾼全ての⽬標や⽅法を書くのでしょうか︖

アドバイスお願いします。

... 2009/09/15(Tue) 21:21  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓くろ  Rank:2回

その問題でパスしました︕
私は、全体に共通する⽬標を提⽰して、意義、⽅法を
論じました。

表いっぱい⼿前ぐらいの⽂字数で
なんとか可でした。

... 2009/09/16(Wed) 18:18  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:7回

>くろさん

ありがとうございます。
頑張ってみます。

... 2009/09/17(Thu) 08:13  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓れれれ  Rank:3回

私は、全て意義・⽬標・⽅法個別に論じて裏いっぱいいっぱいまで埋めてみました。
教科書のポイントと指導要領をひたすら暗記で毎回乗り切ってます。
頑張ってください〜︕

... 2009/09/17(Thu) 09:01  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:8回

>れれれさん

ありがとうございます。
裏いっぱいいっぱいまでとはすごいですね。
そんなに書いた試験は今までなかったと思います(^_^;)

頑張ります。

... 2009/09/23(Wed) 00:54  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓hassy  Rank:6回

丁度「初等国語科教育法の試験」のことで聞きたいことがあったので、ここを借りて質問させていただきます（勝⼿に申し訳ありません）。
私は、１０⽉に初めて初等国語科教育法の試験を受験する予定なのですが、試験の内容って毎⽉同じなのでしょうか︖もし違うのならば、１０⽉の試験の内容
ってわかる⽅いらっしゃいますか︖同じであれば、「国語科における「書くこと」（「読むこと」など）の指導について、その意義・⽬標・⽅法を具体的に述
べよ。」だけなのでしょうか・・・。なんせ今回が初めての試験なもので・・・(-_-;)少しでも情報があれば、どなたか教えていただければと思います。よろし
くお願いいたしますm(_ _)m

... 2009/09/24(Thu) 11:14  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓与謝野てつお  Rank:43回

こんにちは、hassyさん
科⽬終了試験今回が初めてなのですか︖  科⽬終了試験の過去問題は、⼀番最初の「科⽬終了試験の情報お待ちしております。」 というところにありま
す。私も、そこを活⽤させていただいております。
  試験内容は、毎⽉変わります。 過去問から、予想するといいかもしれませんね。当たった時はうれしいです。 

  試験は何度でも受けることができます。緊張しないではじめての科⽬終了試験頑張ってください。

... 2009/09/25(Fri) 08:55  

◇Re: 初等国語科教育法の試験 投稿者︓hassy  Rank:7回

与謝野てつおsama
 情報をありがとうございました︕とても参考になりました。「書くこと」＆「読むこと」の出題が多いようですね。ここにヤマをはって試験にのぞんでみた
いと思います。事前にある程度考えて、暗記していった⽅がよいですよね・・・。緊張＆憂鬱です・・・。この時期に初めての科⽬終了試験って恥ずかしいで
すよね・・・。何とか頑張りたいと思います。ありがとうございました(^-^)

... 2009/09/25(Fri) 09:31  

  ☆算数科教育のレポートについて 投稿者︓こまち  Rank:4回

１単位⽬の、証明の仕⽅が全くわかりません(T-T)

どうか教えてください︕︕

... 2009/07/10(Fri) 11:37  

◇Re: 算数科教育のレポートについて 投稿者︓彩雲  Rank:1回

数Aの教科書か参考書を参照してください ⾼校１年でやった分野です

... 2009/09/21(Mon) 16:32  

  ☆児童⼼理学レポート 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:1回

はじめまして。
ジャスミンさんが以前に質問していたのと同じなのですが、
児童⼼理学２単位⽬の２のレポートが返ってきましたが、３回⽬の不合格でした。

１度⽬の講評
⾏動調整機能の分化過程、乳児期からの⾔語発達を述べてください。

それを踏まえて２度⽬を出し、２度⽬の講評



それを踏まえて２度⽬を出し、２度⽬の講評
⾏動調整機能について、２才と３、４才では発達が異なるため、もっと詳しく述べてください。
ヴィゴツキーとルリアの考え⽅のつながりを記述してください。

３回⽬の講評
思考推進機能の分化とは何かを正確に述べてください。

科⽬修了試験は合格しています。

とびうおさんのおっしゃっている辺りはもちろん参照していますが、どうにも合格になりません。

合格された⽅、ぜひともアドバイスお願い致します。

... 2009/06/07(Sun) 00:42  

◇Re: 児童⼼理学レポート 投稿者︓与謝野てつお  Rank:36回

去年のレポートのテーマと同じようなのでコメントできると思いました。
 
 私は、最初のヴィゴツキーの部分は、テキストからそのまま箇条書きで説明的に並べて、
そのあと、ルリアの部分もヴィゴツキーと関連付けるように書きました。
簡単に取り上げるとこんな感じですが。 あとは、内⾔とか外⾔ の説明 そして、ルリアの考察とつなげると いいと思います。  （これくらいしかわか
りません。 あと、字数が少なくても×をもらうことがあるために、ちゃんと１１００字はあったほうがいいかもしれません。） 

 ●「思考推進機能の分化」
⾔語は、伝達の機能として始まると同時に発達と共に別の機能も伴うようになり、⾼度な精神活動の道具としても使われ、社会的性格を持つようになります。
ピアジェは、幼児等の⾃由遊びを観察して、幼児等が相⼿に応答を期待せずに⽬的も無しに話を発する現象を⾒出し、その現象を「集団的独り⾔」と名付け、
それは幼児の「⾃⼰中⼼性」の表れであると考えました。

これに対してヴィゴツキーは集団的独り⾔は別の発達的現象の指標と考え、集団的独り⾔の詳細を調べました。その結果、集団的独り⾔は⾏動する前に 、⾔語
⾯で解決を先⾏させ、それに従って⾃⼰の⾏動をコントロールしようとする機能を持つ発話であると考えました。・・・・・・・・・・・・・・・・

... 2009/06/07(Sun) 09:01  

◇Re: 児童⼼理学レポート 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:2回

与謝野てつおさん

ありがとうございます。
まだ去年のレポートが合格しないんです。
添削者は野澤先⽣という⽅みたいです。

それらのことは書いたつもりですが、書き⽅が良くなかったのかもしれません。
関連付け⽅も。

１度⽬は２つ課題があったので、1000字ほど。
２度⽬からは講評に書かれていたことを⾜したので1700字くらいになっています。
（再提出は２単位⽬の２だけなので）

また、「思考機能の分化」を正確に捉えられていないのかなぁ、と思うのですが・・・。

これから科⽬終了試験に⾏くので、帰ったらしっかり検討してみます。

またよろしくお願いします。

... 2009/06/07(Sun) 10:30  

◇Re: 児童⼼理学レポート 投稿者︓クレア  Rank:1回

すのーぴぃさん

わたしも、児童⼼理学２単位めのレポートの、３回⽬の提出にチャレンジするところです。

同じ野澤先⽣で、講評のコメントも、ほとんど同じことを指摘されました。

与謝野さん、ありがとうございます。

がんばります。

... 2009/06/21(Sun) 21:37  

◇Re: 児童⼼理学レポート 投稿者︓かかえ 義⼀  Rank:1回

こんばんは。はじめまして。僕も同じく児童⼼理学2単位⽬の２で⾔語の思考推進機能・⾏動調整機能の分化で悩んでいます。コメントも添削者も野澤という⽅
なので全く同じです。適当に評価しているとしか思えません。最近、この⼤学のシステムに疑問を感じ始めてきています。実は、もうこの10⽉で3年⽬なので
す。

... 2009/09/07(Mon) 22:47  

◇Re: 児童⼼理学レポート 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:5回

レポートを⼀⽣懸命書いたのに、⼀⾔で「再提出」にされると、何のアドバイスもせずに何で不合格なんだ︕と思いますよね。

私がネットを通して頂いたアドバイスを載せます。

「⼼理学は理系の学問であり、理論があって、それを実験し、理論が正しいかどうか証明するということを繰り返してきました。 
なので、レポートもその通り書かなければなりません。 」

私のレポートは教育学よりだったようです。
⾃分では全く気がつきませんでした。

... 2009/09/14(Mon) 23:02  

◇Re: 児童⼼理学レポート 投稿者︓くろ  Rank:3回

野澤先⽣の評価で、⼀発合格しました。
不合格にはそれなりの理由があると思います。
がんばってください。

... 2009/09/17(Thu) 17:47  



  ☆⼩学校→幼稚園 投稿者︓ゆー  Rank:25回

⼩学校１種を取り終え、
ついでに幼稚園⼆種も取っておこうかと
考えています。

実習などは流⽤できるんですか︖
残り単位はどのくらいなのでしょうか︖
⼀応調べてはみたんですが、、８単位でいいでしょうか〜︖

事務局に問い合わせる時間がなかなか取れないので
わかる⽅いたらお願いします︕︕

... 2009/09/16(Wed) 18:22  

  ☆科⽬試験について 投稿者︓ミート  Rank:1回

夏のスクーリングは⾏けなかったけど秋と冬のスクーリングは⾏けそうなので，試験が受かりづらい教科はスクーリングで取っちゃおうと思うのですが，あとは試験を
受けるしかないので今後の作戦を考える上でアドバイス下さい︕

初等算数，初等社会，初等⾳楽，初等体育，初等図画⼯作だったらどれが⼀番試験で受かりやすいです︖または受かりづらいですか︖

ランキングでもつけてもらえるととても助かります。よろしくお願いします︕

... 2009/08/31(Mon) 19:13  

◇Re: 科⽬試験について 投稿者︓たーた  Rank:1回

⼈によって履修している科⽬が異なると思うので、ランキングは難しいと思うのですが・・・。

初等社会科は⾔葉の使いまわしが難しく、試験は合格しましたが、評価がやや厳しいと感じました。
こちらの掲⽰板の過去ログをさかのぼり、それぞれの科⽬終了試験についての話題を読むことで、難しさがある程度はかれるのではと思います。

得意な教科、苦⼿な教科も⼈それぞれです。
情報だけでなく、教科書を読んでみてのご⾃分の「感じ」なども⼤切にして下さい。
できそうだなと思う教科は、どのような問題がでてもやりやすいと思いますし。

参考にならずで申し訳ありません。

... 2009/09/01(Tue) 00:01  

◇ミートさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:17回

こんばんは＾＾

私の場合、
初等社会＆図画⼯作＆⾳楽＆算数は１発オッケイでしたよ︕

ちなみに初等体育は。。。現在７連敗中だったり。。。ｗ

⼈によって相性あると思います。
スクーリング⾏ける環境であればできる限り参加してはいかがでしょう＾＾
私も初体、いーかげん疲れました´｀
スクーリング参加したいけどチビちゃんいるから試験で粘るつもりです´｀

... 2009/09/08(Tue) 22:18  

◇Re: 科⽬試験について 投稿者︓くろ  Rank:1回

私が受かりやすいと思われるのは
⾳楽です。
体育は難しいみたいですね〜☆

... 2009/09/14(Mon) 18:49  

  ☆教育⼼理学について 投稿者︓ゆん  Rank:1回

はじめまして。
教育⼼理学の科⽬終了試験についてなのですが、⼿元にある過去問の情報が少なくて困ってます‥。

もしよろしければどなたか教えてください。
お願いします。

... 2009/09/09(Wed) 18:46  

  ☆認定単位について 投稿者︓ふらふら  Rank:1回

はじめまして︕
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

実は教育実習資格にある、⼊学時に本学より認定された単位が６単位
以上ある⽅は１８単位取得で教育実習資格あり。というのに
「基礎資格」も認定単位も含まれるとずっと勘違いしていました。

教育実習を⾏うにあたって単位が⾜りなく、あせっています。

中・⾼免許を持っているので教育員会に相談したところ
⽣徒指導・初等教育原理・児童⼼理学は単位の流⽤が出来るので
取らなくて良いとのことでした。

しかし明星⼤学側から認定単位の書類が送られて来なかった。ということは、
単位の流⽤とは別物なのでしょうか︖
どういう場合、認定単位と認められるのでしょうか︖

よろしくお願いします。



よろしくお願いします。

... 2009/08/25(Tue) 02:24  

◇Re: 認定単位について 投稿者︓まぺっと  Rank:7回

こんにちは︕
わたしもふらふらさんと同様、中⾼の免許を取得済みなので、単位認定をして免許を発⾏してもらう予定です。

ふらふらさんの掲⽰板を読んでいてちょっと分からなかったのですが・・・

【実は教育実習資格にある、⼊学時に本学より認定された単位が６単位
以上ある⽅は１８単位取得で教育実習資格あり。というのに
「基礎資格」も認定単位も含まれるとずっと勘違いしていました。】
これは、ふらふらさんが今、何単位取得しているということでしょうか︖

単位認定の科⽬は憲法と体育・・などの３教科ですか︖

⼩学校の免許は、住んでいる都道府県に①明星の「学⼒による証明書(名前を間違っていたらすみません。)」、②出⾝⼤学の「学⼒による証明書」を提出して発
⾏してもらいます。

明星では３０単位取得していれば【学⼒による証明書】は発⾏していただけます。

それは教育実習の単位を含めて３０単位なのか︖それとも教育実習の単位含めないで３０単位なのかはわかりませんが。。。。

... 2009/09/04(Fri) 09:56  

  ☆実習の⼿続きで必要な健康診断書に... 投稿者︓まぺっと  Rank:5回

こんにちは。教育実習を１１⽉に⾏う予定なのですが、実習前に必要な書類の「健康診断書」について質問です。

健康診断書はみなさんどこで書いてもらいましたか︖私が⾏く病院で健康診断書の発⾏費⽤を聞いたところ３万以上かかるとのことでした・・健康診断書は３万円くら
いが標準なのでしょうか・・・もしも安価で⾏った⽅がいましたら教えてください。

... 2009/09/02(Wed) 14:25  

◇Re: 実習の⼿続きで必要な健康診断... 投稿者︓みさ  Rank:2回

参考になるかわかりませんが・・

私も以前明星に健康診断書を出すために
病院に何件か問い合わせしたのですが
料⾦の差がありました。

何件か問い合わせした⽅がよいと思いますよ♪

... 2009/09/02(Wed) 17:44  

◇Re: 実習の⼿続きで必要な健康診断... 投稿者︓たーた  Rank:2回

私は確か1万円以下だったと思います。
みささんのおっしゃられる通り、何件か問い合わせるのがよいかもですね。

あと、急ぎでなければ保健所でも健康診断をしてくれるはず。
病院よりは安くできると思います。
事前に保健所に電話して、健康診断を⾏う⽇を確認するとよいと思います。

... 2009/09/02(Wed) 18:10  

◇Re: 実習の⼿続きで必要な健康診断... 投稿者︓みさ  Rank:3回

保健所その⼿があったのですね。

今後私も参考にさせていただきます♪

値段を書いてなかったと思い

参考になるかわかりませんが、書いておきます

わたしは三千円ちょっとですみました。

検査項⽬とかでも料⾦かわるみたいですよ。

... 2009/09/02(Wed) 22:27  

◇Re: 実習の⼿続きで必要な健康診断... 投稿者︓れれれ  Rank:2回

保健所で健康診断出来るんですね︕
こんな素晴らしい情報がゲット出来たこの掲⽰板に感謝です。

ちなみに私が以前受けた時は4000円でした。
いくつかの病院に問い合わせたのですが2万円〜4千円とまちまちでしたよ。

... 2009/09/03(Thu) 10:23  

◇Re: 実習の⼿続きで必要な健康診断... 投稿者︓まぺっと  Rank:6回

みなさん、ありがとうございます︕︕
今⽇、病院へ問い合わせてところ３千円で発⾏できると⾔われたので良かったです。
本当にありがとうございました♪

... 2009/09/03(Thu) 23:18  

  ☆道徳教育の研究の試験について 投稿者︓みさ  Rank:1回

１１⽉に初めて道徳教育の試験を受験します。

初めての試験になるので、準備を万端にして臨みたいのですが
 
問題の傾向などはあるのでしょうか︖

⼀応みなさんのレスなどをみて



過去問は集めてみたのですが・・

過去⼆年分くらいが順番にまわってでてきてるのでしょうか︖

もし詳しい⽅いらっしゃいましたら

教えていただきたいです。 

... 2009/08/31(Mon) 21:06  

  ☆教師論について 投稿者︓kei  Rank:1回

教師論の２単位⽬の②の課題につまずいています。解説を読んでもよくわからずにいます。教育愛をどう書いていけばいいのか、おわかりのかたがいれば教えて下さ
い。よろしくお願いします︕︕︕

... 2008/12/10(Wed) 00:15  

◇Re: 教師論について 投稿者︓はや  Rank:25回

keiさんへ。
⾃分は教科書をまとめる感じで書きました。
教師論の教科書と初等教育原理の５章３節も参考に書きました。

レポート作成は⼤変ですよね。
お互い頑張ましょう。

... 2008/12/11(Thu) 18:58  

◇Re: 教師論について 投稿者︓kei  Rank:3回

はやさんありがとうございます。なんとかレポートを書くことができました︕︕︕またアドバイスよろしくお願いします。

... 2009/01/08(Thu) 21:22  

◇Re: 教師論について 投稿者︓あきこ  Rank:1回

はじめまして。私も教師論の２単位⽬②に苦戦中です。。。初等原理も参考にしてみることが解り、助かりました。今から気を⼊れなおして⼜頑張ってみま
す。ありがとうがざいます。

... 2009/08/30(Sun) 18:05  

  ☆スクーリングについて 投稿者︓蟹⼭  Rank:3回

このたび夏季スクーリングに⾏ってきました。
参考になればと思い、よかった点についてお知らせしたいと思います。

スクーリングと科⽬試験では、どちらが単位がとりやすいかという質問が載せられていましたが、経験から⾔ってスクーリングの⽅がとりやすいと感じました。
スクーリングは配本テキストを使うことがほとんどなく、教授の勝⼿で授業が⾏われます。
（教授によって授業内容が違います）
テストは、論述が多く持ち込み可の試験がほとんどです。しかも試験問題は１回⽬の授業で発表されるケースが多かったです。試験勉強というほど構える必要も無いで
しょう。
ただし⾳楽科教育Ⅰについては、レポートの知識がないと難しいかもしれません（毎年９割以上の学⽣が単位をとれていると教授は⾔っていましたが）

試験の難易度は教授次第です、ただお⾦と時間をかけている分、単位はほぼ確実にとれると思います。早く単位が欲しい、取らなきゃまずいという⽅は参加することを
オススメします。

個⼈的な感想として、参加していた⼈は２３、４、５歳位が⼀番多かったです。（普通の⼤学と⼤差ないと思います）知り合いができれば楽しめますし、いい刺激も受
けます。ただ、ギブアンドテイクでレポートを済ます⼈がかなりいて、若⼲引きました。
よくも悪くもスクーリングに参加するのは有効だと思いますね。

... 2009/08/26(Wed) 15:15  

◇Re: スクーリングについて 投稿者︓れれれ  Rank:1回

私もスクーリング参加しましたが友達も出来て充実した⽇々をすごすことが出来ました。

ただ、私もレポートに関してはどんびきしてしまいました。真⾯⽬ですから。

... 2009/08/27(Thu) 14:47  

  ☆初等算数科教育法1単位⽬（３）に�... 投稿者︓みわ  Rank:5回

具体例「２４７２６」を例に使って、百までの概数  上から２ケタまでの概数を述べよ。という問題ですが、どのようにまとめたらよいのか、よくわかりません。ヒ
ントには、指⽰の仕⽅には2通りの表現があると書いてありますが、このは百まで 上から２ケタが２通りの表現ということで考えてよいのでしょうか。

... 2009/08/26(Wed) 23:17  

  ☆科⽬修了試験の 投稿者︓醤油  Rank:1回

結果って返ってきました︖

... 2009/08/25(Tue) 21:44  

  ☆初等理科教育法 投稿者︓meimama  Rank:1回

科⽬修了試験を４⽉５⽉６⽉と受けましたが・・・全滅でした（爆）
８⽉にもう⼀度チャレンジします。

初等理科の試験攻略法を教えてください。

教科書全部丸暗記しかないのかな︖

... 2009/07/02(Thu) 10:00  

◇Re: 初等理科教育法 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:123回

問題が予想できないですからね。でも、数うち当たる。できる限り覚えて、試験をたくさん受ける。それしかないのかなぁ。

... 2009/07/03(Fri) 18:57  

◇Re: 初等理科教育法 投稿者︓meimama  Rank:2回



◇Re: 初等理科教育法 投稿者︓meimama  Rank:2回

たけ＠管理⼈さん

ありがとうございました。
この科⽬をクリアすれば、卒業⽬前なのでもうひと踏ん張りがんばります。

みんな⾼知まで受けに⾏ってるんだろうか︖とちょっと思っていました・・・

... 2009/07/03(Fri) 21:17  

◇Re: 初等理科教育法 投稿者︓meimama  Rank:3回

たけ＠管理⼈さん

無事に８⽉の科⽬修了試験で『良』をいただきました︕
ありがとうございました。

... 2009/08/24(Mon) 20:37  

  ☆夏スク、最終⽇の試験について 投稿者︓まぺっと  Rank:4回

こんにちは。
夏のスクーリングについて質問させてください。

夏のスクーリング最終⽇に試験があるのですが、最終試験で単位を落とすこともあるのでしょうか・・・

私は今回の夏スクーリングの単位で教育実習の単位がすべて揃う予定なのですが、もし落としたら実習校の⽅に迷惑をかけてしまうので不安です・・・

もしもアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

... 2009/08/24(Mon) 11:52  

  ☆初等図画⼯作教育法れぽについて・... 投稿者︓しゅん  Rank:1回

今年の四⽉に⼊学してレポートに苦戦してます（＊。＊）初頭図⼯のレポートの１単位⽬の２『学習指導要領と関連させて系統づけよ』ってあるんですが、2章から８
章って広範囲1000字程度でまとめれない・・ってかまとめ⽅が違うのかも（︓︓︖） 何かアドバイスいただければ助かります︕︕

... 2009/08/24(Mon) 08:35  

  ☆初等算数科教育レポート 投稿者︓hassy  Rank:4回

ただ今、初等算数科教育のレポートを作成しております。１単位⽬の１は終わったのですが、それ以降（１単位⽬の２以降）の課題が教科書のどこに載っているのか⾒
つけることができません。どなたか申し訳ありませんが、１単位⽬、２単位⽬も含めて、「教科書の○○ページくらいに載ってます」という情報がありましたら教えて
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

... 2009/08/18(Tue) 13:17  

◇Re: 初等算数科教育レポート 投稿者︓masamune  Rank:7回

ここにある課題は基本的なものなので
指導書に全て書いてあります。
将来教員になるなら購⼊してもいいんじゃないですか︖

そこまではって思うのだったら
問題そのままネット検索すれば
出ていますよ
ただし、ネット情報なので⾃⼰責任でお願いします。

... 2009/08/18(Tue) 19:51  

◇Re: 初等算数科教育レポート 投稿者︓hassy  Rank:5回

masamuneさんありがとうございました。何とか少しずつですが進んでいます。２単位⽬２の指導案ってので⼿こずっていますが、何とか乗り切りたいと思い
ます。ありがとうございました。

... 2009/08/19(Wed) 23:09  

  ☆⾳楽科教育 投稿者︓ぷぅ〜  Rank:1回

早速質問です。
２単位⽬―５なんですが、⼩節線は書けたんですが、強拍と弱拍はどう書いたり、どこの位置に書けばいいか、例や教科書を⾒ても全く分かりません。どなたか教えて
ください。

... 2009/08/16(Sun) 21:58  

◇Re: ⾳楽科教育 投稿者︓masamune  Rank:6回

教科書３５ページ以降に
載っていますのでしっかりと読み込んでください
簡単に⾔えば最初は強拍、その後基本となる拍を弱拍で
表すだけの簡単な問題です。

... 2009/08/17(Mon) 21:34  

◇無題 投稿者︓ぷぅ〜  Rank:2回

ありがとうございます。教えてもらった通り教科書でなんとかできました。

... 2009/08/19(Wed) 07:21  

  ☆はじめまして︕ 投稿者︓みっちー  Rank:1回

はじめまして︕⼩学校の免許を取得しようとしています︕まだまだレポートを完成させるのに苦労していますが、テスト対策としてどのように勉強されてますか︖レポ
ートをまとめることでいっぱいいっぱいです︕

... 2009/08/16(Sun) 01:39  

◇Re: はじめまして︕ 投稿者︓masamune  Rank:4回

過去問を⾒て
教科書のその部分を読み

後は⾃分なりにまとめれば



後は⾃分なりにまとめれば
五分五分で通ります

... 2009/08/16(Sun) 09:11  

◇無題 投稿者︓みっちー  Rank:2回

masamuneさんありがとうございます︕わかりました︕まずはレポートを頑張ってみますね︕

... 2009/08/17(Mon) 06:12  

  ☆⾳楽科教育 投稿者︓残念ボーイ  Rank:1回

のレポートって帰ってくるの遅いですか︖もう半年以上たっているような・・・

... 2009/08/15(Sat) 19:52  

◇Re: ⾳楽科教育 投稿者︓masamune  Rank:3回

半年はざらですよ
しかも全問正解でないと合格はありません
まさに⻤⾨
ただ、科⽬試験やスクーリングは簡単
なのでさっさと合格してしまうのが吉です

... 2009/08/16(Sun) 09:10  

◇Re: ⾳楽科教育 投稿者︓残念ボーイ  Rank:2回

そうなんですか︕早く返してもらえないと、スクーリング受けた意味がなくなってしまうので・・・わざわざご丁寧にありがとうございます。

... 2009/08/16(Sun) 11:46  

  ☆無題 投稿者︓まぺっと  Rank:1回

今⽇、科⽬終了試験の結果が返ってきました。教育課程論が⼀番不安でしたが、優で良かったです。

相談です・・・
６⽉のスクーリングで知り合った⼈に、レポートを⾒せてほしいといわれました。でも、私にとっては、なんだか納得できません・睡眠不⾜になりながらも⼀⽣懸命頑
張って書いたので・・・こういう場合は断って良いんですよね・・・

... 2009/07/02(Thu) 10:45  

◇Re: 無題 投稿者︓タケ  Rank:1回

もちろんです。
嫌であれば、きっぱり断って下さい。
楽をしたいと思う⼈も少なからずいますから。

... 2009/07/03(Fri) 08:25  

◇Re: 無題 投稿者︓まぺっと  Rank:2回

ありがとうございます。断りずらくて、直接⾔われたときは断れなかったのですが、メールで断ることにします・・・

... 2009/07/03(Fri) 10:28  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:122回

いつも有難うございます。こういう場合、断っても他の⼈からもらってなんとかするでしょうね。はっきり⾔いにくければ、「はずかしくてみせられない」と
か、「なくした」とか、「データを消しちゃった」とか嘘を⾔ってごまかしてしまってもいいかもしれません。でも、スクーリングで信頼できる仲間に出会え
るといいですね。私も、丸写しはしませんでしたが、ネタの交換などはしました。書き出しがイメージできるとけっこう書けますので、スクーリング中にずい
ぶんレポートを書きました。

... 2009/07/03(Fri) 18:56  

◇Re: 無題 投稿者︓らい  Rank:2回

私もスクーリングでちょっと無責任︖な⼈に10個以上「レポート⾒せてください」とかマシンガントークで⾔われました。異性だし怖くてそのときは「はい」
と⾔ってしまいましたけどその後「連絡の取れる番号教えてください」みたいに⾔われてキレました。
次の時間に「やっぱり⾒せられません」とだけ⾔いました。

その後もなぜか馴れ馴れしく話しかけてきましたが、幸い話しの出来る同性の友達が出来たので逃げることができましたけど・・

⾒せることないですよ︕︕
いきなり⾒せてくれって⾔う⼈は出会った⼈を⾃分の踏み台にしているとしか思えません。参考のためにその場で読ませる程度でしたらいいですけどね。

... 2009/07/14(Tue) 15:40  

◇Re: 無題 投稿者︓まぺっと  Rank:3回

らいさん、返信ありがとうございます。そして、気づくのが遅くすみません。

今度の夏のスクーリングで、会ったときが不安ですね・・・でも、私は悪いことをしていないと信じて(︖)いこうと思います。

郵送代しか払わないなんて、都合が良い⼈ですよね・・・。

... 2009/07/22(Wed) 08:28  

◇断るべき 投稿者︓はたはた⼩僧  Rank:1回

⾃分もレポートを⾒せてと⾔われて、
調⼦に乗って⾒せてしまった【踏み台】です（苦笑）

４０代後半︖の⼥性で、マシンガントークでした。
「レポお願いだから⾒せて︕今年中に卒業したいの︕
お願い〜」と、とてもしつこく、参ってしまいました。

⾃分はなぜ⾒せたかというと、今後⾃分が困ったときに
⾒せてくれるであろうと思ったからです。しかし、
ある⽇「参考に⾒せて欲しい」とメールをしても
「まだ書いていない」とのこと。（その教科は
既に１⽉の提出期限に絶対提出しているはずだ）
・・・なのに断られました。おかしいと指摘すると
しぶしぶ送ってくれましたが、もうキレました。
何教科も⾒せたのに︕︕騙されました。もういやです。

既に学校にお勤めの⽅で、お忙しいのは分かりますが、

本末転倒だと思いました。こういう⼈たちは友だちじゃ



本末転倒だと思いました。こういう⼈たちは友だちじゃ
ありませんね︕

あと、たまたま愛知県の⽅なのですが、レポートの件で、数名
イヤな想いをさせられました。こちらも同じく教壇に⽴って
いるのにおかしいよ︖と思いまして、断りのメールすらせずに
無視しました。この夏、もしスクで会ったとしても無視します。

もう絶対に誰にも⾒せたくないです。勿論、⼤したレポじゃない
けれど、徹夜して⼀⽣懸命書いた物ばかり。
⾃分の⼈の良さが裏⽬にでました。というわけで、随分踏み台に
されてしまいました。これからは気をつけることにします。

⻑⽂失礼致しました・・・

... 2009/08/03(Mon) 16:41  

◇Re: 無題 投稿者︓masamune  Rank:5回

別に⾒せてやればいいじゃないですか
それを⽣かすも殺すも相⼿次第でしょ︖
⾃分がもらえないから不満てなんか違うと思いますけどね

... 2009/08/16(Sun) 09:13  

  ☆図画⼯作科Ⅰについて 投稿者︓まい  Rank:1回

８⽉に⽇野で図画⼯作科教育Ⅰを受ける予定です。
図画⼯作科教育は難しいでしょうか︖
過去問も毎回違うのでどのような問題がでるか予想もできません。
よろしくお願いします。

... 2009/07/09(Thu) 22:00  

◇Re: 図画⼯作科Ⅰについて 投稿者︓ひいー  Rank:1回

まいさん

 図画⼯作科教育Ⅰですが、過去問を調べて、まとめておけば⼤丈夫だと思います。

 しっかり要点をついていれば合格できるはずです。

 私もはずかしながら、こちらでアドバイスをいただき合格することができました。

 がんばってください。

 こちらも８⽉が試験です。

... 2009/07/29(Wed) 18:46  

◇Re: 図画⼯作科Ⅰについて 投稿者︓まい  Rank:2回

ひいーさん
遅くなって申し訳ありません。
結局、図画⼯作１できませんでした。。。。。
１０⽉までにしっかり勉強しようと思います。

... 2009/08/13(Thu) 19:59  

  ☆国語科教育１単位⽬について 投稿者︓みわ  Rank:3回

 今⽇、国語科教育のレポートが返ってきました。１単位⽬が再提出でした。「現代⽇本語における」という点があいまいだということのようですが、どのように書い
て再提出したらよいのか、わかりません。教科書を⾒ても、どこに書いてあるのか、よくわからないのです。
みなさん、スクーリングや試験前でお忙しいとは思いますが、教えていただけるとうれしいです。

... 2009/07/29(Wed) 18:15  

◇Re: 国語科教育１単位⽬について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:42回

こんにちは、 みわさん 私は、ここから引⽤しました。 教科書は、あまり使わなかったように思います。（私はですが。）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%AC%E8%AA%9E

敬語を使う場⾯として、商売や仕事、⾃分より⽬上の⽅ などもいれました。
あと、特徴と、問題点（⽪⾁や敬語を使⽤しているときの使⽤者の態度）なども⼊れました。
最初の 「敬語とは、 」 位の説明には、「尊敬語・謙譲語・丁寧語」 などを使⽤しましたが。 他では、まったく使いませんでした。

もしかしたら、特徴と、問題点を多く書いたほうがいいかもしれません。

去年の課題が「 敬語の 功罪 」だったので よい例と悪い例を取り上げるのがいいかもれないと思い私は、このレポートを作成しました。
しかし、もう既にこの形で書いていたのであれば、 すみません。 

まとめると、 あまり（私は、）テキストは使わなかった。（まったくではない）
       特徴と、問題点を  よい例と悪い例で 取り上げた。
       字数は、なるべく多く書いた。

  位しかアドバイスができませんが。 ⾔われなくても分かるような内容ですみません。  確かに、国語は、難しいですが、がんばってください。

... 2009/07/30(Thu) 13:44  

◇Re: 国語科教育１単位⽬について 投稿者︓みわ  Rank:4回

与謝野てつおさん、丁寧に教えてくださってありがとうございました。
スクーリングを受ける前に何とか再提出をしたかったので
⼤変助かりました。
がんばってやってみます。

... 2009/07/30(Thu) 20:17  

  ☆環境の試験 投稿者︓みぃ  Rank:1回

はじめまして。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%AC%E8%AA%9E


はじめまして。
今回の試験で初めて「環境」という教科を受けるのですが、過去問を調べても、他の教科と⽐べて過去問があまりでてきません。

分かる⽅がいましたら教えてください。

よろしくお願い致します。

... 2009/07/30(Thu) 19:55  

  ☆無題 投稿者︓サリー  Rank:1回

今週の⽇曜に始めて科⽬修得試験をうけます。教科は教育相談研究です。何を勉強したらいいのかもわかりません。よかったら過去問とどのへんを勉強しておくのがい
いのかをできたら早めに教えてください。急なお願いですみません。

... 2009/07/28(Tue) 11:59  

  ☆初等教育原理Ⅰ・Ⅱの過去問につい... 投稿者︓北の零年  Rank:1回

8⽉に初等教育原理Ⅰ・Ⅱの試験を受けるのですが、どなたか今年に⼊ってからの明星⼤学会場の過去問を分かっている⽅教えていただけないでしょうか。
出来れば今年の2⽉、4⽉、5⽉分が知りたいです。単⽉のみでも分かればお願いします。

勝⼿な質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

... 2009/07/27(Mon) 00:38  

  ☆保育学について 投稿者︓A  Rank:1回

はじめまして Ａと申します。

保育学（３単位⽬）の再提出がわからなくて、悲鳴をあげています︕

先⽣のご講評では、

「発達をもたらす諸要素が多様にあることはわかりますが、
『環境』『遊びを通した総合的な指導』が、発達上、他の要素と違いどんな意味をもつか
それをはっきりと打ち出してください。教科書での該当部分を学習する必要があります」

とまで先⽣はご丁寧にご指導くださったのですが、

もう１０⽇間、教科書を隅々読み返していますが、努⼒は病院で点滴をうけるまで
必死にしていますが読解⼒がないのか、理解⼒が⾜りないのか、私には教科書に書かれている 
＜⼦育て⽀援のこと、保育思想・内容・⽅法の変遷、保育（指導）案の関連のもの、
⼼理学者たちの考え、実習⽣の経験よりみえるもの、現実の⾃治体の取り組み…＞ 
などから⾒えてくる
「こどもを幸せにしたいと思う⼤⼈から⽀えられるあたたかな保育の姿、⼀つ⼀つすべて」
が幼児豊かな発達には重要であるように思えてしまい、要点を捉えてすっきりと
理解することができません。。。

課題は「どのような保育によってなされるか論述する」ということなので、
幼児の家庭での⽣活ではなく園での⽣活において、という視点から
余計なことは、ばっさりカットしてしまい、幼稚園要領と保育指針から
幼児の発達を促すものを捉えていけばよい、ということなのでしょうか。。。

レポートにおさまりきらず、わけがわからなくなってきました。。。
皆様、お忙しいとは存じますが、ぜひ、ご助⾔ください。

管理⼈さま︓⻑⽂申し訳ございませんm(＿)m

... 2009/07/22(Wed) 16:39  

◇Re: 保育学について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:41回

こんにちは、Aさん
私も現在 保育学をやっています。なので、合格者としてのアドバイスではないのですが。 保育学の情報が少ないために、私にとっても Aさんの現状が情報
になりました。 ここでは私の意⾒と現状として書かせてもらいます。
私は、3単位⽬は 「環境」・「遊びを通しての保育」に「保育者のあり⽅」を 加えました。  内容は、保育者がこどもを考慮した 環境を整え、 遊びを
通した保育を⾏えるようにする。 様な流れです。   
引⽤は、ほとんど 要領と指針からです。 要領・指針ともに確かに、良いことばかりが書かれているのでどこを使っていいのかわからないことと、引⽤ばか
りで⼤丈夫か︖ などと考えながら作成しています。
私の現状を、述べるだけですが。 私はこのような感じです。 保育学は情報が少ないい上に 厳しいですが。 がんばりましょう。 何か、私も情報があれ
ばまた、投稿させていただきます。

... 2009/07/24(Fri) 09:01  

◇Re: 保育学について 投稿者︓A  Rank:2回

はじめまして、与謝野てつおさん︕
詳しくご助⾔くださり、⼼よりどうもありがとうございました︕m(＿)m

やはり要領、指針、保育者のあり⽅、がポイントのようですね。そうなんです…。要領・指針からの引⽤は、どこまでがＯＫなのか⾮常に気になります…。

しかし・・・私の、この再提出になったものの内容は、「園での基本が⽰されているのだから、要領・指針を基に書けばいいんだ︕」と思い、⼤半を要領・指
針とそれらの「解説」の⽅も参考に筋道を⽴て、少し詳しく述べ、残りの部分に教科書からあちこちぎゅぎゅっと詰め込んで、ぎりぎりまとめたのですが再提
出だったのです。。。

⼀体、先⽣のおっしゃる「教科書の該当部分」がどこなのか、さまよっています。。。

先⽣に質問表を送る、という⼿段もあるのはわかっているのですが、実は１０⽉⽣の私にとって最後の８⽉科⽬修了試験で、この保育学と体育を受験する予定
だったので（この２つが受かれば修了なんです）、できたら何とかそれまでに、何かしらのアドバイスを得られないかと思い、ここに書き込みさせて頂いたと
いうのが経緯です。（すみませんっ、ご説明・⾔葉不⾜でした︕）

与謝野さんと同じで、私も保育学の情報の少なさをとても感じていました。おっしゃるように、厳しい科⽬でもあるようですね。お励まし、ありがとうござい
ます︕悔いのないよう、精⼀杯がんばります︕

与謝野さん。余計な情報かもしれないのですが、よかったら。

何⽉⽣の⽅か存じませんが、保育学は実績では夏しかスクーリングがないようですので、もし、お仕事のお休みが取れたり、実習の準備と重ならなかったり、



何⽉⽣の⽅か存じませんが、保育学は実績では夏しかスクーリングがないようですので、もし、お仕事のお休みが取れたり、実習の準備と重ならなかったり、
経済的にも⼤丈夫そうだったりしたら、夏スクを受講して、ついでに先⽣にレポートでのアドバイスを直接頂けるよう伺ってみるのも⼿かもしれません。教科
書を⽚⼿に先⽣に直に質問に⾏けば、⻤に⾦棒です。ですので、もし私みたいに再提出地獄に陥りそうになったら、かなり早めに計画を修正してみるのもよい
かもしれません。私はもう来年までムリなので。。。計画⽴案に失敗しました。泣

... 2009/07/24(Fri) 14:56  

  ☆科⽬終了試験 投稿者︓⾵林⽕⼭  Rank:1回

前回出た問題が続けて出る事ってありますか︖︖

... 2009/07/21(Tue) 07:32  

  ☆初等算数科教育法のレポートについ... 投稿者︓masamune  Rank:2回

初等算数科教育法 
１－２の⽂章題の特徴というところで詰まっています。

この問題の特徴は
与えられた情報から仕事量が求められることに気づくことが必要な問題である

とまとめてみたのですが不安です。
どなたかアドバイスをお願いします。

加えて１－３の表現⽅法
２つあるとレポート課題集にはありますが
⼀つしかわかりません
こちらもご助⾔いただけると幸いです

... 2009/07/19(Sun) 09:44  

  ☆罷鱚齏纈 闔頏琺 投稿者︓Kelvin  Rank:1回

http://www.basketball.adcenter.org.ru/s/?p=3&c=607 ﾍ� � 糺 砒� � 鮻褪� ��  ⅳ粢 ..
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... 2009/07/18(Sat) 23:23  

  ☆再レポート 投稿者︓蟹⼭  Rank:1回

児童⼼理学２単位⽬が不合格でした。
レポートを再提出する場合、科⽬バーコードは使いまわすものなのでしょうか︖
予備のシールが無いので、仕⽅なく１回⽬のシールを剥がして貼っています。
なんだか不安です。ご存知の⽅いたら教えて下さい。

... 2009/07/18(Sat) 00:30  

◇Re: 再レポート 投稿者︓与謝野てつお  Rank:40回

私は、今まではがして使っています。 （カッターで下の紙ごと張り付けています。）その⽅が2回⽬の再提出のときにシールが痛まなくていいですよ。⼆回⽬
は、のりで貼り付けているので、カッターは使わずに、⼿ではがしていますが。 いままで⼤丈夫でした。 なので、私的には、⼤丈夫だと思います。

... 2009/07/18(Sat) 13:27  

◇Re: 再レポート 投稿者︓蟹⼭  Rank:2回

>与謝野てつおさん

ありがとうございます。
シールの粘着⼒が残っている場合はいけそうですが、下の⽤紙とくっついたりしたら切るしかないですね。
私も今後同じようにやっていこうと思います。

... 2009/07/18(Sat) 20:07  

  ☆無題 投稿者︓jin  Rank:1回

私は、今年の４⽉⽣として⼊学し、来年の教員採⽤試験を受ける予定です。また、来年教育実習を受ける予定です。そこで、相談なのですが、教育実習は教員採⽤試験
の前に終わりにしておいていたほうがいのでしょうか︖もし、前に終わりにしておくならば、採⽤試験の直前(５⽉から６⽉)になってしまうのですが。私個⼈的には、
勉強のことを考えて、採⽤試験が終わってから教育実習を受けたいと思っているのですが、採⽤試験の⾯接でネタがなくて困ったり、不利になったりするのではないか
と不安な気持にもなります。アドバイスいただけると助かります。

... 2009/07/14(Tue) 15:53  

◇Re: 無題 投稿者︓与謝野てつお  Rank:39回

jinさんこんにちは、私も、同じ境遇で迷っているものです。 私は今年採⽤試験を受けるのですが。まだ、教育実習を受けていません。たぶん、2学期になるだ
ろうと⼩学校から⾔われています。 なので私は、⼩論⽂のネタなども体験的なものはありません。 なので、⼩論⽂の内容は、教育観、教師観で⾏きまし
た。⾯接は、どうしようかと考えております。 （関東近辺は試験終わりました。⼀次に受かればの話ですが。）

 jinサンは介護体験は免除ですか︖ 私は、これもあるので どんだけたいへんなのか想像もつきませんが。 何とか、こなせればと思っております。

つまり、私も明確な答えがない⼈です。  すみません。  来年になって何かの形で報告できればと思っております。

... 2009/07/15(Wed) 13:28  

◇Re: 無題 投稿者︓jin  Rank:2回

与謝野てつおさん、コメントありがとうございます。わたしも介護体験が残っています。
私は、30代で何もかもゼロからのスタートです。埼⽟を来年受けようと思っています。与謝野てつおさんは、今年だったんですね。出来はどうでしたか︖まず
は、⼀次受かるといいですね。報告お待ちしております。

... 2009/07/15(Wed) 19:31  

  ☆リニューアルしました 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:120回

みなさま、まもなくスクーリングですね︕暑さと冷房に気をつけてがんばってください。この度、サイトをリニューアルしました。いろいろとチェックをしています

http://www.basketball.adcenter.org.ru/s/?p=3&c=607


みなさま、まもなくスクーリングですね︕暑さと冷房に気をつけてがんばってください。この度、サイトをリニューアルしました。いろいろとチェックをしています
が、リンク切れやエラーなどを発⾒した際はお知らせください。過去問やレポート情報の書き込みもお待ちしています。

... 2009/06/28(Sun) 20:40  

◇Re: リニューアルしました 投稿者︓shig  Rank:5回

どもshigです。

ご無沙汰しております。
が、近況はこちらで拝⾒させていただいていますので。。。（ｗ

さて、こちらのリニューアル、本⽇開いてびっくりしました（＠＠）

⽇々の忙しさの中でなかなかHPのメンテなんかも、⼤変だと思います。

私も含め、OB・OGさん達も、この掲⽰板にお世話になり、今後も新たに
学習を始められる⼈にとって有意義な場となるよう⽀えて⾏きたいと
思います。

管理⼈さんに賞賛︕

 

... 2009/07/04(Sat) 14:37  

  ☆初等⾳楽科教育法の①のレポート 投稿者︓green hill  Rank:1回

初めまして。科⽬履修⽣として４⽉に⼊学しました。よろしくお願いします。
２００９年度〜の課題です。
「歌唱共通教材」とはどのようなものですか︖教科書p193〜p228を読んで、その定義や扱い⽅の注意点をまとめてください。とあります。ここで分からないのが、テ
キストP36には、現⾏「学習指導要領」・・・と、ありますが、テキストの現⾏指導要領のことは、現在では旧のもので、平成21年度から新学習指導要領になっていま
す。テキストの指導要領のことから、レポートを作成すればよいのか、新学習指導要領の内容ですればよいのか困っています。「歌唱共通教材」は旧と新では、指導し
なければならない曲数が違います。
どなたか、教えてください。

... 2009/06/10(Wed) 22:52  

◇私の場合ですが… 投稿者︓珈琲⽜乳  Rank:3回

green hillさん、こんにちは。

私も新学習指導要領と教科書をつきあわせてみて愕然としました…が、
「教科書を訂正してくださいっ︕」というつもりで、新学習指導要領側を使って
レポートを書きました。
…で、レポートは合格しましたが、
今のところ「めいせい」には教科書内容の訂正が載っていません…

こういう例もありますので、きっと新学習指導要領で⼤丈夫です。頑張ってくださいね。

... 2009/06/12(Fri) 11:37  

◇Re: 初等⾳楽科教育法の①のレポー... 投稿者︓green hill  Rank:2回

珈琲⽜乳さん、ありがとうございます。
運動会もあるレポートもある。運動会は⾬で延期になりましたが・・・。
落ち着いて考えられませんでした。しかし、これで何とか着⼿することができそうです。

... 2009/06/14(Sun) 20:37  

◇Re: 初等⾳楽科教育法の①のレポー... 投稿者︓とびうお  Rank:3回

去年から新学習指導要領になったので、
その辺りについて変わっていない教科書だと困りますよね。
基本的に、レポートの最初に
「今回のレポートは平成20年の学習指導要領を参照した。」
みたいなことを書いておけば、レポートを添削される先⽣にも伝わります。
私は他の教科ですが、これで全部ＯＫでした。
頑張りましょう︕

... 2009/07/01(Wed) 15:04  

◇Re: 初等⾳楽科教育法の①のレポー... 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:124回

これからは新指導要領の時代ですから、「今回のレポートは平成20年の学習指導要領を参照した。」は良いですね。現場に出て、古い指導要領をたくさん勉強
してきました〜だと笑われますしね。がんばってください︕

... 2009/07/03(Fri) 18:59  

  ☆初等体育科教育の２００９年の問題 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:17回

今⽉の初等体育科教育の試験を受けるものです。これが受かれば，ようやく単位をとりきる事ができます。しかし︕今年に⼊って試験問題の範囲のようなものが「めい
せい」に載らなくなったので正直焦っています。２００９年の4⽉，5⽉を受けられた⽅で過去問をもっている⽅で どのような問題がでたのかできるだけ 多く情報が
ほしいです。どなたかお願いします︕︕

... 2009/06/10(Wed) 17:45  

◇Re: 初等体育科教育の２００９年の... 投稿者︓リサ  Rank:1回

09年4⽉の問題は

１，「⼼と体を⼀体として」「適切な運動の経験」とは何かについて述べよ
２，器械運動の学習指導について論述せよ

私は6⽉に受け、結果待ちです。かなり勉強が⼤変でした。範囲が広すぎますね。
「めいせい」に出題範囲を載せたり載せなかったり、というのは、不平等だと
思い、事務局にも申し出てみました。

職員の⽅にも、もっともだ・・という感じで聞いていただけました

... 2009/06/11(Thu) 20:23  

◇Re: 初等体育科教育の２００９年の... 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:18回

リサさんありがとうございます︕とりあえず…やるだけやってみます＾＾



... 2009/06/12(Fri) 22:37  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓hassy  Rank:1回

初めまして。私は現在仕事をしながら、科⽬履修⽣として４⽉に⼊学しました。全部で１２単位取得しようとしているのですが、まだ１単位も進んでいません（泣）。
そこで・・・
まず始めに、「初等科国語教育」のレポートを作成しているのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。課題集を⾒ると、「「私の住んでいる町」について
報告する⽂章を準備をし、その内容を略述する。」とあるのですが、a〜eについてどのように書いたらよいか、箇条書きなのか、もし書いた⽅がいらっしゃいました
ら、書き⽅などアドバイス、ご助⾔いただければと思います。よろしくお願いいたします。

... 2009/06/08(Mon) 09:53  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓与謝野てつお  Rank:37回

はじめまして、hassyさん 初等国語難しかったです。 参考になると思いコメントさせていただきます。
  私も何⼈かの〔違う地⽅の⽅）のレポートを⾒たのですが。共通していることは、私は、その⽅の地元を知らなくてもその⽅の住んでいる⼟地柄が伝わっ
てくるような内容が合格をもらっていました。 （勿論意義のある内容でなければなりませんが。）
 それを踏まえて、私は、⾃分の地元の市役所をインターネットで調べて、産業。⽂化。経済。そして教育の分野でまとめて書きました。 それらを書くだけ
ですぐ、字数は埋まります。 ですが。私が⾒た東京の⽅は、本当に書くことがないが合格をもらっていました。  しかし、それでもそのレポートから伝わ
ってくるものがありました。 

 参考になるでしょうか。︖  その地域独特の祭りや遺跡などがあればかなり、字数をかせげますよ。 国語は字数を指定してきます。 なので⽤紙いっぱ
いに書いたほうがいいと思います。   難しいですが。がんばってください。

... 2009/06/08(Mon) 18:21  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓hassy  Rank:2回

与謝野てつお様、丁寧にご返信いただきありがとうございました。とっても参考になりました。早速市役所などのＨＰを調べてみています。ありがとうござい
ました。
もう⼀点うかがいたいことがあります。レポート課題集を⾒ると、「記述報告は２〜５（⿊四⾓）」となっています。実際に８００字で⽂章を書くのは「３」
ですが、「２」はどのように書いたらよろしいのでしょうか︖これは⽂章で記述するのか、箇条書きにするのか・・・。「２」を⽂章で書くと、「３」とかぶ
ってしまうような・・・。
申し訳ありません。何もかもが初めてで、何をどうしたらよいのかわからないもので・・・。もしアドバイスいただけましたらよろしくお願いいたします。

... 2009/06/08(Mon) 22:48  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓与謝野てつお  Rank:38回

hassyサン おはようございます。先ほど読ませていただきました。

 そうですね。私もその部分は、迷った箇所です。この書き⽅でいいかわかりませんが。
（合格しているのでいいかもしれません。）

（もしかして、数字などがズレていても、そんな感じで修正してください。）

②ーＡ 私の住んでいる町 の” 取材メモ”
  ○○○が多い町

  〜の町など、の”少し”説明をする。
  

②ーＢ 町の特⾊ 

Aと似ていますが。ここでは、さらに、具体的な特徴を取り上げました。
（町の歴史なども少し⼊れました。しかし、下記とつながるような内容がいいと思います。）

②ーＣ 主題⽂  「 テーマを書きました。 」（⼀⾏でした）

②ーＣ 主題⽂  「②ーＢ 町の特⾊」の説明した。並びで⽂章を進めていきました。

  
そして、最後に、（今年の課題にあるかわかりませんが。）
≪⾸尾よくいった点≫と≪不成功に終わった点≫ の⼆点をまとめとして⼊れるように去年はありました。  

私はこのように書きましたが。 おかしな書き⽅かもしれません。参考程度にしてください。 

... 2009/06/10(Wed) 09:10  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓hassy  Rank:3回

与謝野てつお様、ナントわかりやすい説明をありがとうございました。読ませていただいて涙が出るほど嬉しかったです。やっとやっとスタートを切れそうな
気がします。＜⾸尾よくいった点＞＜不成功に終わった点＞もあります。そこもよく分かりませんが、主題⽂を書き終えてからのところなので、まずは書き始
めてみたいと思います。⼤変⼤変参考になりました︕本当にありがとうございました︕

... 2009/06/10(Wed) 19:04  

  ☆⾳楽科教育Ⅰ 投稿者︓エルマー  Rank:1回

夏季スクーリングで⾳楽科教育Ⅰと算数科教育法（これも難しくて）と時間がダブるので、どちらを受講すべきか迷っています。⾳楽科教育Ⅰは科⽬終了試験では取り
やすいほうでしょうか︖それとも難しいのでしょうか︖レポートも難しくてついついあとまわしになってしまったのですが、⾳楽がまったくの素⼈の私はやっぱりスク
ーリングの⽅がいいのでしょうか︖

... 2009/06/08(Mon) 20:46  

◇Re: ⾳楽科教育Ⅰ 投稿者︓ばぶお  Rank:4回

⾳楽家教育Ⅰは絶対スクーリングの⽅がいいと思います。素⼈ならばですが

... 2009/06/08(Mon) 22:56  

◇Re: ⾳楽科教育Ⅰ 投稿者︓すのーぴぃ  Rank:3回

楽譜もよめないくらいの素⼈であれば、⾃分だけで勉強するのは難しいかもしれませんが、
テキストが理解できれば、試験で⼤丈夫だと思います。

個⼈的にはレポートは楽ではありませんでしたが、試験は１番楽だった気がします。

... 2009/06/09(Tue) 00:14  

◇Re: ⾳楽科教育Ⅰ 投稿者︓エルマー  Rank:2回

ばぶおさんとすのーぴぃさんへ
初めて投稿させていただいたのですが、ご意⾒がいただけて、とても嬉しかったです。
お忙しいところ、いろいろと教えていただいてありがとうございました。



お忙しいところ、いろいろと教えていただいてありがとうございました。
お⼆⼈のご意⾒を参考にさせていただき考えまして、レポートもなかなか
簡単にはできなかったので、夏季スクーリングを申し込む事にしました。
ありがとうございました。
ばぶおさん
すのーぴぃさん
            どうぞお元気で     エルマーより
           

... 2009/06/10(Wed) 12:00  

  ☆単位の認定のことで質問です。 投稿者︓ようこ  Rank:1回

こんにちは。単位の認定のことで分からないことがあります。

私は中⾼の社会科の免許を取得しています。その中で、児童⼼理、総合演習と初等科教育原理は免除になるのでしょうか︖︖

それとも教育⼤学を出ていないと、それは免除にならないのでしょうか・・・

よく分からないので、もしご存じの⽅がいらっしゃいましたら教えてください。

... 2009/05/01(Fri) 19:04  

◇Re: 単位の認定のことで質問です。 投稿者︓みくす  Rank:4回

こんばんは。
単位の認定のことですが、出⾝⼤学に問い合わせた⽅が確実だと思います。

私は平成11年に⼤学を卒業し、その時に中⾼の家庭科の免許を取得しており、
昨年、⼩学校⼆種免許を取得する際、ようこさんと同じように児童⼼理、総合演習等は
必要ないような説明を教育委員会でされました。

が、出⾝⼤学に聞いたところ、私は平成10年の教員免許法改正の際、旧法に従って
中⾼の免許を取得しているので、新法の⼩学校の免許を取る際には改めて総合演習と
教師論（教職に関する科⽬）が必要だということがわかり、⼤慌てでとり、ぎりぎり
3⽉の教員免許の申請に間に合ったという苦い経験があります。

教育⼤学を出ている、ということよりも、出⾝⼤学でどのような科⽬をとり、
その科⽬が申請する都道府県の教育委員会に認められるかどうか、が⼤切なのでは
ないかと思います。まずは出⾝⼤学に単位習得証明書を出してもらい、
教育委員会で相談すると良いのではないでしょうか。
加えて、私の時のように教育委員会の⽅がうっかり説明を間違えることも想定し、
出⾝⼤学の教員免許担当の⽅にも相談しておくこともお勧めします。

... 2009/05/02(Sat) 21:10  

◇みくすさん。 投稿者︓ようこ  Rank:2回

みくすさん、丁寧なアドバイスありがとうございます。
GW開けてから、出⾝⼤学に連絡してみようと思います︕︕︕︕

... 2009/05/02(Sat) 23:17  

◇単位認定の件で 投稿者︓mary  Rank:3回

先⽇、教育委員会の⽅と⼀緒に免許表をもとに確認してもらいました。私が⼤学次取得した単位証明書を元に照らし合わせてみたところ、３つの教科（初等教
育原理、児童⼼理、⽣徒指導あるいは教育相談研究）が単位流⽤できるとのことでした。

明星の事務で確認したときは、流⽤は出来ないと⾔われてしまったのですが、免許証は各都道府県で交付するとのこと。従って、明星で免許申請の証明書を出
してもらえる単位分取得すれば良いそうです。私は免除になった教科はありますが、明星で免許申請の証明書を発⾏してもらうための単位数が少なくなるの
で、免除になったいくつかの教科はちゃんと取得するつもりです。

⽂章が分かりずらかったらすみません。

... 2009/06/08(Mon) 13:08  

◇Re: 単位の認定のことで質問です。 投稿者︓ブラゴ  Rank:1回

横レス失礼します。

個⼈申請で免許を申請するなら明星のいう2種分44単位分取得する必要はなし。
各都道府県によりまちまちだけどmaryさんのようにいくつか流⽤可能。
個⼈申請に必要なのは、各都道府県の定める免許申請⽤紙+明星の単位修得証明書。
単位修得証明書に必要なのは10か⽉以上の在籍期間と30単位を明星で取得すること。
よって最低30単位は必要になります。

... 2009/06/08(Mon) 23:05  

  ☆初等図画⼯作科教育法の科⽬終了試... 投稿者︓四ツ⾕  Rank:12回

すみません、以前さんざん迷惑をおかけいたしました、四ツ⾕です。
図々しい質問ですが、私も勉強が安定してきたら協⼒いたしますので、ご教授お願い致します。

早速質問なのですが、初等図画⼯作科〜の試験問題の
「図画⼯作における「表現領域」と「鑑賞領域」の関連性について述べよ」
の問題で苦戦しております。

表現と鑑賞は相互に補い合う活動であるというのは、わかりますが。。。。

教科書にも、学習指導要領にもどこを参考にしていいのかわからず困ってます。

この問題に取り組んだ⽅おられますか︖どう解釈したのか、参考までに教えていただきたいです。

... 2009/06/05(Fri) 01:06  

◇Re: 初等図画⼯作科教育法の科⽬終... 投稿者︓まりもママ  Rank:26回

「⼦どもの造形活動は、表現と鑑賞がそれぞれに独⽴して働くものではなく、⾃分とものと⼈となどとの間で、表現であるかいたりつくったりする⼒と、鑑賞
である⾒たり、感じたりする⼒が⼀体的に働き補い合って成り⽴ち、⾼まるものである。
表現領域と鑑賞領域、表裏⼀体化した関連性と発達を組み込んだ取り扱いをし、⼦ども主体の発⽣的な表現を中⼼として、広がりの視点で柔軟に領域や内容を
考える必要がある。」



参考になるかわかりませんが…。このような内容で合格もらいました。

... 2009/06/06(Sat) 06:23  

◇Re: 初等図画⼯作科教育法の科⽬終... 投稿者︓四ツ⾕  Rank:13回

まりもママさん、ありがとうございます︕
是⾮参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。

... 2009/06/07(Sun) 21:56  

  ☆初等理科教育法の過去問 投稿者︓ばぶお  Rank:3回

初等理科教育法の科⽬修了試験ダメでした（泣）かなりがっかりしていますが、落ち込んでばかりもいられない。気持ちを切り替えて頑張ろうと思ってます。8⽉に⽇
野で試験を受けるつもりですが、8⽉の過去問持ってる⽅いらっしゃいましたら、お⼿数ですが、教えていただけたら嬉しく思います。どうかよろしくお願いいたしま
す

... 2009/06/06(Sat) 18:20  

  ☆科⽬修了試験orスクーリング??? 投稿者︓まりもママ  Rank:24回

６⽉の科⽬修了試験に向けて、勉強中です。
今年度中に単位をとらなければならない事情があり、正直、苦⼿な科⽬『不可』連発で気が狂いそうです…。

今、部報を⾒ていたら秋季スクーリングがあることを知りました。
しかも私が取ろうとしている初等国語科教育法もあるので、スクーリングに⾏こうかなと悩んでいます。北海道から東京への道のりなので、只今旦那に交渉中です。
スクーリング、確実に単位取れるますか︖ 受けたことがないので、わからないんですけど…。

追伸︓科⽬修了試験対策で過去問を解いていますが…、
   私のまとめ⽅がダメなようです。
   図々しいのはわかっていますが、
   まとめたものをメールで情報提供していただける⽅いらっしゃいませんか︖
   ちなみに初等国語科教育法と⽣徒指導です。
   よろしくお願いいたしますm(_ _)m

... 2009/06/02(Tue) 22:28  

◇Re: 科⽬修了試験orスクーリング??... 投稿者︓くろっち  Rank:2回

スクーリングはよほどのことがない限り
確実に単位取得できますよ＾＾

初等国語は軸からぶれない⽂章を書くと
⼤丈夫です︕
がんばってください。

... 2009/06/04(Thu) 18:49  

◇Re: 科⽬修了試験orスクーリング??... 投稿者︓まりもママ  Rank:25回

ありがとうございます。
職場等いろいろ相談して、今時点では⾏く⽅向で考えています。
ほんとはその前に科⽬修了試験で受かればいいのですが…。
頑張ります。

... 2009/06/06(Sat) 06:19  

  ☆初等図画⼯作科教育法のレポート 投稿者︓masamune  Rank:1回

初めて書き込ませていただきます

初等図画⼯作科研究法のレポート１単位⽬の２
学習指導要領と関連させて系統づけよ
とはどのように書けばよいのでしょうか︖
過去ログ⾒てもよくわかりませんでした
よろしければ教えてください

... 2009/06/04(Thu) 14:27  

  ☆初等家庭科のテスト 投稿者︓春  Rank:3回

初等家庭科のテストなのですが、過去問の中に「調理実習において家庭⽣活への関⼼・意欲・態度を評価するときの留意点」あるのですが、どなたか分かりますか︖評
価はわかるのですが、留意点がいまいちわかりません他にも「製作実習での⽣活の技能を評価するときの留意点」も。

... 2009/06/02(Tue) 22:46  

  ☆教育⽅法学 投稿者︓あまとり  Rank:1回

はじめまして、過去問を⾒ていてどうしてもわからない語句があるので、質問します。
「教育⽅法の基本問題」とは何を指すのでしょうか︖系統学習、問題解決学習のことでしょうか︖それとも、教育問題にからめて、内的要因・・学級崩壊、不登校、い
じめ、または外的要因・・都市化、機能不全家族などの問題を指しているのでしょうか︖どなたか教えて下さいませ。よろしくお願いします。

... 2009/06/02(Tue) 15:24  

  ☆スクーリングについて。 投稿者︓Ｊ．Ｊ．  Rank:1回

はじめまして、今年度から通信をはじめたものです。
今、夏スクーリングの資料が送られてきて、科⽬を思案していたのですが、
みなさん、この科⽬はスクーリングで取得したほうがいいよ、というものは
ありますか︖
僕は初等算数教育法、初等図⼯教育法は⾃分では勉強が難しいので
取るかと思っています。

⼜、春や秋の⼟⽇だけのスクーリングと夏のような⼀週間のスクーリングと



⼜、春や秋の⼟⽇だけのスクーリングと夏のような⼀週間のスクーリングと
取りやすさや違いはあるのですか︖

よろしくお願いします。

... 2009/05/26(Tue) 10:54  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓与謝野てつお  Rank:32回

こんにちは、JJさん 私がスクーリングを進めるのは、⾳楽です。あれは、侮れませんし、採⽤試験でも鍵を握る教科だと思います。 ⾳楽は、難しいです。

... 2009/05/27(Wed) 08:46  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓Ｊ．Ｊ．  Rank:3回

与謝野てつおさん＞コメントありがとうございます。
なるほど、⾳楽ですか。他に何か取られましたか︖

... 2009/05/28(Thu) 00:51  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓与謝野てつお  Rank:33回

JJさん。こんにちは、 他に付け加得るのであれば、もしかしたら、⼈によって免除の⽅もいますが。情報学概論です。 これも、難しいです。  私もこれは
苦戦しました。

... 2009/05/28(Thu) 09:13  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓プリン  Rank:6回

私も、情報学概論に苦しんでいる者ですが、私の知る限り、情報学概論はスクーリングが⾏われていないと思うのですが、どこかでやっているのでしょうか︖
教えてください。

... 2009/05/28(Thu) 18:59  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓与謝野てつお  Rank:34回

情報学概論はスクーリングをやっていないのですか・ ＞︖  それは、各地域の学習センターがあるので、私は、そこでスクーリングのようなものを受けた
のですが。。。
 
 それに、科⽬修了試験は受けていないので、（合格のハガキはもらいましたが）それは、スクーリングであったのだと思いますが。。 プリンさん。地元
の、または最寄りの 学習センターに問い合わせてみるといいかもしれません。  （そういう事情がある⼈がいるとは知らなかったので。）
  

... 2009/05/29(Fri) 08:47  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓プリン  Rank:7回

確認させてください。情報学概論の単位を、明星⼤学以外のスクーリングで取ることができるということなんでしょうか︖ちょっと意味が分からなくて、質問
させていただきました。科⽬終了試験でしか取れない教科だとばっかり思っていましたので・・・。お願いします。

... 2009/05/29(Fri) 22:38  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓与謝野てつお  Rank:35回

あれは、ちゃんとスクーリングと呼ばれていましたよ。 他のスクーリング同様、授業のあと、確認のような試験をしました。（これに合格しないとまた、ス
クーリングを受けなければなりませんが） そのスクーリングでは、明星⼤学からの講師が授業を⾏っているので 明星⼤学のスクーリングだと思います
が。  私は、皆さんもこのような感じで使い分けて通信教育を⾏っていると思っていたもので、地域によって違いがあるのでしょうね。  私も⾃分の経験
でしかアドバイスできませんが。 明星⼤学に、スクーリングで 単位を取りたい旨を明星⼤学に伝えると、私より、的確なアドバイスがもらえるかもしれま
せんよ。  （わかります。あの教科は難しいですから） 頑張ってください。

... 2009/05/30(Sat) 11:57  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓プリン  Rank:8回

与謝野てつおさん ありがとうございます。⼀度、⼤学に問い合わせてみます。

... 2009/05/31(Sun) 09:54  

◇Re: スクーリングについて。 投稿者︓とびうお  Rank:1回

こんにちは。

基本的に秋、冬、春の２⽇間のスクーリングに⽐べて、
夏のスクーリングは５⽇間のため、試験が難しい気がします。
それと科⽬や先⽣にもよりますが、
夏のスクーリングは⻑期のためか持ち込み可の試験が若⼲少ない気もします。

ただ、科⽬終了試験に⽐べると講義もありますし、
持ち込み可の試験もありますので単位は取りやすいと思います。
費⽤の関係もありますが私は取れる科⽬はスクーリングを優先しています。

... 2009/06/01(Mon) 16:56  

  ☆スクーリングの宿泊場所 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:118回

みなさん、お疲れ様です。もうすぐスクーリングの季節ですね。
航空券やＪＲなどはわりとなんとかなりますが、宿泊場所ははやくに抑えられてしまうので、今のうちに宿泊場所を検討しておくことをオススメします（経験上）。ま
た、受講が決まったらすぐに予約をしてしまうのがいいと思います。その際、旅⾏会社を通すより、個⼈で予約したほうがあとで融通が利きます。当⽇はさすがにダメ
ですが、ほとんどの場合、数⽇前まではキャンセル料がかかりません。詳しくは、各宿泊施設の「キャンセルの扱い」を確認してください。
 宿泊場所は、⼤学から少し離れていても、暑さや急な天候の変化に対応できるので、できるだけ歩かなくて済む場所をオススメします。駅から徒歩数分がいいと思い
ます。

http://meisei.n-hokkaido.com/061227.html

... 2009/05/31(Sun) 12:32  

  ☆初等算数科教育法 レポート単位① 投稿者︓コウジ  Rank:1回

はじめまして。初等算数科教育法のレポート、
”速さの概念を理解させるための算数活動として扱う良い指導法について述べよ”
の書き⽅が全くわかりません。

①時間、距離を図で理解させる。基準値のないものはどちらが
速いかわからない。
②実際、数値で速さを導きだす。。

。。。なんか、教科書の内容と全く⼀緒になってしまいます。
算数、昔から⼤の苦⼿で。。。。

http://meisei.n-hokkaido.com/061227.html


皆さん、どのように書いたか教えていただけたら幸いです。
全然わからず焦ってます。
よろしく、よろしくお願いします。

... 2009/05/20(Wed) 11:31  

◇Re: 初等算数科教育法 レポート単... 投稿者︓珈琲⽜乳  Rank:1回

こんにちは、はじめまして(^-^) 

私も算数苦⼿なのですが、苦⼿なほど⼦どもの気持ちが分かる指導ができるような気がします（と⾃分で⾃分にも⾔い聞かせています…）。お互い頑張りまし
ょうね。

さて、私の場合、
１ AさんとBくんが５０メートル⾛をした場合、３分間⾛をした場合、ある⽇の朝の登校の様⼦という３つの場⾯を提⽰し、「ある⽇の朝の登校の様⼦」は時
間も距離もそろっていないのでどちらが早いか分からないね…とみんなで確認する。

２ 実際に、AさんとBくんがそれぞれ何時に家を出て学校に到着したかと、家から学校までの距離の数値を出し、速さを導く。

という、ほぼ教科書と同じ(>ω<;)内容にいたしました…。

参考になればいいのですが…。

... 2009/05/20(Wed) 12:43  

◇Re: 初等算数科教育法 レポート単... 投稿者︓コウジ  Rank:2回

珈琲⽜乳さん＞アドバイスありがとうございます。
どうしても、教科書から抜け出せない感じがしますよね汗
でも珈琲⽜乳さんの例は、すごく⾝近な題材で、楽しくなれますね。
いいですね︕︕僕も考えてみます。

出来ない⼦を理解してあげられる先⽣に僕もなれるようにがんばります。

... 2009/05/21(Thu) 01:17  

◇Re: 初等算数科教育法 レポート単... 投稿者︓Ｒyu  Rank:1回

コウジさん、珈琲⽜乳さん、⾃分も今初等算数のレポートに取り掛かろうとしたんですが・・・
教科書のどこに『速さ』について載っていますか︕︖それすらみつけられないのですが・・

... 2009/05/21(Thu) 16:56  

◇Re: 初等算数科教育法 レポート単... 投稿者︓コウジ  Rank:3回

Ｒyuさん＞ホント最初から読みはじめると何処にあるんだ︖みたいな
感じですよね。おそらく、五章の量と質、Ｐ１１６あたりだと思います。

... 2009/05/22(Fri) 00:55  

◇Re: 初等算数科教育法 レポート単... 投稿者︓Ｒyu  Rank:2回

コウジさん返信ありがとうございます︕︕
でも・・・第５章は「図形」で、Ｐ１１６は「関数」のページでそれらしきものがやはり⾒つけられないです・・・

ボク教科書違う︖︖（＾＾︔）

... 2009/05/22(Fri) 18:22  

◇Re: 初等算数科教育法 レポート単... 投稿者︓Ｊ．Ｊ．  Rank:2回

Ｒyuさん＞あれ︖教科書が違うんですかね︖僕のはそこの数ページだと
思うのですが。

... 2009/05/27(Wed) 10:34  

  ☆初等教育原理１Ⅱのレポートについ... 投稿者︓いるか  Rank:1回

初等教育原理ⅠⅡの４単位⽬が悪戦苦闘しております。

第３学校経営改⾰って︖︖
誰か、アドバイスをもらえませんか︖

不合格をもらう度にショックを受けています。
おねがいします。

... 2009/05/25(Mon) 17:23  

  ☆たけさん 投稿者︓はやと  Rank:2回

結構時間がたっていますけど、⼤丈夫かな…

参考になりました。ありがとうございます。

... 2009/05/19(Tue) 12:02  

  ☆科⽬終了試験について 投稿者︓K  Rank:1回

初めて投稿させていただきます。
⼩免を3⽉までには取得をしたくて明星⼤に⼊学しました。訳あって2⽉の科⽬最終試験で初等⽣活科教育法と初等家庭科教育法を1発で合格しなければなりません。今
回が初受験なので、不安が⼤きく、できるだけ多くの情報を知っておきたいと思います。すでに投稿して下さっている過去問以外に情報をお持ちの⽅は、ぜひ教えてく
ださい︕︕⾃分では過去問の情報をひとつも持ってなくて。。。
お願いします︕︕

... 2009/01/03(Sat) 20:29  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓チェリー  Rank:9回

過去問やれば受かるでしょう。
「めいせい」にも載っていますし…

... 2009/01/05(Mon) 02:21  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓与謝野 てつお  Rank:1回

事情があるみたいですが。 こればかりは、皆さんがいうように、過去問をやるしかありません. 頑張ってください。 あと、レポートの内容が使えることも
あるので。。試験前に読み返すといいかもしれませんね.



あるので。。試験前に読み返すといいかもしれませんね.

... 2009/01/05(Mon) 09:16  

◇Kさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:10回

両⽅とも指導案書かせることありますよ︕
過去問やりつつ教科書まとめて、⾃分なりに指導案の構想を練っておくと良いかと^^

... 2009/01/06(Tue) 20:24  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓mi  Rank:2回

科⽬試験(過去問題)、レポートについて書いてある
サイトがあります。
↓

http://torachiro.arekao.jp/

... 2009/05/18(Mon) 00:23  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

 情報提供ありがとうございます。ただ、同じ内容を３度も書き込みされることはご遠慮ください。みなさんにとっても有益な情報でしょうから、書き込みさ
れること⾃体はいいと思いますが、⼀度で⼤丈夫ですよ。
 あと、サイトを運営している⽴場からすると、他のサイトのURLの紹介だけを3度もかかれると「こっちにもっといいのがあるぞ︕」と書かれているようであ
まりいい気持ちがしません。

... 2009/05/18(Mon) 23:05  

  ☆レポートについて 投稿者︓しゅｎｎ  Rank:1回

レポート作成時に１単位最低９００字以上となっておりますが、１単位に課題が２つある場合は、２つ合わせて最低９００字以上でも構わないのですか︖だれか教えて
ください︕︕

... 2008/05/08(Thu) 22:49  

◇Re: レポートについて 投稿者︓ミュウズ  Rank:1回

はじめまして︕四⽉⽣で⼊学したばかりのミュウズと申します︕

しゅnnさんもまだ始められたばかりでしょうか︖

課題報告集にも「１単位最低900⽂字以上最⾼2250⽂字以下」と書かれていますので、１単位に課題が⼆つあっても、私もそういう認識でレポート作成してい
ますよ︕

... 2008/05/11(Sun) 20:12  

◇Re: レポートについて 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。私は児童⼼理学で、（１）７００字 （２）１１００字くらいで提出したら、「課題が２つある場合は今度からは１つにつき９００字以上は書い
てくださいね。」と優しくかかれました。でも、合格でした。

... 2008/05/11(Sun) 21:16  

◇Re: レポートについて 投稿者︓ミュウズ  Rank:3回

たけさんはじめまして︕こちらのホームページには⼤変お世話になっています︕

そのような前例があったことも知らずに勝⼿な書き込みをしてしまいまして⼤変申し訳ございませんでした︕以後気をつけるとともに、私も参考にさせて頂き
ます︕ありがとうございました︕

... 2008/05/11(Sun) 21:51  

◇Re: レポートについて 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ミュウズさん

いえいえ。いろいろなケースがあると思いますので、どんどん実体験を書込していただけたら嬉しいです。採点する先⽣によっても対応が違うと思いますし。
私はもう退学してしまいましたので、新しい情報はほとんどありません。これからも書込をよろしくおねがいします♪
（過去問のページの充実などにもご協⼒いただけると、みんなも嬉しいと思います）

... 2008/05/11(Sun) 23:16  

◇Re: レポートについて 投稿者︓しゅｎｎ  Rank:2回

ミュウズさん、たけさんアドバイスありがとうございます︕︕

私は昨年の１０⽉⽣ですが、介護等体験の関係で今年度での１⼀種免許取得は不可能ですが、来年度の１０⽉のまでに単位を順調に取得していけば免許取得が
できると認識しています。そこで、もし来年度の１０⽉までに単位を取りきれなかった場合、来年度の採⽤試験を取得⾒込みで受験することは不可能ですか︖
 申し訳ございませんが誰か教えてください。

... 2008/05/12(Mon) 01:42  

◇Re: レポートについて 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

年度内に免許が取得できるのであれば、来年度から働くために今年の採⽤試験が受けられるところが多いと思います。さらにその先のこととなるとよくわかり
ません。

都道府県によっても違うので、受験する都道府県の教育委員会に問い合わせをするのが良いと思います。

... 2008/05/12(Mon) 18:49  

◇Re: レポートについて 投稿者︓しゅｎｎ  Rank:3回

たけさんありがとうございます。
参考にさせていただきます。

... 2008/05/12(Mon) 23:34  

◇Re: レポートについて 投稿者︓me  Rank:1回

科⽬試験、レポートについて
簡単にまとめてあるブログもありました。

全ての教科がないところが残念

http://torachiro.arekao.jp/

... 2009/05/16(Sat) 17:58  

  ☆教育学概論のレポートについて 投稿者︓まこ  Rank:1回

こんばんわ 初めて利⽤するものです。教育学概論のレポートに苦戦をしています。⾃分の理解⼒がないのかもしれませんが、誰かアドバイスをいただけないでしょう

http://torachiro.arekao.jp/
http://torachiro.arekao.jp/


こんばんわ 初めて利⽤するものです。教育学概論のレポートに苦戦をしています。⾃分の理解⼒がないのかもしれませんが、誰かアドバイスをいただけないでしょう
か︖課題１の２です。愛と⼈格についてですがどなたかよいアドバイスをお願いします。

... 2009/05/11(Mon) 23:00  

  ☆初等理科教育法 投稿者︓maru  Rank:1回

こんばんは。
初めて書き込みさせていただきます。

アラフォーで、頑張ってますが、仕事と育児の疲れからか勉強もなかなか進みません。

４⽉に「初等理科教育法」の科⽬終了試験を受験しましたが、予想通りで（不可）でした。

５⽉に再挑戦します。
2008年、2007年、またはそれ以前の、５⽉の過去問を探してます。宜しくお願い致します。

... 2009/05/04(Mon) 23:25  

◇Re: 初等理科教育法 投稿者︓ジャスミン  Rank:1回

今⽇、⽇野で科⽬終了試験を受けてきました。
情報学概論、と特別活動を受けましたがやはり厳しかったです。
過去問調べから、かなり時間をかけたはずなのに....

私もアラフォーですよ。仕事から帰っての学習は居眠りの連続で
やはりなかなか思うようにはかどりません。
やる気と根気で頑張るのみです。

お互いにがんばりましょうね。

... 2009/05/10(Sun) 21:55  

  ☆課題報告集について 投稿者︓kai  Rank:1回

課題報告集について、2009年度に科⽬・レポート課題集となりましたが、これからレポートを出す際、2008年度のレポート課題と2009年度のレポート課題どちらを
やればよいのでしょうか・・・︖

ご存じの⽅がいらっしゃいましたら教えてください。

... 2009/05/09(Sat) 21:22  

◇Re: 課題報告集について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:31回

こんにちは、 課題報告集の後ろにある課題の紙には、2010年9⽉30⽇まで有効などの⽂字があると思います。 どちらでも出していいのですが。それまでに
合格してください。という意味だそうです。 私も、今回は、去年の緑でだしました。 でも、中には、課題が変わっていないものもあるので、同じであれ
ば、今年の課題を張るといいかもしれませんね。  しかし、もっといい⽅法があるかもしれないので他の⽅の意⾒も⾔いて⾒てください。 

... 2009/05/10(Sun) 13:02  

  ☆児童⼼理 投稿者︓ゆんゆん  Rank:1回

児童⼼理の過去問を解いています”
そこで“視覚選好法”が、よくわかりません。インターネットなども活⽤したのですが、、
視覚選好法と選好注視法と同等の意味なのでしょうか︖是⾮教えてください＿”

... 2009/04/18(Sat) 22:01  

◇Re: 児童⼼理 投稿者︓wish  Rank:1回

私も、同じ理由で分からなかったので⼤学に質問票を送りました。
回答は視覚選好⽅と選好注視法は同じものです。数年前に⽤語の統⼀が⾏われ、後者になったそうです。
お互い頑張りましよう。

... 2009/05/08(Fri) 16:07  

  ☆科⽬修了試験にやられて…やられて... 投稿者︓まりもママ  Rank:22回

久しぶりに書き込みします。
書き込みするってことは…かなりやられて困っています。

初等国語科教育法と⽣徒指導、ともに３回ずつ科⽬終了試験を受けました。
過去問を私なりにまとめて覚え、試験も書いたつもりですが…。
私のまとめ⽅が悪いようで、不可・不可の連続です。

合格された⽅、どのように過去問をまとめたか、具体的に教えてください!!
よろしくお願いします。

... 2009/05/02(Sat) 18:40  

◇まりもママさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:16回

両⽅とも受験しました︕

初等国語科ですが、こちらのサイトの過去トピに参考サイトのURLがのっています。
過去問とかぶるところが多々で、役⽴ちますよー︕
でも⼀つ⼀つがちょっと⻑いので（笑
⾃分なりにまとめ直しました。

⽣徒指導は教科書にのっていること＋⾃分の考えで⼤丈夫でした︕
ただ、当たった設問が、たまたま⾃分が⾊々と考えてるものだったので裏⾯までぎっしり語った思い出が・・・（笑
でも量は関係ないと思います´｀

回数が増えていくと⾃信なくしますよね。
分かります・・・

わたしも初等体育科４連敗中、国語科教育３連敗中なんです・・・orz



わたしも初等体育科４連敗中、国語科教育３連敗中なんです・・・orz
いま、質問票出して採点基準を聞こうと考えています。

お互いがんばりましょう︕︕

... 2009/05/03(Sun) 21:19  

◇Re: 科⽬修了試験にやられて…やら... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:28回

核⼼をついていることももちろん⼤切なのですが。 私は、それら課題関連の情報をたくさんつなげて、裏まで⻑々と書き、⼀応、いろんな教科で合格をもら
いました。 皆さんはどうなのかわかりませんが。 私は、この⽅法は使えると思うのですが。

... 2009/05/03(Sun) 21:49  

◇Re: 科⽬修了試験にやられて…やら... 投稿者︓まりもママ  Rank:23回

返信ありがとうございます。
⾃分ではやっぱり⽂章量が少なかったのかなと思っていました。
質問票は私もやってみようと思っています。

頑張ります(^O^)

... 2009/05/08(Fri) 06:08  

  ☆国語科教育の科⽬終了試験 投稿者︓melin  Rank:4回

５⽉に国語科教育を受験します。
過去問を⾒て、対策を⽴てていますが、⽇本語学の専⾨的な内容で
とてもむずかしく感じます・・・。

合格した⽅にお聞きしたいのですが、課題についてきちんと説明が
できていないと合格できないのでしょうか︖
また、量はどれくらい書かれたでしょうか︖（表⾯だけでもＯＫか、裏表ぎっしりか）
アドバイスをお願いします︕

... 2009/05/06(Wed) 10:49  

  ☆教育実習の挨拶 投稿者︓あゆみ  Rank:1回

こんばんは。
質問させて下さい。
初めて教育実習の挨拶へ⾏くのですが、⼤学から⽀給されている
「依頼書」と「内諾書（正）（副）」以外に、持って⾏ったほうがいいものって
何かありますか︖︖

... 2009/04/27(Mon) 22:52  

◇Re: 教育実習の挨拶 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:14回

いちよう，菓⼦折りをもっていきました＾＾あと⼤学のパンフレットとか。単位がどこまで取れていてとか 採⽤試験の話なども出る可能性があるので。緊張
すると思いますが頑張ってください︕

... 2009/05/01(Fri) 22:15  

◇Re: 教育実習の挨拶 投稿者︓与謝野てつお  Rank:25回

私は、菓⼦折りは持っていかなかったのですが。。履歴書は念のために持っていきました。⾃分が何者かを教えるためと、持っていったほうがいいよと ⾔わ
れたからです。私の場合は、また、今度来てもらったときに専⽤の履歴書に書いてもらうから、今回はいらないと⾔われたのですが。 学校によっては、もら
ってくれるところがあるようです。よ。 私が⾏った時には、すでにもう、4⼈いたので、場所にもよるとおもいますが。 早めの⾏動がいいかと。思います。

... 2009/05/03(Sun) 21:42  

◇Re: 教育実習の挨拶 投稿者︓あゆみ  Rank:2回

ソフトモヒカンさん 与謝野てつおさん

アドバイスありがとうございます︕

実は、お返事をいただくまでに挨拶に⾏かなくてはいけなくて…

⼿⼟産も履歴書も持って⾏きませんでした(;;)
⾏く前はとても緊張しましたが、校⻑先⽣がとても優しい⽅で、
お話していてとても安⼼できました。

⾼学年を担当することになり不安ですが、頑張りたいと思います︕︕
ありがとうございました。

... 2009/05/04(Mon) 20:03  

  ☆無題 投稿者︓みみ  Rank:1回

こんにちは。
６⽉に科⽬終了試験受けたことあるかたいますか︖
もしいましたら、「教育制度」の問題内容を教えていただきたいのですが・・・
勉強するのに、参考したいと思いまして。
問題⽤紙もってる⽅がいましたら教えて下さい。

... 2009/04/26(Sun) 16:49  

◇Re: 無題 投稿者︓春  Rank:2回

２００７年
Ａ・Ｂどちらか選択
Ａ.０６年以前配本
教育審議会と戦時教育政策について
Ｂ.０７年以降配本
３問中２問解答
１.わが国の「学校」の種類について
２.学校体系の類型について
３.教育委員会制度について

２００８年
Ａ.０７年以降配本



Ａ.０７年以降配本
３問中２問解答
１.わが国の義務教育制度について
２.教育法規の性質について、教育制度との関わりを踏まえて説明しなさい
３.わが国と諸外国の学校制度について

Ｂ.０６年以前配本
中央教育⾏政の組織について

以上です。私もここにはいつもお世話になっています。お互い頑張りましょう︕

... 2009/05/01(Fri) 10:29  

◇ありがとうございます 投稿者︓みみ  Rank:2回

０７年と０８年で、問題内容が違うんですね。
助かりました。
お互いがんばりましょう︕︕

ありがとうございました。

... 2009/05/04(Mon) 11:31  

  ☆在学中の職業など 投稿者︓りな  Rank:1回

こんにちは。
私は来春⼊学する予定ですが、
去年9⽉に短期⼤学を中退したため、
単位も資格も何ももっていません。
質問1つ⽬なんですが、
⼩学校1、2種をなにも資格なしで取得するのは難しいでしょうか︖
質問2つめですが、
資格も何もないため、教育機関などで働くのは
難しいので、実家から通ってバイトをしようと思っています。
やはり、教育や介護等の職業に就けたほうがいいのでしょうか︖︖
私が通信を選んだ理由は、
経済⾯（⾃分で資⾦を⽤意できるから）と、
⾃分⾃信で学習スケジュールをたてられるからです。
どなたかご回答よろしくお願いします。

... 2009/04/30(Thu) 13:26  

◇Re: 在学中の職業など 投稿者︓りなさんへ  Rank:1回

1種には学⼠（4⼤卒）、2種には準学⼠（短⼤卒）が資格として必要になります。
教員資格認定試験というものがあり、これに合格するとそれらの要件は不要との
ことですが、かなりの難関だそうです。
また、ご⾃⾝で⾃学⾃習のできる環境にいらっしゃるとのことですので、
通信でがんばってみることをおすすめします。
（楽しいですよ︕）
教員採⽤試験を⾒込んでアルバイトをするなら、教育に関する仕事のほうが
⼦どもたちの現状を知っていると⾒てもらえるかもしれませんね。
がんばってくださいね︕

... 2009/05/03(Sun) 18:59  

◇Re: 在学中の職業など 投稿者︓与謝野てつお  Rank:27回

教員の⽋格事項を⾒てみても、18歳以上でllなどなど 書かれています。
 要約すると、⾼卒でも⼩学校の先⽣になれるので。。⼤丈夫です。 明星の通信で短⼤卒の資格を取りながらで いいと思います。 諦めないで頑張ってく
ださい。

... 2009/05/03(Sun) 21:46  

  ☆初等体育科教育の試験 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:15回

こんばんは︕５⽉の試験を受けようと考えています。どなたか4⽉を受けた⽅で 初等体育科教育の試験問題を教えて下さい。なるべく 多くの過去問を解いて試験を
受けたいので…よろしくお願いします。

... 2009/05/01(Fri) 22:26  

  ☆カウンセリングの基礎知識・・・ 投稿者︓ゴーヤ  Rank:1回

教育相談研究の科⽬終了試験について、お聞きしたいことがあります。

この科⽬の学習要点事項に「６．カウンセリングの基礎知識・理論・技法」とあり、試験でも出題されそうなのですが、テキストのどのあたりのことを指しているので
しょうか。

カウンセリングマインドや、戦後のカウンセリングの歩み、といった切り⼝の記述はありますが、具体的な理論や技法は載っていないように思えるのですが・・・。

もし、ご存知の⽅がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

... 2009/04/30(Thu) 21:51  

  ☆児童⼼理学レポート”⽣活習慣” 投稿者︓KK  Rank:2回

はじめまして。KKと申します。児童⼼理学について質問があります。

⼆単位⽬の⼀番”幼児期における⽣活習慣の形成について説明し、
その発達的意義について述べなさい”というレポートですが、
教科書をまとめていくと、⽣活習慣の概要、条件、意義を書いても
500⽂字程度にしかなりません。
ちょっと短すぎて不安なんですが、かといって教科書を⾒ても、
それほど⽣活習慣について述べられている部分もそれほど

⻑くありません。



⻑くありません。

皆さんは、どのような内容でレポートを書かれましたか︖
何か、アドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

... 2009/04/23(Thu) 03:07  

◇Re: 児童⼼理学レポート”⽣活習慣... 投稿者︓紀⾹  Rank:2回

⾃分は１が短くても２がそれなりにあったので合格でした。
お気になさらずに。

... 2009/04/29(Wed) 00:24  

◇Re: 児童⼼理学レポート”⽣活習慣... 投稿者︓KK  Rank:2回

紀⾹さん、ありがとうございます。
ちょっと２問ある場合、1000字、1000字は書かなくてはいけないかなーと
思いまして汗

... 2009/04/30(Thu) 10:38  

  ☆社会科教育レポート２－２ついて 投稿者︓TM  Rank:1回

公⺠教育刷新委員会って教科書にも書いてないし、ネットでもよくわからなくて困ってます・・・みなさんはどのようなことを書いたのでしょうか︖︖教えてくださ
い︕

... 2009/04/24(Fri) 19:21  

◇Re: 社会科教育レポート２－２つい... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:24回

社会であれば 教育刷新委員会のことではないでしょうか︖ 私はこれを書きましたが。（合格だったのでこれだと思います。）

下を⾒てみてください。たくさんありますよ。

教育刷新委員会（きょういくさっしんいいんかい）とは、終戦直後の⽇本に於いて教育制度改⾰の為に連合国軍最⾼司令官総司令部(GHQ)の要請により設けら
れた委員会。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%88%B7%E6%96%B0%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

これで なかったのであれば すみません。

... 2009/04/25(Sat) 20:15  

  ☆教えて下さい 投稿者︓ばぶお  Rank:1回

レポートについて教えていただきたいのですが、去年にスクーリングを受けて合格し、提出期限までにレポートも出しましたが、５⽉２⽇にレポートが不合格で帰って
きました。２週間を⽬安に再提出する事と課題報告集にはありますが、私が提出したのは今⽇です。
２週間以上経過し、３⽇、４⽇過ぎていますが、スクーリングの合格が消される事はないか今不安になっています。⽬安だから⼤丈夫でしょうか︖

... 2009/04/19(Sun) 14:13  

◇Re: 教えて下さい 投稿者︓くろっち  Rank:1回

⼤丈夫ですよ＾＾

... 2009/04/20(Mon) 12:13  

◇Re: 教えて下さい 投稿者︓ばぶお  Rank:2回

くろっちさん、ありがとうございます︕ほっとしました。

... 2009/04/20(Mon) 19:29  

  ☆初等教育原理レポート課題 投稿者︓けいた  Rank:1回

新年度が始まりました。⽴ち上がりの忙しい時期お疲れさまです。
 最新の初等教育原理のレポート課題（４題）について、どなたか教えていただけないでしょうか。どこかにしまい込んですぐに出てこないため、とり急ぎこちらの掲
⽰板で教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。

... 2009/04/13(Mon) 19:03  

◇Re: 初等教育原理レポート課題 投稿者︓与謝野てつお  Rank:23回

初等教育原理 ⅠⅡでいいのでしょうか︖

それならば、「⼀単位⽬①」⾃分⾃⾝のこれまでの教育体験を踏まえ、⾃分の視点で教育観を述べよ。」
②「「学⼒」とは、なにかについて考察せよ。」

「⼆単位⽬①」エリクソンの⼼理社会的危機について説明し、さらに児童期までの危機の段階をせつめいせよ。」
②「近年の教育改⾰の動向について、⾃分の関⼼のある動向の要点をまとめ、⾒解を述べよ。」

「三単位は⼀つのみ」 「教職に求められる専⾨性には、どのようなものがあるかについて論述せよ。」

「四単位⽬①」 「学校経営についての近年の動向のうち、⾃分の関⼼のある動向の要点をまとめ、⾒解を述べよ。

② 「家庭教育の現状、問題点について考察せよ。」 

 となっており、去年のレポートを焼き直しするくらいでいけるかと思います。レポート頑張ってください。

... 2009/04/14(Tue) 08:53  

◇レスありがとうございました 投稿者︓けいた  Rank:2回

最近、引越しして明星のものだけは別にしたはすだったのですが、ダンボールの⼭の中から⾒当たらず（汗）  与謝野さん、ありがとうございました。

... 2009/04/14(Tue) 15:42  

  ☆教採の⾯接の練習について 投稿者︓みっくす  Rank:1回

はじめまして。今年、教採を受けようと思います。フリーターで明星の通信をやってきました。独学で準備しているため、⾯接や模擬授業の対策に困っています。どの

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%88%B7%E6%96%B0%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A


はじめまして。今年、教採を受けようと思います。フリーターで明星の通信をやってきました。独学で準備しているため、⾯接や模擬授業の対策に困っています。どの
ように進めたらいいか、アドバイス頂けたらうれしいです。

... 2009/04/04(Sat) 00:24  

◇Re: 教採の⾯接の練習について 投稿者︓はや  Rank:28回

みっくすさんへ
⾯接や単元指導計画の書き⽅などは夏季スクーリング中にガイダンスがありましたよ。
教員採⽤試験の１次試験合格者が対象でした。
⾃分も不安だらけでしたが、先⽣⽅にアドバイスを頂けました。

⾯接や模擬授業の練習ですが、スクーリングで知り合った友⼈たちと練習をしました。
現場経験のある⽅も多くとても勉強になりました。

... 2009/04/10(Fri) 17:48  

  ☆レポートの書き⽅について 投稿者︓いるみ  Rank:1回

はじめまして。2009年４⽉⽣のいるみです。
本⽇、初めてのレポートを提出しました︕

が、お恥ずかしいことに出した後にレポートの書き⽅の指⽰に気づいたのです…。

◆１単位２課題以上ある場合は、間に⼀⾏あけること
→あけずに、続けて書きました。
◆余⽩には何も書かないこと
→余⽩に、課題番号を書きました。

慌てて⼤学に問い合わせたところ、既に時間外でした。。。

これって、不備返送の対象になってしまうんでしょうか…︖
明⽇朝⼀で聞こうと思いますが、

もし、同じような経験があるかたいらっしゃいましたら、教えていただけると
助かります!

... 2009/03/11(Wed) 18:09  

◇Re: レポートの書き⽅について 投稿者︓   Rank:1回

全然問題ないですよ︕︕どちらも経験ありますが全く触れられずに合格で返ってきましたよ

... 2009/03/11(Wed) 23:26  

◇Re: レポートの書き⽅について 投稿者︓いるみ  Rank:2回

ありがとうございます︕⼤学に問い合わせたところ、今回は特に問題ないので次回から気をつけるように、と⾔われました（＾＾︔）

... 2009/03/12(Thu) 18:27  

◇Re: レポートの書き⽅について 投稿者︓みなみ  Rank:1回

初めまして☆
質問なんですが…
１単位に２課⽬あるときは、１課⽬1000字で、１枚に書くんですか??
いきなり質問してすみません︔
よろしくお願いします♪

... 2009/04/08(Wed) 10:18  

◇Re: レポートの書き⽅について 投稿者︓れぽん  Rank:1回

みなみさん、こんにちは。
1単位分（２課題）をレポート⽤紙⼀冊に⼀緒に書きます。
レポート⽤紙は1冊２２５０字なので、２課題あるときは⼀つ１０００字程度になります。

私は⼀年⽬、夏スク終わるまでレポート書けなかったです。
早くから初めて偉いなあ。
頑張ってくださいね。(^o^)／~

... 2009/04/08(Wed) 22:31  

  ☆体育科教育のレポート 投稿者︓紀⾹  Rank:1回

体育科教育の２単位⽬がなかなか合格しません…
評価の機能と指導と評価の⼀体化の再考が必要と書かれていたのですが、どの辺にポイントがあるかがわかりません。
よかったらアドバイスお願いします。

... 2009/04/03(Fri) 01:10  

  ☆今年のレポート 投稿者︓与謝野てつお  Rank:21回

今年新年度が始まってからの4⽉のレポートのことなのですが。 先輩からテキストを借りて、レポートを書きました。しかし、新しい年度はテーマが変わっていま
す。 そこで質問なのですが。
 レポート⽤紙に貼るテーマの紙（レポートテーマの資料の本の⼀番裏にあるテーマ、去年は緑、今年は⾚）には、今年の9⽉30⽇までの提出のみ有効だと記されてい
ます。 なので、去年のテーマでこのまま4⽉に提出しても⼤丈夫なのでしょうか︖  ⼤丈夫だ、と⾔われたためレポートを書いたのですが。 実際にほかの⽅でこ
のような内容で 実際にやって⼤丈夫だったよ。 なんて体験談があれば⼼強いです。  どなたかいませんか︖ よろしくお願いします。

... 2009/03/27(Fri) 18:46  

◇Re: 今年のレポート 投稿者︓みくす  Rank:3回

 昨年のことですが・・・。
私は10⽉⼊学なので、⼊学して半年で次の課題報告集（おととしはグレーでした、去年は緑）が送られてきました。
で、私もどちらの課題でレポートを書くか迷ったので、４⽉の科⽬終了試験のとき、試験官の⽅に質問してみたら、
「9⽉30⽇までは、前年（グレー)の課題でもかまわないですよ。でも、レポートが再提出になったときなど、
再提出が9⽉30⽇に間に合わないこともあるので、なるべく新しい課題に取り組むことを
お勧めします。」
と⾔われました。
さらに、2009年の部報めいせい1⽉号を読むと、「ただし、2007年度版の課題で作成し課題有効期限に提出したレポートが、
課題変更時期以降に不合格で戻り、“再提出”する場合のみ2009年1⽉31⽇まで受付可能となります」
と書いてあるので、再提出になった場合には、1⽉31⽇まで受付してくれるみたいです。
 ちなみに私はしばらくの間、（7⽉くらいまで）前年と今年の課題を⽐べて、取り組みやすい⽅に取り組んだりしていました。



 ちなみに私はしばらくの間、（7⽉くらいまで）前年と今年の課題を⽐べて、取り組みやすい⽅に取り組んだりしていました。
もちろん、事務局に問い合わせるのが⼀番確かな⽅法ですが、私は去年、こんな感じでしたよ。

... 2009/03/30(Mon) 23:40  

◇Re: 今年のレポート 投稿者︓与謝野てつお  Rank:22回

みくすさん ありがとうございました。 とても不安だったので、これが安⼼に変わりました。 今⽇にでも提出してこようかと思います。 ありがとうござ
いました。

... 2009/04/01(Wed) 09:16  

  ☆提出物について 投稿者︓こまち  Rank:1回

すごく基本的なことで申し訳ございませんが。
事務局への提出物は「メール便」で送ってもいいのでしょうか︖
介護体験の申請書を送りたいのですが、郵便の速達は⾼いし遅いし⼼配で・・・。
レポートをまとめて送るときは宅急便でも構わないとあったのですが、それ以外のものはどうなのかわからなくて。本当にこんな質問してしまってすみません。

... 2009/02/02(Mon) 10:37  

◇Re: 提出物について 投稿者︓メロン  Rank:1回

こんにちは。

『メール便でもよいか』とのことでしたが、問題ないのではないでしょうか。
提出⽅法についての記載はありませんでしたよね。

個⼈的な判断の領域ではありますが・・・私は、普通便にしようかと思いましたが、配達記録で出しました。
重要書類ですので、安全策をとりました。

お互いにがんばりましょう。

... 2009/02/03(Tue) 15:25  

◇Re: 提出物について 投稿者︓こまち  Rank:2回

メロンさん、ありがとうございました︕︕⽉曜⽇事務局が休みだったので電話もできず、すがる思いでここに質問しました。結局メール便で出し、昨⽇事務局
に電話して聞いてみました。
提出物はメール便でもいいそうです︕︕
メール便だと速達料⾦は８０円に＋１００円で済むし、番号で届いたかどうか確認できるので、郵便で簡易書留と速達の機能を持ちながら郵便より安い︕これ
からはメール便で送ろうと思います。
ありがとうございました。

... 2009/02/05(Thu) 16:20  

◇Re: 提出物について 投稿者︓ｍｉｌｋ  Rank:1回

私も提出物について、メール便か配達記録・簡易書留かで悩んでいましたが、下記のサイトを⾒てしまってから、郵便局しか使っていません★

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q137801973

必ずしもこの情報が正しいとは⾔い切れませんが。

配達記録・簡易書留は、受領印がないと受け取れない＆⼿渡しのため、重要な書類を郵送するには適しているのかなぁと思います。

まぁ・・・参考までに。

... 2009/02/05(Thu) 23:23  

◇Re: 提出物について 投稿者︓tokumei  Rank:1回

milkさん↑の情報に追加して、郵便局の配達記録は来⽉(三⽉)より特定郵便となり、受領印をもらわなくてもポストに投函されるようになります。
追跡機能は(番号でいつ配達されたかわかるやつ)今まで通りだとおもいます︖が配達記録の確実性は多少失われるかと…ちなみに郵便局の配達担当者も⺠営化に
伴い期間雇⽤(アルバイトのようなもの)が多くなっていますので、誤配達等信頼にかける部分は多々ありますので、わたくしはどっちが確実というようなコメン
トは差し控えます。メール便で番号でいつ配達されたかわかるのであれば、安いし、そちらもいいような…参考までに…

... 2009/02/06(Fri) 00:03  

◇Re: 提出物について 投稿者︓こまち  Rank:3回

皆様ありがとうございます︕︕
あれから私はメール便を利⽤しておりますが、今のところ特に問題はないみたいです。

極々たまにですが、未配達の郵便物を家に置きっぱなしとか川に捨てたとか、そういうニュースを⽬にするようになってからいまいち郵便を信⽤しきれ
ず・・・・。

事務局に⼿渡しが⼀番確実なんですけど、地⽅なのでスクーリングの時しかできないのが厳しいですね(笑)

... 2009/03/24(Tue) 22:19  

  ☆初等国語科教育法２単位レポートに... 投稿者︓ゆー  Rank:23回

⼆度も不合格でした・・・(:_;)
合格されたかたアドバイスください(>_<)

... 2009/03/22(Sun) 17:01  

  ☆消せるボールペン 投稿者︓melin  Rank:1回

レポート作成時に、消せるボールペンを使っても⼤丈夫でしょうか︖
鉛筆書きは不可ですよね︖
便利なので使いたいのだけど…。
きちんと受け付けされますか︖

... 2009/03/01(Sun) 19:08  

◇Re: 消せるボールペン 投稿者︓与謝野 てつお  Rank:4回

⼤丈夫ではないでしょうか︖ レポートには使ったことはないデスが. 科⽬終了試験ではたくさんの⼈が消えるボールペン使っていて、ちゃんと受付している
ので、、、 いいのかと思いますが.. これは、私の意⾒として。

... 2009/03/02(Mon) 09:35  

◇Re: 消せるボールペン 投稿者︓melin  Rank:2回

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q137801973


◇Re: 消せるボールペン 投稿者︓melin  Rank:2回

お返事ありがとうございます︕

科⽬終了試験では、たくさんの⽅が使っているのですね。
とりあえず、消せるボールペンを使ってレポート作成して
出してみました︕︕

... 2009/03/02(Mon) 23:18  

◇Re: 消せるボールペン 投稿者︓みつば。  Rank:5回

私も使ってました。
ホントは駄⽬のような気もしますが、⼤丈夫だと思います。

私も、消せるボールペンを使ってRを書きましたが、ちゃんとパスしました。

暗黙の了解なのかもしれません。
何事も、触れちゃマズイことは、事務局には聞かないことです ^^;

... 2009/03/13(Fri) 02:00  

◇Re: 消せるボールペン 投稿者︓melin  Rank:3回

みつば。さん、ありがとうございます。
私も消せるボールペンで書いて、レポート提出しましたが、
今のところ返送されていないので、⼤丈夫なんだと思います。

ご返信いただき、安⼼しました(^^)

... 2009/03/21(Sat) 15:45  

  ☆無題 投稿者︓かずう  Rank:4回

ありがとうございます。いつも助かります。

... 2009/03/17(Tue) 13:52  

  ☆科⽬終了試験 投稿者︓かずう  Rank:3回

 試験の論⽂の字数の⽬安はあるのでしょうか︖だいたいどれくらい書けば合格をもらえるのでしょうか︖

 また、試験を受けるより、スクーリングに参加した⽅が、単位はとりやすのでしょうか︖

 五⽉に初めて試験を受けようとおもいます。宜しくお願い致します。

... 2009/03/15(Sun) 23:01  

◇Re: 科⽬終了試験 投稿者︓与謝野てつお  Rank:20回

試験の論⽂は⼀教科につき 紙の両⾯びっしり書くと「優」をもらいやすいですよ。もちろん中⾝もしっかりしていなければなりませんが。
 それと、単位は私が思うには、スクーリングのほうが取りやすいかと感じています。

 お互い頑張りましょう。

... 2009/03/16(Mon) 13:30  

◇Re: 科⽬終了試験 投稿者︓りく  Rank:2回

まぁ字数というか表⾯だけで⼗分だと思います。

やっぱりだらだら書くよりもちゃんとその内容に沿ったことを書けば「優」の評価もあるし。

試験よりスクーリングが取りやすいと思います。

でも、スクーリングはお⾦がかかるのでしっかり過去問を調べ、

試験対策したほうが財布に優しい☆

... 2009/03/17(Tue) 00:04  

◇Re: 科⽬終了試験 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⼿持ちの過去問をアップしました。
ご利⽤ください。

... 2009/03/17(Tue) 01:02  

  ☆無題 投稿者︓みっきー  Rank:2回

与謝野 てつおさん、ありがとうございます。⽇本語への影響という視点ですね。すみません。漠然とは分かったのですが…。具体例とか挙げて頂けると助かります。あと、どのように調べたらいいですか︖図書館の⼤辞典には歴史などしか載っていなくて…。

◇Re: 無題 投稿者︓与謝野てつお  Rank:18回

ここを参考にしてみては・︖

http://www.32150.com/shiki/gairaigo.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/kokugo/toushin/001217d.htm

具体例、はここにたくさんあります。 たくさんあるのでそれをピックアップして書けば
すぐ⾏が埋まります。  それと、外来語を取り⼊れない傾向にあった外国の例も取り上げると、外来語がその国（⽇本）に 与える、与えた、影響を⽐較しながら説明しました。  参考になるでしょうか︖

◇Re: 無題 投稿者︓与謝野てつお  Rank:19回

アドレスを載せるには、規定があるために⼆つになってしまいましたが。
  ここも参考になると思います。

http://www.kotono8.com/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%80%8C%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AA%9E%E3%80%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C

http://www.interq.or.jp/pluto/yassy/gairaigo1.htm

http://www.32150.com/shiki/gairaigo.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/kokugo/toushin/001217d.htm
http://www.kotono8.com/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%80%8C%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AA%9E%E3%80%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://www.interq.or.jp/pluto/yassy/gairaigo1.htm


http://www.interq.or.jp/pluto/yassy/gairaigo1.htm

  ☆初等⽣活科教育法のレポートについ... 投稿者︓ふうか  Rank:1回

この掲⽰板には、いつもお世話になっています。

ご存知の⽅いらっしゃったら、教えて下さい。

１単位⽬の２問⽬で、「第１学年か、第２学年の年間指導計画を構成せよ」という課題ですが、⼤単元と⼩単元だけを書けばいいのでしょうか︖
詳細な部分は、省略してよい、と書いていますが、「主な活動」や、⽀援や留意点は書かないでいいのでしょうか︖

教えて下さい。

... 2009/02/22(Sun) 00:11  

◇Re: 初等⽣活科教育法のレポートに... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:17回

私は、、「主な活動」や、⽀援や留意点」など書きました。私が意識したのは、そこではなくて、（様式はこだわらない。）という部分です。 あれでは、思
うようにかけないので、⾏は無視して書きました。しかし、線はちゃんと引きましたが。

... 2009/02/22(Sun) 09:18  

◇Re: 初等⽣活科教育法のレポートに... 投稿者︓ふうか  Rank:2回

与謝野てつおさん、

お返事ありがとうございます。

それでは、テキストに載っている「年間テーマ」や、「ねらい」などもレポートに書いた⽅がいいということですよね︖︕

... 2009/02/23(Mon) 14:40  

◇Re: 初等⽣活科教育法のレポートに... 投稿者︓与謝野 てつお  Rank:2回

返事、質問に気づきませんでした。すみません。 「年間テーマ」「ねらい」に近いものは書きました。と⾔うのは、狙いは、留意点や⽬標にちらしたり、年
間テーマも、 テキストからというよりは、⾃分の、指導計画に準拠してればいいかとおもい、「⾃分の指導計画を作ると⾔う感じでつくりました。 」そう
ですね。←この部分がこないだは説明不⾜でしたね。

... 2009/02/26(Thu) 09:20  

◇Re: 初等⽣活科教育法のレポートに... 投稿者︓ふうか  Rank:3回

どうもありがとうございます︕︕
とても参考になりました★
 早速とりかかります(^^)

... 2009/02/28(Sat) 10:50  

  ☆国語科教育のレポートについて 投稿者︓みっきー  Rank:1回

はじめまして。国語科教育の２単位⽬のレポート『⽇本語における外来語の功罪について論じなさい』が再提出になって返ってきました。もともと、よく分からずに期
限が迫って提出したので、合格した⽅はぜひポイントなど教えてください。

... 2009/02/27(Fri) 23:29  

◇Re: 国語科教育のレポートについて 投稿者︓与謝野 てつお  Rank:3回

外来語が⽇本、⽇本語に与える影響。⻑所や短所などを取り上げると考えるといいかも知れませんね? 
  
  既に、⼀般化、帰化している外来語や外来語じゃなく、⽇本語の⽅がわかりやすい語。などを取り上げたり、外国で使われている⽇本語の例やなぜ、⽇本
語でなければならなかったのか?などを取り上げましたが。 参考になるでしょうか?

... 2009/02/28(Sat) 10:00  

  ☆⼀種→⼆種へ 投稿者︓はる  Rank:1回

はじめまして。
いつもこの掲⽰板の書き込みにお世話になっているはると申します。
もともと持っていた中⾼の⾳楽の⼀種に加え、今⽉、どうにか明星の通信にて⼩学校ニ種を取得することができました。
そこで質問なのですが、この後⼀種を取るにはどういう⼿続きをすればよいのでしょうか︖教科書の配本願いを出せば勉強の継続→⼀種取得が出来るのでしょうか︖
そんなの事務局に聞いてくださいと⾔われてしまいそうですが、どなたか知っている⽅がいらっしゃったら宜しくお願いしますm(__)m
あと、教員採⽤試験で仮に同じ位の点数を取った⼆⼈がいた場合、⼆種よりも⼀種を持っている⽅が優遇＝受かりやすいと書いてあったのですが本当でしょうか︖

... 2009/02/20(Fri) 15:32  

◇無題 投稿者︓シロカラ  Rank:10回

私も中⾼⾳楽の免許を持っていて、昨年⼩2種を取得し、今年1種を取得しました。事務局よりご⾃分の都道府県の教育委員会の免許係にどの単位を取らなけれ
ばならないか確認するのが先だと思います。(昨年事務局の⽅にそう⾔われました。⼊学年度とかによっていろいろ変わってくるようです)採⽤試験の⽅はよくわ
かりません。私もこのサイトには⼤変お世話になって何とか免許取得出来たので私でわかる範囲ですが頑張って1種取得してくださいね。

... 2009/02/20(Fri) 16:19  

◇無題 投稿者︓はる  Rank:2回

シロカラさん♪ありがとうございます。
同じ⾳楽を志していた→⼩学校へ挑戦されているという⽅で勝⼿に親近感が沸いてしまいました(*^_^*)そうなんですね。やはり教育委員会に聞いてからの⽅
がよいのですね。参考になりました。今後とも宜しくお願いします。

... 2009/02/21(Sat) 12:37  

  ☆初等体育科教育法のレポートについ... 投稿者︓るる  Rank:3回

いつもお世話になっています。

初等体育科教育法の１単位⽬で質問なのですが、

⼩学校体育かにおける運動領域(基本の運動、ゲーム、体つくり、器械運動、陸上運動、⽔泳、ボール運動、表現運動)のそれぞれのねらい及び内容を説明せよ。

とあって、解説に、

各運動領域は、①ねらいと②内容に分けて記述すること

http://www.interq.or.jp/pluto/yassy/gairaigo1.htm


とあるのですが、レポートは全体を⽂章にまとめないで、

・基本の運動
① 〜〜〜(⽂章)
② 〜〜〜(⽂章)

のように、箇条書き(︖)のようにまとめればいいのでしょうか︖
分かりにくくて申し訳ありません。
初等体育科のレポートをもう済ませている⽅いらっしゃったら教えてください。

... 2008/12/06(Sat) 17:08  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:16回

そうです。 そのように私も作りました。 そして、各運動ごとに留意点などを書くとたいへんなので、  そのようなものは、最後にまとめて書きまし
た。  安⼼してください。 結構簡単に埋まりますよ。  頑張ってください。

... 2008/12/06(Sat) 20:02  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓るる  Rank:4回

ありがとうございます︕
書き⽅がつかめなくて、なかなか始められなかったので助かりました︕
やってみます︕︕

... 2008/12/06(Sat) 23:03  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓ゆうき  Rank:1回

初めまして︕
この掲⽰板は、とても参考にさせていただいていますが、初めて書き込みします。

私も初等体育のレポートに取り掛かっているのですが、１単位⽬は「平成２０年度」の学習指導要領で解答して良いのでしょうか︖︖

その際、「基本の運動」は、２０年度には載せられていないのですがどうやって書けば良いのでしょうか︖︖

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい(><)

... 2008/12/23(Tue) 15:12  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓はや  Rank:26回

ゆうきさんへ。
⾃分も初等体育科教育のレポートを最近提出しました。
１単位⽬は２０年度版ではなく現⾏を参考にしました。
「基本の運動」を書かないと課題と違ってしまうかと思います。

レポートは悩みますね。お互い頑張りましょう☆

... 2008/12/23(Tue) 20:21  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓ゆうき  Rank:2回

はやさん☆
コメントしていただいたのにもかかわらず、
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません(;＿;)
やっぱり、現⾏の指導要領でないと書けないですよね。。。
今から周りの⼈に持ってないか聞いて回ろうと思います(><)
ありがとうございました︕︕

... 2008/12/29(Mon) 19:26  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓ささら  Rank:2回

ゆうきさんへ

私は新学習指導要領（Ｈ20年版）の解説を参考にレポートを作成しました。
ただし、レポートにはその旨記述して、合格しています。
ちなみにスクーリングで先⽣に聞いたら、
「これからは指導するには新学習指導要領になるわけだから、新しい⽅を参照した⽅がいい。」
ということでした。

まだ新要領は試⾏されていませんので、
どちらを参照したのか明らかにしておくことが必要かもしれないです。

... 2009/01/17(Sat) 16:53  

◇Re: 初等体育科教育法のレポートに... 投稿者︓ゆうき  Rank:3回

ささらさん☆
久し振りにこの掲⽰板を⾒ました︕︕
お返事書いていただいていたのに、お礼が遅くなってしまい、
申し訳ありません(><;)

結局、現⾏の指導要領が⾒つからなかったので、新学習指導要領でまとめていました︕

ありがとうございました︕︕

... 2009/02/19(Thu) 22:26  

  ☆初等理科教育法試験について 投稿者︓さと  Rank:1回

２⽉に初等理科教育法の試験を初めて受験するのですが、出題傾向は⽉によって似てくるのでしょうか︖例えば０９年２⽉の試験は、０８年２⽉や０７年２⽉の過去問
と類似しているのでしょうか︖過去問をいろいろ⾒ているとそんな気がするんですが、気のせいでしょうか・・・この科⽬は苦労するらしいですがどうしても１回で合
格したいので、出題傾向について知っていることがあれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします＞＜

... 2009/02/01(Sun) 10:44  

◇Re: 初等理科教育法試験について 投稿者︓ちーぽこ  Rank:1回

もう終わってしまいましたが・・・すいません。

この科⽬は、似ているのではないでしょうか。

私は、2006年までさかのぼり、2⽉の過去問を集めました。

そして、今回の問題をズバリ的中させましたので（笑）＠さいたま。



これで不可ならどうしよ。。。

... 2009/02/10(Tue) 14:23  

◇Re: 初等理科教育法試験について 投稿者︓ひとし  Rank:1回

４⽉に初等理科教育法の試験受けようと考えているのですが、
４⽉の過去問誰か教えてくれませんか︖

... 2009/02/10(Tue) 16:18  

◇Re: 初等理科教育法試験について 投稿者︓jack  Rank:3回

私も2⽉の初等理科の試験を受けました。
出題傾向が似ているというウワサを信じて過去問を探してヤマを掛けたのですが・・・
全然違う種類の問題がでてあせりました。
油断は禁物ですね
同じ⽉の試験でも、受験会場によって問題が違うのでしょうか︖
いったい何種類あるのか、どなたか知りませんか︖

... 2009/02/12(Thu) 19:58  

◇Re: 初等理科教育法試験について 投稿者︓ささら  Rank:5回

おはようございます。

＞ひとしさんへ
過去問については、このＨＰの別なページに科⽬ごとに載っていますよね。
そこをご覧になっては如何でしょうか。
結構参考になりますよ。

＞jackさんへ
科⽬終了試験は、
基本的に問題が漏えいしないよう、
地域、⽇程によってすべて問題が違うようです。
それから、どの科⽬もそうなんですが、
問題は類似しますが、
それぞれに答えを考えておかないと太⼑打ちできないですね。
量が多いのでヤマをかけたくなりますが、
ギリギリであろうと試験で合格を⽬指すならば、
ヤマをかけずどのような問題が出ても⼤丈夫なように、
あらかじめ時間をかけて勉強しないと厳しいです。

ただ、通信はどの⾼校、⼤学でもそうですし、
通信で勉強する以上、その覚悟は必要です。

まして、⼦どもの教育ということに携わるのであれば、
責任感を持たないといけないと思います。

時間がないのはみんな同じです。

私は通信に通うのは明星で２校⽬ですので、
厳しいことを⾔いましたが、
以上は私の知っている情報です。

参考になれば幸いです。

... 2009/02/17(Tue) 07:26  

◇Re: 初等理科教育法試験について 投稿者︓jack  Rank:4回

ささらさんへ

詳しい情報そして正しいアドバイスありがとうございました。
まったく、おっしゃるとおりですね。
どこか⽢い考えがこころの中に忍び込んできていたのに、気付かされました。
教育者としての資格を取得しようとしている者として、恥ずかしく思います。
気持ちを引き締め、残りの科⽬に取り組もうと思います。
ありがとうございました。

... 2009/02/17(Tue) 19:40  

◇Re: 初等理科教育法試験について 投稿者︓みくす  Rank:2回

４⽉の過去問があったのでのせますね。
会場は名古屋か岐⾩です（忘れちゃってごめんなさい）

「総合的な学習」は、⾃ら学び⾃ら考える教育に対して、どのような提案をしているのかをのべよ。

私はいろいろな過去問を集めて勉強して臨みましたが、終わってから調べてみると、
やはり同じ⽉は似るという傾向があるように思いました。それに、必死になって
勉強していると、なんとな〜く出題傾向がわかってくるような気がします。

... 2009/02/19(Thu) 22:22  

  ☆ご利⽤ありがとうございます 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

みなさん、学習は進んでいますか︖管理⼈のたけです。インフルエンザが流⾏り始めて、私の学級では7⼈⽋席しています。⾵邪引きさんを⼊れると、２０⼈以上が罹
患しています。さて、この掲⽰板ですが、迷惑書き込みが増加してきていますので、近⽇中にアドレスを変更します。この掲⽰板を直接ブックマークされている⽅はご
注意ください。

☆携帯版もぜひご利⽤ください。 http://n-hokkaido.com/basic/url.php ☆

... 2009/02/19(Thu) 20:19  

  ☆通信の⼊学を考えているものです。 投稿者︓はつ  Rank:1回

はじめまして。今、明星⼤の通信（⼼理学部）を検討しているものです。こちらの⼤学のサイトを拝⾒しましたが、１年間⼤学へ通い、３０単位以上取っていれば、２
年次への編⼊が可能なようですが、私は以前４⽉から３⽉まで約１年他の⼤学へ⾏っていたことがあり、その後中退しました。先⽇、成績証明を取り寄せてみたらぎり
ぎり３０単位が認められています。２年次編⼊が可能であるかどうか、教えてくださると助かります。よろしくお願いいたします。

http://n-hokkaido.com/basic/url.php


... 2009/02/09(Mon) 10:35  

◇Re: 通信の⼊学を考えているもので... 投稿者︓ちはる  Rank:2回

質問の直接の回答にはなりませんが、直接⼤学に事務局に問い合わせてみてはどうでしょう。

そのほうが確実です。

親切・丁寧に教えてくれるはずですよ。

... 2009/02/10(Tue) 14:15  

◇Re: 通信の⼊学を考えているもので... 投稿者︓らい  Rank:1回

2年⽣に⼼理学部に編⼊出来てもうすぐ1年がたつ、らいと申します＾＾
編⼊学の審査で30単位が認められるかは確実ではないので電話でが⼀番確実です、後は⼊学相談会の⽇に直接聞いてみると⾔いと思います。（参考までに私は
40数単位あって30単位分もらえて2年に⼊ることができました。）
ここのサイトには本当に助かっています＾＾⼝下⼿な私はスクーリングがあっても友達がなかなか出来ずわからないことがあればここで教えてもらっています
＾＾

... 2009/02/18(Wed) 12:53  

◇Re: 通信の⼊学を考えているもので... 投稿者︓はつ  Rank:2回

ちはるさん、らいさん、お返事ありがとうございます。やはりすべてが単位認定になるとは限らないんですね。やはり⼤学側に問い合わせてみようと思いま
す。⼊学した際はここにお世話になるかと思いますのでよろしくお願いします。

... 2009/02/19(Thu) 18:32  

  ☆履修科⽬ 投稿者︓ころころ  Rank:2回

これから履修科⽬を登録して勉強を開始する者です。
科⽬履修⽣になるのですが、この科⽬の登録って⼀年分だけを登録するのでしょうか︖それとも⾃分の必要な科⽬は全て登録する必要があるのでしょうか︖
もしわかる⽅いらっしゃいましたら、教えてください。

... 2009/02/14(Sat) 22:44  

◇Re: 履修科⽬ 投稿者︓ささら  Rank:6回

ころころさん、おはようございます。

科⽬履修については正課履修や課程・正課履修と全く違います。
ですから、事務局に問い合わせた⽅が確実だと思います。

... 2009/02/17(Tue) 07:36  

◇Re: 履修科⽬ 投稿者︓ころころ  Rank:3回

ささらさん、こんばんは。
返信ありがとうございます︕
やはり、事務局に問い合わせるのが⼀番なんですね。わかりました︕電話してみます。ありがとうございました︕

... 2009/02/17(Tue) 21:31  

  ☆臨任の登録について 投稿者︓ゆう  Rank:2回

はじめまして。ゆうと申します。４⽉から臨任を考えていて、２つの質問があります。１つ⽬は、履歴書に明星の通信課程を修了⾒込みと記載する必要がありますか。
２つ⽬は、登録時に⾯談・⾯接があると聞きました。これは説明程度なのか、教採のように⾃分の考えを述べるような⾯接なのでしょうか。⾃治体にもよると思います
が...。臨任をされている⽅、ぜひ情報をお願いします。

... 2009/01/24(Sat) 21:07  

◇Re: 臨任の登録について 投稿者︓ささら  Rank:3回

ゆうさん、こんばんは。ささらと申します。よろしくお願いします。

明星の通信は全国に学⽣が点在しています。
よろしければどちらのエリアで臨任をされるのか教えていただけませんか︖
実はエリアにより、
臨任について書く内容で採⽤評価が若⼲が変わることがありますので。

... 2009/01/28(Wed) 23:18  

◇Re: 臨任の登録について 投稿者︓学校  Rank:1回

はじめまして、私も札幌市での臨任を考えている者ですが、登録というのは誰でも登録されるわけではないようですね。
登録基準などはあるのでしょうか︖
私もゆうさん同様分かる範囲で結構ですので、臨任をされている⽅にぜひ情報をお願いしたいと思います。

... 2009/01/29(Thu) 20:12  

◇Re: 臨任の登録について 投稿者︓ゆう  Rank:3回

ささらさん、ありがとうございます。私は神奈川県で探しています。諸事情で４⽉からどうしても臨任で働きたいんです。そのため、複数箇所に登録して仕事
をもらえる確率を上げようと考えていました。そして、愛甲郡と相模原市の登録予約を⼊れました。愛甲では⾮常勤かわからないけど、たぶん仕事あるだろう
と⾔われ、複数登録していないかかなり念押しされました。また、相模原市もおそらく仕事があると⾔われました。今では、両⽅から仕事が来たら気まずいの
ではと不安になっています。勝⼿なのは承知ですが、仕事しなければならず、なりふり構ってる暇はないので、結果は希望の⽅が後で断るのも考えてしまいま
す。最初の質問となんだかずいぶんズレてしまってごめんなさい。

... 2009/01/29(Thu) 21:38  

◇Re: 臨任の登録について 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:7回

ゆうさん

私も４⽉から神奈川で臨採を探しているものです。
まだ免許が取得できていないため、⾒込みのままで登録させていただきました。
相模原市だけ登録しました。
担当の⽅からは、３⽉中旬ぐらいに連絡があると思いますといわれました。
それまでに免許を取得しなければ意味はありませんが・・・。
なので、本採⽤の⽅が決まってからの臨採の割り振りとなるため、待つしかないと思います。
連絡は希望の市の教育委員会からだそうです。
よろしくお願いいたします。

... 2009/01/30(Fri) 15:04  

◇Re: 臨任の登録について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

本州のことはわかりませんが、北海道の場合各市町村の教育委員会に履歴書を送っておくといいですよ。私もそれでいろいろ話をもらいました。札幌市は書類
選考のうえ⾯接というようなことがHPにありますが、履歴書を送らなければはじまりません。ただ、希望者が多いと聞いたことがありますので、他の市町村に
も送っておくといいと思いますよ。
私は去年3⽉20⽇ごろに札幌市から連絡が来ましたが、他のところで働くことが決まっていたので断りました。ちなみに、⽯狩管内の市町村でも秋ごろずいぶん



も送っておくといいと思いますよ。
私は去年3⽉20⽇ごろに札幌市から連絡が来ましたが、他のところで働くことが決まっていたので断りました。ちなみに、⽯狩管内の市町村でも秋ごろずいぶん
⼈が⾜りないと嘆きの声が聞こえてきていました。早めに送ることをオススメします。

... 2009/02/01(Sun) 12:36  

◇Re: 臨任の登録について 投稿者︓ささら  Rank:7回

ゆうさん、おはようございます。

まず希望の市町村の教委に問い合わせをして登録することをオススメします。
履歴書だけでＯＫのところもありますが、
登録時に健康診断まで求められるところもありまして、
そうするといちいち診断書料がかかり、
仕事が来ないにも関わらず費⽤が結構かかります。
それを把握するためにも⼀度教委に問い合わせをした⽅が無難です。

⾯接のときには他の市町村を受けたという必要はないと思います。
教採でも併願していてもわざわざそのことを強調しないように⾔われますので、
念を押されたのであればなおさら⾔わない⽅がいいですね。
もし話が来てしまったときには、
そのあとその市で採⽤されなくなるかもしれない、
など問題もありますけれど、
どうしても任⽤されたいのであれば、
他の市で働きます、以外の理由をつけて断るしかないかもしれません。
ただ、結構市教委は⼈材についてはいろいろ情報交換をしていますから、
実際他の市で勤めていることがわかってしまうこともありますし、
そうなると気まずいですよね。
そこをどのように判断されるかは
ゆうさんご⾃⾝に任せるしかないです。

⻑々と失礼しました。
参考になれば幸いです。

... 2009/02/17(Tue) 07:49  

  ☆保育学の 昨年2⽉の科⽬終了試験 投稿者︓みつば。  Rank:2回

⾊々探したのですが、保育学の過去問の出題傾向の⾒当がつきません。

2⽉に保育学の試験を受けます。

2008年2⽉〜の問題を知っている⽅、傾向がわかる︕という⽅、
教えていただけるとうれしいです。

... 2009/01/24(Sat) 09:13  

◇Re: 保育学の 昨年2⽉の科⽬終了�... 投稿者︓グラ  Rank:14回

こんばんは。
２００８年からの科⽬終了試験の問題書いてみますね。
・「保育所保育⽅針」「幼稚園教育要領」における５領域と⼩学校の教科との相違について述べなさい
・「少⼦化」が家庭の保育に及ぼす影響をあげ、その対応策について答えなさい
・乳児・幼児前期・幼児後期の発達の特質と保育のポイントについて述べなさい
・幼稚園と保育所が相互に学ぶべきものを保育⽅法の側⾯から論じなさい

傾向はわかりませんが、参考にどうぞ。
お互いがんばりましょう。

... 2009/02/01(Sun) 18:38  

◇Re: 保育学の 昨年2⽉の科⽬終了�... 投稿者︓みつば。  Rank:3回

グラさん、ありがとうございます。
出来れば、過去問の出題⽉も教えて頂けたら有難いです。

私は、昨⽇、試験を受けてきました。
書くだけ書きましたが、おそらく、いや絶対的な惨敗です。＿|￣|○ はぅ〜
落ち着けば、書ける内容だったのですが、焦りすぎて⾒当違いのことを・・・

問題は、来週まで書き込みできないルールのようなので、今⽇は控えます。
来週、改めて、ここに書き込みをします。

ところで、グラさんは、もう保育学はパスされたのでしょうか︖
パスされてるなら、すごくエライです!!
諏訪先⽣が物凄く厳しいと⾔う話を、あちこちで聞いたので、再提出がコワいです。

... 2009/02/02(Mon) 15:06  

◇Re: 保育学の 昨年2⽉の科⽬終了�... 投稿者︓みつば。  Rank:4回

2008 2⽉試験 
｛保育学｝
乳幼児の発達にみられる問題点をあげ、幼稚園・保育所は保育をどう⼯夫すべきかについて論じなさい。

｛⾔葉｝
１、「構⾳障害」・「喃語」 について説明し、その対応について述べなさい。
２、幼稚園における「あいさつ⾔葉」の指導についての具体例と、その指導上の留意点について述べよ。

... 2009/02/16(Mon) 13:49  

  ☆初等算数科教育法過去問について 投稿者︓ＴＯ  Rank:1回

はじめまして。すいませんが、０８年の２⽉の初等算数科教育法の過去問をご存知の⽅、教えてもらえないでしょうか。

... 2009/02/07(Sat) 18:43  

◇Re: 初等算数科教育法過去問につい... 投稿者︓アンチたけし  Rank:1回

1、数の概念を養うというのはどういうことか。
2、図形概念の抽象性について述べなさい。
3、4.002÷1.32の計算を児童に対してどのように指導したらよいか、その案を⽰せ。



... 2009/02/08(Sun) 07:46  

◇Re: 初等算数科教育法過去問につい... 投稿者︓ＴＯ  Rank:2回

アンチたけしさんありがとうございます。助かりました。

... 2009/02/08(Sun) 11:44  

  ☆初等理科教育法レポートについて 投稿者︓みわ  Rank:1回

初めて投稿します。 今、初等理科のレポートに取り組んでいます。昔から理科嫌いだったのですが、１単位⽬２の「科学的な⾒⽅や考えかたを養うこと」について述
べよという課題にどう応えてよいのか悩んでいます。指導案的なものを書けばよいのでしょうか︖テキストにも、ほとんど載ってないような気がするのですが・・・・
どなたか教えていただけると助かります。

... 2009/02/05(Thu) 22:17  

◇Re: 初等理科教育法レポートについ... 投稿者︓のぶた  Rank:1回

私は学習指導要領と、辞書を使って「科学」「⾒⽅や考え⽅」「養う」を、
⼀つひとつ検証し⾃分なりの解釈でまとめました。

... 2009/02/06(Fri) 10:29  

◇Re: 初等理科教育法レポートについ... 投稿者︓ちはる  Rank:1回

指導案じゃありません。単純に「科学的な⾒⽅や考えかたを養うこと」を解説するだけ。
ネットから学習指導要領解説のサイトを閲覧し加筆修正すると、あっという間にレポートができあがります。
教科書は本棚に戻してがんばってください。

ただ、何⼀つ頭には残らないけどね。

... 2009/02/06(Fri) 18:52  

◇Re: 初等理科教育法レポートについ... 投稿者︓みわ  Rank:2回

のぶたさん、ちはるさん、ありがとうございました。
ずっと、悩んでいたので、この交流掲⽰板に書き込んでみてよかったです。
週末、がんばってしあげます。

... 2009/02/06(Fri) 22:27  

◇Re: 初等理科教育法レポートについ... 投稿者︓ゆー  Rank:22回

私は、教科書をまとめました。
⽐較的、易しいレポートだと思います＾＾

... 2009/02/07(Sat) 10:21  

  ☆特別活動のレポートについて 投稿者︓tigger  Rank:1回

初めて投稿します。

今、特別活動の２単位⽬のレポートに取り組んでいます。
しかし、どうしても「実践的課題」という⾔葉をどうのように捉えればいいか分かりません。
何かキーワードとかありますか︖︖︖
合格した⼈、何かアドバイスください。よろしくお願いします。

... 2009/02/04(Wed) 15:46  

  ☆図画⼯作科教育Ⅰ過去問について 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:5回

たびたび失礼します。
図画⼯作科教育Ⅰの過去問で知っている⽅がおみえになりましたら、教えていただけますようお願いいたします。

... 2009/01/28(Wed) 15:55  

◇Re: 図画⼯作科教育Ⅰ過去問につい... 投稿者︓グラ  Rank:12回

こんばんは
図画⼯作科教育の過去問を書きます。
・⼩学校学習指導要領の図画⼯作の⽬標に掲げられている「豊かな情操」とは
・⾊の三属性について有採⾊と無採⾊と関連させて答えなさい

... 2009/02/01(Sun) 18:23  

◇Re: 図画⼯作科教育Ⅰ過去問につい... 投稿者︓グラ  Rank:13回

こんばんは
図画⼯作科教育の過去問を書きます。
・⼩学校学習指導要領の図画⼯作の⽬標に掲げられている「豊かな情操」とは
・⾊の三属性について有採⾊と無採⾊と関連させて答えなさい
・創造主義美術教育について知るところをのべよ
・⼭本県の「⾃由画教育」について知るところをのべよ
・Ｖ.ローウェンフェルドの分類による絵画表現の発達段階について述べよ

すべて函館受験ですが、お役に⽴てれば・・・
がんばってください

... 2009/02/01(Sun) 18:28  

  ☆単位 投稿者︓ころころ  Rank:1回

来年から通信教育で学ぼうと考えています。
今、科⽬を登録するため選んでいたのですが、何を選んでいいのか悩んでしまって…。もし、単位が取りやすい科⽬などご存知の⽅がいらっしゃいましたら教えてくだ
さい。
幼稚園１種免許取得を⽬指しています。

... 2009/01/29(Thu) 20:09  

  ☆初等社会科過去問について 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:6回

２⽉に再度初等社会科教育法を受けることになりました。
過去問について、ご存知の⽅がおみえになりましたら、

是⾮ご回答いただけますようお願いいたします。



是⾮ご回答いただけますようお願いいたします。

初等社会科指導における「⽣きる⼒」について論じなさい

よろしくお願いいたします。

... 2009/01/29(Thu) 15:33  

  ☆試験 投稿者︓⾚メガネ  Rank:1回

今度初めて試験を受けるんですが教育相談研究と教師論は以前どんな問題が出題されたのでしょうか︖お答えいただければ幸いです

... 2009/01/24(Sat) 16:32  

◇Re: 試験 投稿者︓ささら  Rank:4回

このサイトに各教科の過去問が掲載されています。
ご覧になっては如何ですか︖
私も重宝しています。

ちなみにエリア、受験⽇によって問題は若⼲異なるようです。

... 2009/01/28(Wed) 23:24  

  ☆初等国語科教育の１単位⽬ 投稿者︓こあら  Rank:1回

こんにちは。現在、初等国語のレポートに取り組んでいます。難しいと評判のレポートですが、やはり、難しい。どのように⽂章を構成すればいいか。⾃分の住む町に
ついてテーマをいくつかに絞るといいということですが、どのくらいの深さが内容に必要なのか、どうしてもわかりません。すでに合格された⽅、アドバイスお願いし
ます︕

... 2009/01/24(Sat) 13:35  

◇こあらさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:15回

私の場合…

札幌市についてレポートを書きました。
ネタ探しをしている段階から「スイーツ王国さっぽろ」への取り組みについて書こうと思い、レポートは後付けな感じでまとめましたー。

最初にテーマをいくつか挙げろ、とのことだったのでリサイクル事業や観光産業（雪まつりなど）などに取り組んでいる→そのなかでも「スイーツ王国〜」に
ついてまとめることにした→活動の要旨、実際の様⼦、それについての⾃分の感想＆意⾒…で書きました。
800字程度でしたよね︖
あまり深く掘り下げすぎても字数オーバーになっちゃうんで、割とあっさりめにまとめました。

課題報告集の解説にある流れの通りに書いていけば⼤丈夫ですよ︕
がんばってください＊´｀＊

... 2009/01/28(Wed) 20:10  

  ☆体育科教育Ⅰ 投稿者︓しおん  Rank:1回

はじめまして。
体育科教育Ⅰの１単位⽬が不合格再提出で返ってきてしまいました。
講評欄には「児童の⾝体的特徴と運動刺激が⾝体のどの部位にどう刺激し，何が変化・向上するのかについて，項⽬を明確に⽰し，論述して下さい」と書かれていまし
た。

過去ログに同じように再提出で返ってきた⽅の書き込みがあったのですが，
レスがついていないため，私も質問させていただきました。

この求められている問題に関して，児童の⾝体的特徴は教科書にあるのでまとめられそうですが，運動刺激については教科書に記述がなく，四苦⼋苦しています。
もし同じように再提出で戻ってきてしまい，この問題について論述し合格された⽅いらっしゃいましたら，どのようにまとめられたか参考にさせていただければ幸いで
す。

よろしくお願いいたします。

... 2009/01/26(Mon) 20:13  

◇Re: 体育科教育Ⅰ 投稿者︓ひー  Rank:1回

しおんさん、はじめまして。私も合格したレポートのコメントには、しおんさんと同じように書かれていて、もっと具体的にとありました。たぶんギリギリ合
格だったと思うので、参考になるか分かりませんが...。
 運動はしすぎてもけがや腰痛を引き起こし、不⾜すると⽣活習慣病の危険があるなどと書き、発達の時期に適切に⾏うことが⼤切であることをのべました。
あと、２種類の体⼒について具体的に書きました。確かに、私も教科書に載ってなくて苦労したのを覚えています。基本的には教科書で、⾜りない部分はご⾃
⾝で具体策などを挙げてかくのが良いかと思います。がんばって下さいね☆⼺

... 2009/01/27(Tue) 18:38  

  ☆図画⼯作科教育Ⅰについて 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:3回

２⽉に図画⼯作科教育Ⅰを受験します。
これがとれれば、教員免許を取得することができます。
前回は落ちているので今回はこの試験にかけています。
どう対策をとったらいいか悩んでいます。
もしよろしければみなさんのお⼒をお借りしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

... 2009/01/09(Fri) 16:06  

◇Re: 図画⼯作科教育Ⅰについて 投稿者︓kouu  Rank:1回

私は１２⽉に受験しましたが、ほとんど対策はせず、⾃分の持っている知識のみでしたが、合格もらいましたよ。問題にもよると思いますが、まだ試験まで時
間があると思いますので、過去問を中⼼に対策をすれば、⼗分合格もらえる科⽬だとは思います…あと過去問だけでは不安であれば、過去問以外の部分は教科
書を読んでなんとなく知識を詰め込むといった対策でも⼗分だと思います…

... 2009/01/09(Fri) 23:22  

◇Re: 図画⼯作科教育Ⅰについて 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:4回

遅くなりました。

アドバイスいただきありがとうございます。



アドバイスいただきありがとうございます。
今回がラストチャンスです。
絶対合格して報告できるようがんばります。
ありがとうございました。

... 2009/01/20(Tue) 15:42  

  ☆初等国語科教育法の科⽬修了試験に... 投稿者︓まりもママ  Rank:19回

久しぶりの書き込み・・・追い詰められています。

２⽉の試験を受けるため、過去問をやってみようと思ったのですが、
初等国語科教育法のテキストは全く参考にならず。
過去問をやろうと思っても進まず焦っています。

何か参考になるものがあれば、教えてくださいm(_ _)m

... 2009/01/18(Sun) 23:33  

◇Re: 初等国語科教育法の科⽬修了試... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

がんばってください・・・。有⼒な情報はあいにく持ち合わせていません。いよいよ明星の通信教育も⼤詰めの⼈がでてきていますね。情報交換をしながらみ
んながんばってください。ここに書けない情報があるときはメールを使ってください。「⾮公開」にすれば迷惑メールの⼼配もありませんのでご活⽤くださ
い。

... 2009/01/18(Sun) 23:35  

◇Re: 初等国語科教育法の科⽬修了試... 投稿者︓はや  Rank:27回

まりもママさんへ。
⾃分は１２⽉試験で初等国語科教育法を受けました。
試験勉強では学習指導要領解説を参考にしました。
過去問を⾒ていたら、読むこと・書くこと・話すこと聞くこと・⽂法＆ことばのきまりなどがよく出題されているように感じました。
それぞれの⽬標や各学年の内容、中⼼的な指導事項をまとめて試験対策をしました。
この対策で１２⽉試験で合格することができました。

お互い頑張りましよう★

... 2009/01/19(Mon) 20:57  

◇ありがとうございます（●＾o＾●�... 投稿者︓まりもママ  Rank:20回

教科書を⾒ても、「○○についての意義・⽬的・その⽅法」が書いていないし、
学習指導要領解説を⾒ていましたが、これでいいのかなと不安で…。
頑張ってやってみます。
ありがとうございましたm(_ _)m

... 2009/01/19(Mon) 23:47  

  ☆免許申請について 投稿者︓hiro  Rank:1回

３⽉末までに１種が欲しいのですが、２⽉の科⽬終了試験まで受けると個⼈申請が間に合わないことがわかりました。4⽉から臨任をしたいのですが、やっぱり２種を
先に取っておいて、試験結果がわかり次第１種申請しか⽅法がないでしょうか。現状としては、中⾼の免許も全くない状況です。何か少しでも情報お持ちの⽅はぜひ教
えて下さい。

... 2009/01/18(Sun) 21:09  

◇Re: 免許申請について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。2種の申請ができるのならそうするしかないのではないでしょうか。2⽉の試験の結果は3⽉上旬に来るわけですから（確か…）、それから免許申請
してもどうがんばっても間に合わないと思います。なお、北海道の場合、教育委員会のホームページに次のような記述があります。参考になさってみてはいか
がでしょうか。あとは、⼿当たりしだい関係機関に問い合わせて相談するなりするしかないとお思います。

引⽤

免許状の申請を教職員課が受け付けてから免許状を発⾏するまで、２カ⽉程度要します。（毎年２⽉１６⽇から３⽉２４⽇までの間は⼤学新卒者の⼀括申請事
務のため、個⼈申請は郵送で送付願います。また、その間に届いた書類は、３⽉２５⽇付けとなりますので、免許状の送付は５⽉中旬となります。）
 なお、その間に免許状が必要な⽅には、教育職員免許状授与証明書を発⾏します。

引⽤おわり

... 2009/01/18(Sun) 23:32  

  ☆初等算数科教育法レポートについて 投稿者︓kei  Rank:2回

今、スクーリング科⽬のレポートの締め切りに追われ、レポート作成をがんばっていますが、初等算数科教育法に悪戦苦闘しています。どなたかどんなことでもいいの
で、レポート作成のアドバイスをしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

... 2009/01/08(Thu) 21:21  

◇keiさんへ 投稿者︓nana*  Rank:13回

どの箇所でしょう︖︖
もう少し具体的に⾔っていただけたらアドバイスできますよ＾＾
初等算数取ってたのでー。

... 2009/01/12(Mon) 13:44  

◇Re: 初等算数科教育法レポートにつ... 投稿者︓kei  Rank:4回

nanaさんありがとうございます。概数についての課題と、⼩数点のあまりの位どりの指導についての課題についてアドバイスしていただけたらありがたいで
す。⾃分なりに書いてみましたが、どうもこれで合格するのか不安です。

... 2009/01/15(Thu) 20:47  

◇Re: 初等算数科教育法レポートにつ... 投稿者︓ささら  Rank:1回

keiさん、こんにちは︕横レス失礼します。

私はレポートを出してまだ帰ってきてないのですが、
初等算数科教育法のレポートについてはいくつかの⽅法があると思います。

keiさんが上げていらっしゃる課題については教科書に説明の部分があるので、
それを参考にして⼀度出してみては如何でしょうか︖

できれば⼀発合格がいいのですが、



できれば⼀発合格がいいのですが、
もし不合格であってもアドバイスがもらえると思うので、
それを参考に再提出するというのも⼀つの⼿のような気がします。

私は去年の冬スクに出てレポートのみの作成ですが、
教科書書いてる先⽣が担当なので聞いてみたところ、
レポートも先⽣がご覧になるとのことです。
それから、わからないところは質問票などで出せば
レポート⾒てくださるその先⽣が直接答えてくださるということだったので、
その⽅法でもいいかもしれません。

以上、参考になれば幸いです。
いろいろ⽅法はあると思うので、お互い頑張りましょう︕

... 2009/01/17(Sat) 16:46  

  ☆教育⽅法学Ⅰ 投稿者︓かか  Rank:1回

２⽉に教育⽅法学の試験を受けるのですが、過去問を読んでいて「教授理論」「教育理論」「教育⽅法」などの⾔葉がよく出てくるのですが、テキストを読んでいても
どれがどの事を指しているのかがよくわかりません・・・
どなたか教えてください︕︕

... 2009/01/15(Thu) 15:39  

  ☆無題 投稿者︓ｔｍ  Rank:3回

初等算数の過去問みて種類の多さに驚いています。
２⽉にテストがあるんですけど、なにかよい⽅法はないでしょうか︖
しかも難しい問題ばかりで・・・
だれかここ参考になるとかいうアドバイス下さい。
お願いします。

... 2009/01/08(Thu) 11:35  

◇ｔｍさんへ 投稿者︓nana*  Rank:14回

nanaの場合↓
過去問整理してたら、数字は違えどパターンがいくつか⾒えてきて。
理数系得意な⼈に解き⽅を伝授してもらい、何度も復習して１回⽬で「優」いただきましたよー︕︕
⾃分⾃⾝、⼩学⽣のときから算数⼤嫌いだったのでビクビクでしたが・・・
なんとかなるものです︕︕

がんばってくださいー´｀

... 2009/01/12(Mon) 13:49  

  ☆無題 投稿者︓プリン  Rank:5回

いつもお世話になっております。
２⽉に道徳教育の研究の試験を受けます。過去問を⾒ながら、勉強をしているのですが、
「学校における道徳教育の限界」とは、例えばどんなことなのでしょうか︖教科書を読んでもわからず、困っています。社会の変化や⼦どもの多様性に対応しきれない
という現状なのでしょうか︖
アドバイスをいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

... 2009/01/10(Sat) 19:19  

  ☆レポートの返却について 投稿者︓⽔瓶座  Rank:1回

はじめまして。
ときどき覗かせていただいては、参考にしています。

重複スレッドがあるかも知れませんが、よくわからないので教えてください。

初等体育科教育法をとっています。
08年10⽉28⽇に、2単位分まとめて、郵送でレポートを提出しました。
受け付け⽇は08年10⽉29⽇になっていました。

1単位⽬のレポートは、08年12⽉10⽇に返送されてきて、有り難いことに合格でした。
しかし、同じタイミングで出したはずの2単位⽬のレポートは、1単位⽬のレポートが返ってきてから、もうひと⽉が経つというのに、まだ返ってきません。

スクーリングの成績を⽣かすには、今⽉末⽇必着でレポートを提出しなければなりませんよね︖
何か不備があったのか、郵送中の事故か何かなのか、単に遅れているだけなのか、とても⼼配です。
こういうことってままあるのでしょうか︖

⼤学に問い合わせるにしても、電話で対応していただけるのかわからなくて、まずここで質問してみました。
このようなご経験のある⽅、何かご存知の⽅、情報をお願いいたします。

... 2009/01/06(Tue) 22:49  

◇Re: レポートの返却について 投稿者︓ピッコロ  Rank:9回

⼤学に電話するとレポートの状況教えてくれますよ︕
レポート返ってくるのが遅いとかはけっこうある事なのであまり⼼配することないと思います。

... 2009/01/06(Tue) 23:32  

  ☆初等理科-過去問 投稿者︓nana*  Rank:12回

２⽉に初等理科の受験を控えています。
もう５回・・・⽬・・・なんです・・・。

そこで過去問を探してます︕
２００７年２⽉、２００６年２⽉、２００５年２⽉のテストがお⼿元にある⽅︕︕



２００７年２⽉、２００６年２⽉、２００５年２⽉のテストがお⼿元にある⽅︕︕
ご協⼒願います´｀

助けてくださいー︕︕︕

... 2009/01/06(Tue) 20:39  

  ☆理科教育について 投稿者︓hk  Rank:1回

はじめまして。ｈｋと申します。理科教育のテストについて質問があります。今まで、３回受けましたが、なかなか受かりません。1週間前から教科書で、過去問の該
当箇所をまとめたりしています。受かった⽅、勉強の仕⽅を教えてもらえますか。

... 2008/12/31(Wed) 00:35  

◇hkさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:11回

わたしは過去問⾒て教科書まとめて・・・で受かりましたよ︕
ただし２回ほど・・・受験しましたが・・・あはー＊´｀＊
がんばって下さいね︕︕

... 2009/01/06(Tue) 20:29  

  ☆教師論レポートについて 投稿者︓ｔｍ  Rank:2回

2単位⽬の２の教育愛についてなんですが、現実的⾏動エネルギーとしての愛って例えばどのようなことですか︖︖
教科書よんでもよくわかりません。
どなたか教えてください︕︕

... 2008/12/25(Thu) 19:49  

◇Re: 教師論レポートについて 投稿者︓みくす  Rank:1回

いつもこの掲⽰板にはお世話になり、感謝しています。

 今⽇、教師論のレポートが返ってきましたので、少しでも参考になればと思って書いています。
課題報告集では「観念論ではなく、現実的⾏動のエネルギーとしての教育愛を論じる」と
いうような解説ですが、私もよく分からなかったので、まず教育愛の特性３つの内容を
それぞれまとめて書き、その後に⾃分が教師としてどのようにして⼦どもに関わっていきたいか、
その想いとそれをどのような⾏動で表すかという⾃分の理想を
“現実的⾏動のエネルギー”とこじつけて、教育愛の特性と絡めながら、まとめました。

 結果、合格しましたが、先⽣からのコメントは
「対象を選ばないという特性についての論述がやや不⼗分である。」でした。
これって、教育愛の特性のことで、現実的⾏動のエネルギーとしての教育愛には
触れられていなかったので、あれでよかったのかな〜︖︖と思っていたところです。

私のレポートでは現実的⾏動のエネルギーについては半分くらいしか触れていませんが、
それで⾜りないということはなさそうです。参考になれば、幸いです。

... 2008/12/30(Tue) 12:34  

  ☆質問です。 投稿者︓N  Rank:1回

通信を開始すると「基礎資格・介護等体験確認票」が送られてきますが、確認結果が「済」の場合は、出⾝⼤学ですでに単位修得済みと考えていいのでしょうか。⼈に
よって違うということは⼊学時に提出した証明書で明星⼤学側が個別に確認しているのですよね︖ 周りで英語や情報処理を履修している⼈がいるので、少し不安にな
ってしまいました

... 2008/12/30(Tue) 01:01  

◇Re: 質問です。 投稿者︓ピッコロ  Rank:8回

済になっていれば履修しないで平気です︕

... 2008/12/30(Tue) 10:08  

  ☆初等国語科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:17回

ニコラスどこへ⾏っていたのについての学習指導案がなかなか合格しません。
参考にされた本などがありましたら教えてください☆
よろしくお願いします。

... 2008/10/10(Fri) 21:56  

◇Re: 初等国語科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓与謝野てつお  Rank:6回

⼀応 全部を⾒せると 怒られそうなので 参考にしてみてください。  ちなみに結果は 合格でしたが  コメントが  (教訓が重要ではない。) という
コメントをもらいました。   

適当にコピーして消したので 前後がつながらないときは わざと消してます。  
こんな感じということが 伝えたかったのです。  拙いレポートですが

⼆単位⽬
≪⽂学的⽂章(童話)の学習指導を適切にするため、作品研究・学習指導研究(想定)を実践的に⾏う。≫

①「読むこと」を読んで、要点の箇条書き的、整理
０、⽂章を読んで重要な所を挙げるが、正解はない。

０、⽂学作品には、その構造が否応なく⾒えてしまう「場所」があるのではないか。
０、⼦供たちを⽂学教材の構造が⾒える「場所」に⽴たせてやること、それが授業の中でも必要だと思う。
０、「何が書いてあるか」ではなくて、「どのように書かれているか」
０、「主題読み」の問題を解決しないと、我が国の⽂学教育は進展しないであろう
０、作品が「どのように書かれているか」をとらえる授業が⾏われなければならない。



国語科学習指導案

1・ 教材 「ニコラス、どこへ⾏ってたの︖」 レオ・レニ作 ⻑⾕川俊太郎訳
学習材感について
本題材「ニコラス、どこへ⾏ってたの︖」は、この物語はもともとは絵本が題材であり、⾔葉や登場⼈物なども柔らかく表現されています。また、本題材は擬
⼈ 化された主⼈公のネズミ(ニコラス)の⽣活感や時間の流れと冒険、他の仲間たちとの出会いや仲間意識などを取扱い、国語の初期段階の児童には受け⼊れや
す い題材になっています。そして、物語の最後に 「⼀⽅的に⼀部だけを⾒て判断し全体を⾒誤ってはいけない。」という教訓を引き出す構成になっています。

２・児童の実態
本学級の児童は運動や、おしゃべり、読書好きな⼦が多く、図書館の利⽤頻度も⾼い児童たちです。朝の読書の時間には各⾃で図書館で借りた図書を読んでい
ま す。 しかし、個⼈差は⾒られるのだが、まだ読後の感想⽂や発表になると適切に表現できていない児童が⾒られます。書く、話す、という課題がまだ残さ
れているように感じ取れます。

３・指導の視点
本題材は、ネズミたちの仲間とのやりとりで会話⽂が多く、ネズミたちの名前にも⽇本⼈には聞きなれないカタカナが多く使われています。また、会話の中に
も、⼤きな声や悲しい声での表現が使われているため、⽂の流れや前後とのつながりで理解させるようにします。物語の内容で取り扱われている、教訓と物語
の 最初と最後のネズミたちの気持ちの移り変わりなどに気付くように指導します。

４・指導の実態
①指導⽬標
●物語の叙述から登場⼈物の⼼情や場⾯の様⼦を想像しながら読ませることにより、豊かな情操を育成する。
●物語を楽しみ声に出して読んだりすることにより「読む」という能⼒を育成する。
●この物語により、⾃分に何が伝えられどう感じとったのかを理解する、「理解⼒」を育成する。

②指導計画 (５時間)
１、①⼩テストにより既習した漢字や語句の理解度を確認し、新出漢字や新しい語句の確認をする。
２、②教師による範読をし、物語の内容などの想像を膨らませる。

５、④物語の教訓の伝えたいことを理解させ、児童たちの実際の⽣活と関連付けてみ る。
６、⑤感想⽂を書き、みんなの前で⾳読する。
７、⑤⼩テストなどで新出漢字などの理解度を⾒極める。
５・まとめ
今 単元で本題材から、場⾯の様⼦や登場⼈物の気持ちを想像しながら読むことや語や⽂のまとまりに注意して学習してきました。これらの学習を通して、本 に
親しみ読書意欲の向上が⾒られました。また、。。。。。。。

◎所感を簡潔に書く・・
今回のレポート作成を通して、気を付けた箇所は児童達の発達段階と対象学年の前後の教科課程などを念頭に置いて作成することです。そして、。。。。

... 2008/10/11(Sat) 19:27  

◇Re: 初等国語科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:18回

与謝野てつおさん☆
ありがとうございます。

今⽇、提出しました。
この投稿を⾒る前に出してしましました。そして気が付きました。
箇条書きや要点の整理をレポートに書かずに出していました。またまた不合格になりそうです。参考にさせていただきながら、作り直しておきます☆
ありがとうございました︕︕︕

... 2008/10/11(Sat) 22:19  

◇Re: 初等国語科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓mkk  Rank:3回

質問お願いします︕︕︕

２単位⽬の指⽰のなかで、「１〜４の順に⾏う、報告は以下の２〜４」とあるのですが、１でのメモはレポートに書かずに、２から書き始めていいということ
ですよね︖︖
２は１を補充すべき点の主体的な検討の箇条書きなので、１を書かずとなると・・・と⼼配になって⼿が⽌まってしまいましたー︕

どなたか、教えてください☆

... 2008/11/12(Wed) 21:13  

◇Re: 初等国語科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:16回

２から報告です。

... 2008/11/14(Fri) 11:34  

◇完全無料☆理想の出会い 投稿者︓安実  Rank:1回

完全無料☆理想の出会い

... 2008/12/29(Mon) 14:05  

  ☆はじめまして 投稿者︓まゅ  Rank:1回

明星⼤学に⼀⽉に明星⼤学にはいるんですけどこれから教採うける⼈っていますか

... 2008/12/28(Sun) 12:01  

  ☆冬スク 総合演習について 投稿者︓ぷち  Rank:1回

初めまして︕来⽉１２⽉に初スクーリングで総合演習のみを履修する予定の者です。
三⽇間の最短コースの参加なのですが，授業後（１８時以降〜︖）は完全フリータイムなのでしょうか︖
はたまた，夜も徹夜でグループで話し合ったり…など寝る暇も惜しむハードな⽇程なのでしょうか︖

夜の過ごし⽅を考えているため，参加経験がある⽅ぜひ教えて下さい︕

... 2007/11/25(Sun) 19:07  

◇Re: 冬スク 総合演習について 投稿者︓りんりん  Rank:20回

こんにちは︕
私は秋に受講して来ました。

３⽇間学校内では可能な限りグループで活動もしましたが、夜は完全にフリーでした。ただ、グループにもよるのかもしれませんね。



３⽇間学校内では可能な限りグループで活動もしましたが、夜は完全にフリーでした。ただ、グループにもよるのかもしれませんね。
でも基本的に遠くから⽇帰りで参加してる⽅もいたので、夜もずーっと、というのは考えにくい気がします。（次の⽇の事もありますし）

... 2007/11/26(Mon) 11:34  

◇Re: 冬スク 総合演習について 投稿者︓ぷち  Rank:2回

早いお返事ありがとうございます︕
⽸詰状態の三⽇間になるかと，覚悟しなきゃと思っていたので少しほっとしました◎

... 2007/11/26(Mon) 19:11  

  ☆介護等体験について 投稿者︓春  Rank:1回

介護等体験はレポート必要でしょうか︖
課題報告集９１２に介護等体験の課題があるのですが、これは必ず出すのですか︖
事前ですか︖

... 2008/12/22(Mon) 22:50  

  ☆無題 投稿者︓めんぼ  Rank:1回

学校図書館のスクーリング12/25〜27まで受ける⽅。情報交換しませんか︖初めての
スクーリングで⼾惑っています。

... 2008/12/12(Fri) 11:50  

  ☆教育課程論 投稿者︓smsm  Rank:1回

お疲れ様です、いつもこの掲⽰板を参考にさせてもらってます。

ありがとうございます︕ 

今週の１４⽇に⽇野にて初めて科⽬試験を受けます︕ 

ぜひ、先週の７⽇に試験を受けた⽅で 

「教育課程論」と「特別活動研究」 

どのような問題が出題されたか教えて頂きたいです。 

宜しくお願い致します（＞＜）︕

... 2008/12/10(Wed) 13:03  

◇smsmさんへ 投稿者︓nana*  Rank:9回

当⽉のテストについて、情報交換はマナー違反では︖
注意書きにもあるし、ほかのサイトでもそれが普通だと思います。

過去問を参考にして、戦略を⽴てるのは⾃由だし、私にも出来ることがあれば協⼒だってします。

でもその⽉のテスト内容を︕というのは・・・

以上、先週受けた者より。

... 2008/12/10(Wed) 19:09  

◇nanaさんへ 投稿者︓smsm  Rank:2回

そうですよね。申し訳ありません。

過去問をみて、しっかり勉強していきたいと思います。

本当にすみませんでした。

... 2008/12/10(Wed) 23:24  

  ☆初等理科教育法 06年12⽉試験の過... 投稿者︓MIOCKY  Rank:1回

どなたか、初等理科教育法の06年12⽉試験の過去問をご存知の⽅が
いらっしゃったら教えていただけませんか︖
わけあって知りたいです。試験会場はどこでもかまいません︕
よろしくお願いします。

... 2008/11/30(Sun) 11:18  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓ちゅらさん  Rank:1回

会場︓広島

「学習評価の重要性についてのべよ」

初等理科は⽉ごとに過去問同じもしくは似てますね。
しかし、０６年と０７年１２⽉とは問題が違うので、今年は何が出るんだろう・・・。

... 2008/12/01(Mon) 22:03  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓MIOCKY  Rank:2回

ちゅらさん
どうもありがとうございましたー︕︕
ちなみに私は東京ですが、07年12⽉は評価に関する問題です。
広島は違うんですか︖︖



... 2008/12/02(Tue) 06:58  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓さぁぁ  Rank:1回

初等理科、１０⽉１１⽉と連敗してます。
しっかり過去問対策して、両⽉とも試験内容は当たったのですが・・・。
受からないんです↓↓

２⽉までに絶対取らなければならないので、どうしたらいいか教えてもらえませんか︖
それからちゅらさん以外の１２⽉の試験内容ご存知でしたら教えてください。
１２⽉は評価の勉強しとけばいいのでしょうかね︖︖

... 2008/12/02(Tue) 14:03  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓ちゅらさん  Rank:2回

広島の０７年１２⽉の問題は、
「理科における問題解決学習の考え⽅と育てたい資質能⼒についてのべよ。」
です。
だから、絶対評価の問題が出るとは⾔い切れないかと・・・。

... 2008/12/03(Wed) 09:37  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓さぁぁ  Rank:2回

本当にありがとうございます︕︕

でも、評価と問題解決は同じ章にあるので、特にここは注意して勉強します︕︕

１２⽉は絶対とらなければならないと思っているので助かりました︕︕

感謝します︕︕

... 2008/12/03(Wed) 20:29  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓ちゅらさん  Rank:3回

確かにこの章は重要そうですね。

質問ですが、評価の問題は
「学習評価の重要性についてのべよ」
と同じ問題⽂でした︖

私もこの理科は取りたいです。
がんばりましょう。

... 2008/12/03(Wed) 21:29  

◇Re: 初等理科教育法 06年12⽉試験... 投稿者︓MIOCKY  Rank:3回

ちゅらさん
明⽇試験です。
ちなみに07年12⽉（⽇野）は評価結果の教師の指導法の改善の活⽤について述べよ
でした︕
よろしくお願いします。

... 2008/12/06(Sat) 14:36  

  ☆初等社会科教育法過去問について 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:1回

おはようございます。
今週の科⽬修了試験のために猛勉強中のものです。
初等社会科教育法を今回受験するのですが、過去問をやっていたところ、
「道徳教育と社会科の関連について」
「問題解決学習と初等社会教育のあり⽅」
についてテキストにのっていないため、進んでいない状態です。
もし掲載されているところなど、アドバイス等ありましたら是⾮よろしくお願いいたします。
皆様からのご協⼒をよろしくお願いいたします。

... 2008/12/03(Wed) 09:20  

◇Re: 初等社会科教育法過去問につい... 投稿者︓はや  Rank:23回

HEROさんへ。

・道徳と社会科の関連について
⽣徒の道徳的な⽣活の向上に向かい努⼒をしていくことは、学校教育における⼤きな課題である。道徳教育は学校の教育活動全体において展開されるべきもの
であり、社会科が果たすべき役割も⼤きい。これは戦前の教育とも関連が深い。
戦前は社会科の前⾝である修⾝科が徳⽬を掲げ、教え込む⽅法で指導が展開されていた。しかし、社会科となった今⽇では、そのような教育はなされていな
い。しかし、社会科は⼈間関係をおもな学習領域にしており、社会科が⽣徒の道徳的判断などの育成に⼤きな貢献をすることは明らかである。社会科の⼀般⽬
標を考えても、ほとんどが⺠主的な社会⼈として望ましい道徳的な⾯が⽰されている。

これらのことから道徳と社会科の関係について考えた上で教師として実践するべきことは多い。しかし、まず第⼀に教師⾃⾝が社会科の⽬指す⺠主的程度の育
成という⽬標を認識し、あらゆる学習活動の機会をとらえてその育成をしなければならない。
そしてその実践においては、⼀⽅的に教え込むのではなく、具体的な問題や課題を通して、⼦どもたち⾃⾝が考えていくようにさせ、経験を通して、体得でき
るように指導していかなくてはならない。

・問題解決学習と初等社会科のあり⽅について
テスト勉強でまとめたものを失くしてしまいました。
何となくですが、まず問題解決学習について説明し、社会⽣活の重視などをまとめた気がしています。
出版社がわからないのですが、「社会科教育辞典」︖という本を参考にしました。

たどたどしい⽂章ですみません。
いろいろな資料からつなぎ合わせたり、⾃分の考えも⼊っています。
もし、参考になれば★

... 2008/12/03(Wed) 20:50  

◇Re: 初等社会科教育法過去問につい... 投稿者︓ＨＥＲＯ  Rank:2回

はや様
 貴重なご意⾒ありがとうございます。
 内容をまとめて、現在猛勉強中です。 

 ⽇曜⽇に巣鴨でテストです。今回のテストで３教科中２教科をとらなければ、教育実習にいけないというかなり苦しい状況でありますが、精⼀杯がんばりた



 ⽇曜⽇に巣鴨でテストです。今回のテストで３教科中２教科をとらなければ、教育実習にいけないというかなり苦しい状況でありますが、精⼀杯がんばりた
いと思います。
 是⾮活かさせていただきます。
 またご意⾒アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。

 ＨＥＲＯ

... 2008/12/05(Fri) 23:07  

  ☆教育⽅法学の「教授理論」って︖︖ 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:12回

今度，教育⽅法学のテストを受けます。過去の問題を解いているのですがよく出題される「教授理論」の意味がいまいちわかりません。教科書には指導⽅法と書いてあ
るのですが…系統学習とか問題解決学習のことでいいんですか︖これがわかってないと結構不安なので。しっかり理解したうえで勉強しないと意味がないので，教育⽅
法学を勉強された⽅でどなたかお願いします︕︕

... 2008/12/04(Thu) 19:29  

◇Re: 教育⽅法学の「教授理論」って... 投稿者︓はや  Rank:24回

ソフトモヒカンさんへ

教育⽅法学で配布されたプリントに「教師と⽣徒との間に⾏われる教育活動を教授（教育・指導⽅法）と呼ぶ。」という⼀⽂がありました。
なので、教授理論と指導⽅法は同じように考えて良いのではと思います。

はっきりせず、すみません。

... 2008/12/04(Thu) 20:05  

◇Re: 教育⽅法学の「教授理論」って... 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:13回

教師と⽣徒との間に⾏われる教育活動ということは，やはり教育⽅法の系統学習や問題解決学習ということなのでしょうか…とにかく勉強頑張ります︕︕あり
がとうございます︕

... 2008/12/05(Fri) 20:04  

  ☆介護等体験／申込⼿続き基準の単位... 投稿者︓Ｎａｏ  Rank:1回

はじめて書き込みします。基本的なことを質問してすみません・・・。

１２⽉に介護等体験の申込があります。申込⼿続基準は、
本通信教育学部において、１１⽉科⽬終了試験までに１６単位以上修得があることとあります。この１６単位は、基礎資格科⽬などの他の⼤学で取得した認定単位も含
んで考えていいのでしょうか︖

４⽉に⼊学⽣なのに、全然勉強が進んでいません。反省。
明星⼤学では、科⽬終了試験を受けて、まだ６単位しか修得していません。認定科⽬を含めると１６単位以上にはなります。
教育実習は、「教科・教職に関する科⽬全単位にうち、２２単位以上修得済みであること」と⼿引きに具体的に書いてあるので、介護等体験も同じように考えるんでし
ょうか︖

⼤学に問い合わせをすれば済むんですが、「ダメです︕」と⾔われるのがショックです・・・。来年１２⽉まで待たないといけないのかな︖

こんな質問してすみません。とにかく、勉強がんばろうと思います。

... 2008/10/28(Tue) 12:14  

◇Re: 介護等体験／申込⼿続き基準の... 投稿者︓ゆー  Rank:19回

１６単位というのはレポート提出ではなかったでしょうか︖
詳しく⾒ていないのですが記憶ではそうだったような。
しすて基礎資格は含まなかったと思います☆

... 2008/12/02(Tue) 16:35  

◇Re: 介護等体験／申込⼿続き基準の... 投稿者︓shig  Rank:4回

Ｎａｏさん＞
ども、shigです。

この件につきましては、私も昨年経験しましたので書かせていただきます。
えっと、部報めいせいの１２⽉号P8に書いてありますが、以下の通りです。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「介護等体験」申込⼿続き⼿順
1)⼊学年度の申込は４⽉⽣のみ可能とする。
2)本学通信教育部において、11⽉科⽬終了試験までに16単位以上習得済みであること。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ということで、この⽂書から
○認定科⽬は含まない。
○明星においてレポート、試験orスクーリングで16単位が習得済みであること。
となりますね。
なかなか厳しいですがねー。。。

ご参考までに。。。

... 2008/12/02(Tue) 18:25  

  ☆⼩２種から⼩１種 投稿者︓UMA  Rank:4回

⼩２種を持っている⼈が⼩１種を取得する場合、
何単位ぐらい修得しなければならないのでしょうか。
ご存じの⽅がいらしたら教えてください。

... 2008/10/09(Thu) 21:58  

◇Re: ⼩２種から⼩１種 投稿者︓ゆー  Rank:11回

27単位ぐらいだったと思います＾＾

... 2008/10/10(Fri) 15:18  

◇Re: ⼩２種から⼩１種 投稿者︓ゆー  Rank:12回

まちがえました。。
18単位でした〜〜



... 2008/10/10(Fri) 19:18  

◇Re: ⼩２種から⼩１種 投稿者︓UMA  Rank:5回

ありがとうございました。
少ないような多いような微妙なところですね…

... 2008/10/12(Sun) 15:57  

◇Re: ⼩２種から⼩１種 投稿者︓ぷぅ  Rank:1回

⼀種のレポートがあと家庭科と算数のみと
なりました。
しかし、家庭科は⼿付かずです。算数は
教科書でなんとかできそうですが・・。
家庭科のレポート合格された⽅は教科書のみで
仕上げましたか︖
何かアドバイスおねがいします☆

... 2008/11/18(Tue) 09:14  

◇ぶうさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:6回

家庭科のレポ、ネットも使って仕上げましたよー︕
⼀発オッケイでした＾＾

私も⼀種⽤レポ完遂まで１教科ー︕︕
お互いがんばりましょ☆

... 2008/11/23(Sun) 17:03  

◇Re: ⼩２種から⼩１種 投稿者︓ゆー  Rank:21回

nanaさん
ありがとうございます♪
ネットも使って仕上げてみようと思います。
早くレポートから逃れたいですね。
あと少しがんばりましょう＾＾

... 2008/12/02(Tue) 16:40  

  ☆学費について 投稿者︓ゆー  Rank:18回

3年⽬も2年⽬と同じく11万程度かかるのでしょうか︖

... 2008/11/28(Fri) 13:38  

◇Re: 学費について 投稿者︓shig  Rank:3回

ども☆ゆーさん

えっと、学習の⼿引︖だったかに、書いてありますよ。
３年⽬以降は確か、４万程度でしたね。

確認してみてください。＞学習の⼿引

以上、参考までに。。。

... 2008/11/29(Sat) 17:35  

◇Re: 学費について 投稿者︓ゆー  Rank:20回

ありがとうございます＾＾

... 2008/12/02(Tue) 16:36  

  ☆無題 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:11回

最近，教育実習を終え⼀段落つきました。単位も順調に取れているのでこのままいきたいですが…今度の１２⽉の試験に教育⽅法学を受けます。過去問を⾒てちょうっ
とよくわからない語句があるので，勉強された⽅に聞きたいです。「教授理論」って何のことですか︖教科書には指導⽅法と載っているのですか，いまいち分かりませ
ん。どなたかお願いします︕︕

... 2008/12/01(Mon) 22:25  

  ☆教師論について 投稿者︓のりっぴ  Rank:1回

教師論の学習を進めていますが、「他の専⾨職と異なる教職の特質」が教科書を読んだり、調べたりもしたのですが、よく理解できません。
どなたかアドバイスをいだだけませんでしょうか。

... 2008/11/25(Tue) 17:18  

◇Re: 教師論について 投稿者︓与謝野てつお  Rank:15回

おはようございます。
 難しいですよね。  のリッピさんは、 初等教育原理 Ⅰ・Ⅱ は終わりましたか︖
その中でも同じようなことが、レポートであったと思います。 それと、平成９年７⽉の教育職員養成審議会の中で、｛教員の資質能⼒は、｝｝｝昭和６２年
１２⽉１８⽇付けの教育職員養成審議会答申で レポートに使える内容がたくさんあります。 のぞいてみてください。
      私は、これで仕上げました。 他の⽅も参考にレポートを作成してみてはどうでしょうか︖  頑張ってください。

... 2008/11/26(Wed) 09:15  

◇Re: 教師論について 投稿者︓ゆー  Rank:17回

教師の専⾨性について具体的に述べることにより、
他の専⾨職との違いも⾒えてくると思います。

... 2008/11/27(Thu) 15:40  

◇Re: 教師論について 投稿者︓のりっぴ  Rank:2回

与謝野さん、ゆーさんからアドバイスをいただき、資料を収集して、
じっくり読んでみたところ他の専⾨職との違いが⾃分なりに理解できそうです。
教師論が終わったら、初等教育原理Ⅰに取り組みたいと思います。
本当にありがとうございました︕

... 2008/11/29(Sat) 22:13  

  ☆俥瘤鰰 投稿者︓TauccesiatimeAnna  Rank:1回



  ☆俥瘤鰰 投稿者︓TauccesiatimeAnna  Rank:1回
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... 2008/11/27(Thu) 09:16  

  ☆おしらせ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

今⽇、⻘森にお住まいの⽅からメールで問い合わせがありました。しかし、⼊⼒されたアドレスに返信しても、宛先が違うようで届きません。お⼼当たりの⽅はご連絡
ください。

... 2008/11/25(Tue) 20:13  

  ☆国語科教育-テスト 投稿者︓nana*  Rank:7回

このたび12⽉に国語科教育の科⽬終了試験を受験することになり。
テスト勉強はじめたのですが︕︕

ハッキリ⾔ってちんぷんかんぷん︕︕
テキスト載ってないしー´｀

みなさん、どやって勉強しました︖
参考にしたテキスト＆書籍＆サイトあったら教えてください︕︕︕

... 2008/11/23(Sun) 17:12  

◇-追記- 投稿者︓nana*  Rank:8回

特に、
「表現の類型」
「強調の修辞」
「六書」
「⾔語の６種の機能」

についての情報、お待ちしております︕︕︕

... 2008/11/23(Sun) 18:38  

  ☆【卒論】情報教育について 投稿者︓社会教育主事コース  Rank:1回

はじめまして。

表記の通り卒論で⼩学校の情報教育について書いております。
教員志望の⽅、既に教員の⽅にご協⼒いただけるとありがたいです。

以下、アンケートサイトにて公開中のページにアクセスいただいて答えていただくか
  Ｍｒアンケート ＵＲＬでアクセス願います「教員または教員志望の⽅へ（情報教育について）１１⽉２２⽇開始」

回答をメール送信していただけるとありがたいです。
  回答例）１はい ２いいえ ３いいえ・・・・

アンケート内容

１）教員として情報機器を使いこなせるようにすべきだ。 はい いいえ
２）ＩＣＴ（情報通信技術）導⼊が学⼒向上につながると思う。 はい いいえ
３）正直、⼩学校でパソコンやインターネットを教える必要はない。 はい いいえ
４）情報モラル教育は必要だと思う。 はい いいえ
５）ＩＴ系の研修は、あまり役⽴たない。 はい いいえ
６）学校にある機器やソフトに不満、または現場の意向が取り⼊れられていないと感じる。 はい いいえ
７）パソコンが苦⼿そうな教員がいる。 はい いいえ
８）苦⼿そうな教員に対して、周囲の協⼒体制がある。 はい いいえ
９）担任のパソコンの得⼿不得⼿で、⽣徒のパソコン操作習得に差が出ると思う。 はい いいえ
１０）複数の学校に勤務経験がある⽅は、学校によりパソコンや情報関連の教育に温度差があると感じる。 はい いいえ
１１）情報教育関連で、こんなサポートがあれば、教員にとってありがたいと思うこと。
１２）そのほか、ご意⾒。

よろしくお願いいたします。

... 2008/11/22(Sat) 09:54  

  ☆初等図画⼯作科教育のレポートにつ... 投稿者︓りんご  Rank:1回

今、１単位⽬の２番をやっているんですが、教科書の第２章２節「造形遊び 学習の指導」から、第２章８節までの「鑑賞 学習の指導」を学習指導要領と関連させて
系統づけよ。とありますが、具体的にどのようにやったらよいのかわかりません…。どのようにレポートを書けばよいのか、誰かアドバイスをいただけませんか︖

... 2008/11/07(Fri) 21:03  

◇Re: 初等図画⼯作科教育のレポート... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:15回

私は、こんな感じで関連付けて作ったのですが 

⼩学校の図画⼯作で扱う、「造形、絵、版、塑造、焼き物」などは、
内容の取り扱いも児童の発達段階に応じて、表現⽅法や制作⽅法など
⼩学校学習指導要領、図画⼯作科は児童の学年などに合わせて⼤きく三段階に分けられています。 第１・２学年は 
この時期の児童たちは好奇⼼を持ち、
第３・４学年は 。。。。。  を⽬標にしています。この時期の指導に当たっては。。。。。
第５・６学年は 。。。。
この時期の児童は勤勉性の意識が芽⽣え、低・中学年の児童より。。。。。。
表現や鑑賞、制作⽅法などの感性も育ち、
成⻑が⾒られるようになります。
児童達の作品を評価するに当たっては、
、「評価基準の柱」



、「評価基準の柱」
児童の可能性や⾃信を

このような感じで指導要領と関連付けてみたのですが。  断⽚的ですが参考になりますでしょうか。

あと、好奇⼼に関しては、児童期すべてであるのですが。 「更に、初期より」 とかいれて調整してみました。 他の⽅のアドバイスと⼀緒にしてみてくだ
さい。

... 2008/11/09(Sun) 18:47  

◇与謝野てつおさんへ 投稿者︓りんご  Rank:2回

返信、ありがとうございます。なんとなくしか漠然としか分かってなかったのですが、与謝野てつおさんのおかげでいいレポートがかけました。ありがとうご
ざいました。

... 2008/11/18(Tue) 00:24  

  ☆初等国語科教育法１単位⽬ 投稿者︓みこ  Rank:1回

１単位⽬を取り組んでいるのですが、私の住んでる町というのは、地域ということでよいのでしょうか︖︖市というくくりで調べた⽅が良いのか迷っています。市が広
いので、⾃分の住んでいる地域で調べたいのですが、特に関係ないですか︖︖

またこの１単位⽬はとにかく順番どおりに、具体的に書けばよいのでしょうか︖︖

アドバイスいただけたらと思います★

... 2008/11/11(Tue) 01:50  

◇Re: 初等国語科教育法１単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:15回

私は
⾃分の住んでいる地域に絞りました。
そして順番通りに書いていきましたよ☆

... 2008/11/12(Wed) 13:31  

◇Re: 初等国語科教育法１単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:21回

レポート返却がまだなので、参考になるかどうかですが.....。
⾃分は⾃分の住んでいる地域に絞って書きました。
友⼈から具体的に書いたほうが良いと聞いたので、地域を絞り２・３個のテーマを決めて書いていきました。
このレポートでは具体的に書いていくほうが良いらしいです。

お互い頑張りましょう☆

... 2008/11/12(Wed) 21:49  

◇Re: 初等国語科教育法１単位⽬ 投稿者︓みこ  Rank:2回

ゆーさん、はやさん、ありがとうございます☆

やはり具体的に︕ですね・・・
この教科はどうやら採点も厳しいとみなさん書いているので、とにかく具体的に書いてみます。実習前に出さなくてはいけないレポートで焦っていたので助か
りました︕ありがとうございました☆

... 2008/11/13(Thu) 08:30  

  ☆スクーリング 投稿者︓うみ  Rank:2回

おしえてください。初等算数科教育と初等社会科教育でスクーリングしたほうがよいのはどちらでしょうか。
あと、⾳楽科教育はスクーリングはどんなかんじですか。単位はもらえますかね︖︖

... 2008/10/30(Thu) 21:23  

◇Re: スクーリング 投稿者︓りく  Rank:1回

単位がもらえるかは、頑張り次第。
受けたらもらえるのではない。

... 2008/10/31(Fri) 20:40  

◇Re: スクーリング 投稿者︓たもつ  Rank:1回

私は初等算数科教育法・初等社会科教育法ともに科⽬試験で取りました。
両⽅とも過去問を参考に勉強すれば、単位を取ることができると思います。
ですが、スクーリングの⽅が単位が取りやすいのは事実のようです。
あとは、うみさんの苦⼿な⽅をスクーリングで取るべきなのではないでしょうか︖︕

... 2008/11/09(Sun) 23:58  

◇Re: スクーリング 投稿者︓うみ  Rank:3回

たもつさん、ありがとうございます。苦⼿なほうをスクしようと思います。

続けてで申しわけないのですが、⾳楽科教育のスクはどんな感じかご存知の⽅はいらっしゃいませんか〜︖︖

... 2008/11/10(Mon) 15:42  

◇Re: スクーリング 投稿者︓mimi  Rank:7回

算数と⾳楽は、
過去問をみると
類似問題が多いのでテストでぃぃ気がします・・・

ちなみに私は、
初等算数と⾳楽ゎ
苦⼿科⽬ですが、
テストでOKでしたょ。。・

⾳楽ゎ
必要最低限暗記して、
どうしても仕組みのわからない部分があったので、
そこゎ捨てました。
6割程度しか解答できなかったけどいけました!!

... 2008/11/10(Mon) 18:20  

◇Re: スクーリング 投稿者︓たち  Rank:1回



⾳楽科教育Ⅰはスクでも落ちる奴は落ちる。

そーいう奴を2⼈程知っている。

他教科と⼀緒にしないほうがよい。

... 2008/11/10(Mon) 18:58  

  ☆冬スクの受講科⽬について 投稿者︓mimi  Rank:5回

冬スクの受講を考えています。

①初等社会科教育法or国語科教育
②算数科教育or社会科教育

それぞれどちらの受講が望ましいですか。

既に単位取得済みの⽅、
教えて頂けませんか。

よろしくお願いします。

... 2008/11/08(Sat) 21:22  

◇Re: 冬スクの受講科⽬について 投稿者︓チェリー  Rank:8回

初等社会科と国語はどちらもスクーリングのほうが良いです。
算数と社会は⾃分が⽂系か理系かによります。

... 2008/11/09(Sun) 20:49  

◇Re: 冬スクの受講科⽬について 投稿者︓mimi  Rank:6回

チェリーさん

早速のお返事ありがとうございます。

国語科教育は、
試験で不合格もらってます。
⾃信ある解答だったので、なぜ落ちたのか・・・・

私も国語は、スクリーングで受けたいと思っているのですが、
初等社会と国語が同じ時間なんですょ。。。

悩みます!!

... 2008/11/10(Mon) 11:58  

◇Re: 冬スクの受講科⽬について 投稿者︓ゆー  Rank:14回

私は初等社会うけようと思ってます。
国語難しいんですね・・。
なんとか試験でがんばります︕︕

... 2008/11/10(Mon) 16:33  

  ☆算数科教育の過去問から・・・・ 投稿者︓mimi  Rank:3回

どなたか、教ぇて下さい!!

A={P（X,Y）|X^2+Y^2≦16},B={P（X,Y）|Y≦3X}のとき
A∪Bはいかなる集合か図⽰せよ。

・・・この問題が、
どぅしても分かりません。
どなたか、助けて頂けませんか。

... 2008/10/26(Sun) 17:45  

◇Re: 算数科教育の過去問から・・・... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:10回

Ａは、原点を中⼼とした半径４の円の内部。
Ｂは、ｙ＝３ｘより下の部分。
カップは『または』だから、ＡまたはＢ、という意味。

作問としては、キャップの⽅が良問。

（という⾵に私もおしえてもらいました。 参考になるでしょうか︖）

... 2008/10/27(Mon) 09:22  

◇Re: 算数科教育の過去問から・・・... 投稿者︓mimi  Rank:4回

与謝野さん
ありがとうございます。

今⽇さいたまでテスト受けてきました。
合格してるか分かりませんが、この問題はでませんでした。
正直、未だによく分かっていないので類似問題は、絶対解けません。
とりあえず、⼀安⼼です。

本当にありがとうございました。



... 2008/11/08(Sat) 21:10  

  ☆初等教育原理ⅠⅡのレポートについ... 投稿者︓ゆう  Rank:1回

お世話になります。３単位⽬の②に悪戦苦闘中です。アドバイス下さい。

... 2008/10/31(Fri) 15:38  

◇Re: 初等教育原理ⅠⅡのレポートに... 投稿者︓mkk  Rank:1回

すみません。私も質問便乗させてください。初等教育原理の２単位⽬の②に苦戦しています。「近年の教育改⾰の動向」というのは、ゆとり教育のことでしょ
うか︖︖そのなかで⾃分の関⼼分野をかけばいいのでしょうか︖︖いまいち、意図がつかめず悩んでいます。アドバイスお願いします。

ゆうさん、３単位⽬は課題がひとつではありませんか︖︖年度が違ってたらお答えできずですみません。。。

... 2008/11/06(Thu) 01:06  

◇Re: 初等教育原理ⅠⅡのレポートに... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:13回

おはようございます。  ⼀応参考になるかわかりませんが 私の書き⽅はこれで合格しました。

   ゆうさんの 今年︖3単位⽬だとすると、 アメリカ教育使節団が⽇本にどのように 教員の専⾨性を訴え気付かせ それができるような環境にどのよう
に 影響、働きかけたかを書きました。  ちなみに、⼀回⽬は不合格で、⼆回⽬は専⾨性”のみ”を重点的に書くと合格でした。 
  そして、 半分は、ユネスコとILOの勧告  これは、ネットとテキストで調べて
これも 専⾨性、”のみ”をかいて⼤丈夫でした。  すみません。ネットでどこを調べたのかは、資料がなくて、、、もしかしたら。これで検索してみてくださ
い。
（教員に求められる資質能⼒について教養審答申(H９/７/２８)） 

mkkサン そこは、私も困りました。 でも、このやり⽅で⼀応合格でした。
  ここでは、友⼈のレポートも⾒たのですが、 近年の教育改⾰であれば何んでもいいようですよ。  私は、学⼒向上、友⼈は、⽣きる⼒、 教師との信
頼感の形成など。

  そして、その半分は、⾃分の⾒解、経験、主観、教育観を⼊れました。 書いていて恥ずかしかったのですが 論⽂試験のつもりでかきました。  

  私もくろうしました。  お⼆⼈とも頑張ってください。

... 2008/11/06(Thu) 09:51  

◇Re: 初等教育原理ⅠⅡのレポートに... 投稿者︓mkk  Rank:2回

与謝野てつおさん

アドバイスありがとうございます︕︕参考になります︕
別にテキストに書いてある教育改⾰から選ぶ必要はないんですね。４単位⽬の１もにたような内容なので、今から調べて書き上げたいと思います。
ありがとうございました︕

... 2008/11/06(Thu) 11:45  

  ☆７５６ 初等理科教育法 投稿者︓ベガルタ仙台  Rank:1回

いつもお世話様です。中年学⽣です。この教科実に⼾惑っています。なにしろレポの解説が項⽬しかなく説明が全くありません。びっくりです。試験も範囲が広すぎ。
過去問が⼀切かぶっていません。合格した⽅，どんな勉強をしましたか。合格の基準やテクがあｔｔら教えてください。試験の残りが少なくがけっぷち気分で焦ってい
ます。よろしくお願いします。

... 2007/10/12(Fri) 09:31  

◇Re: ７５６ 初等理科教育法 投稿者︓リトル松坂  Rank:1回

掲⽰板の皆さん、初めまして︕
たけさん  夏のスクーリングではお世話になりました。
私も34歳、ほぼ中年の学⽣です。私が初等理科教育法受けたときは、6⽉の試験,会場 明星⼤学で試験内容は「第3学年理科の内容A(⽣物とその環境)にはどのよ
うなことが含まれているか、そのうちから２つ述べよ」でした。私も当時は仕事しながらだったので、あまり勉強できなかったのでしたが、学習指導要領を読
んでいて、たまたま3年⽣のところを読んでいたため、何とかそれらしいことが書けた記憶があります。私は⾝の回りの昆⾍に関すること、(昆⾍の育ち⽅、体
の特徴、昆⾍が⾷して住処にしている植物)のことを、思い付く限り書いたら合格しました。理科教育法は範囲がものすごく広いですが、学習指導要領と、他の
教科や教育活動との関連付けしながら勉強されると良いかもしれません。あまり参考にならなかったかもしれませんが、お互いがんばりましょう︕︕

... 2007/10/14(Sun) 13:40  

◇Re: ７５６ 初等理科教育法 投稿者︓ベガルタ仙台  Rank:2回

リトル松坂さん
早速の返信，ありがとうございました。松坂さんよりずっと上のおやじです。私は２免ははるか昔，京都の某佛教系⼤学︖で取ったのですが，下書きなどした
ことはありませんでした。なのに，どれでもすべて優でした。それで⽢く⾒ていたのです。先週，仕事から帰ってから，４⽇で８テーマのレポを打ち，清書し
て提出しました。我が⽣涯，⼀番根をつめたかもしれません。いやあ厳しいですね。鉄板を選べばよかった。テキストには現⾏指導要領にないことがあります
が，それは無視でいいでしょうか︖12⽉の試験は通信票作業の季節ですので，健康に注意してがんばります。ありがとうございました。

... 2007/10/16(Tue) 09:50  

◇Re: ７５６ 初等理科教育法 投稿者︓与謝野てつお  Rank:12回

困っています。   初頭理科教育の⼆単位⽬の⼆番⽬なのですが
 ”「指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」について述べよ。”
なのですが、私は、解説だけをみて、この解説は何を⾔わんとしていると説いて、理科教育で⾏えることを書こうと思っているのですが。 
 
   皆さんは、どのような内容を書いたのでしょうか︖ アドバイスいただけたら幸いです。

... 2008/11/05(Wed) 18:50  

  ☆体育科教育Ⅰについて 投稿者︓ｔｍ  Rank:1回

すいません、2単位⽬の指導と評価の⼀体化についてなんですが・・・
どのような感じで書けばいいのでしょうか︖
教えてください︕︕

... 2008/10/29(Wed) 18:29  

◇Re: 体育科教育Ⅰについて 投稿者︓はや  Rank:20回

ｔｍさんへ。
お役にたつか分かりませんが。
⾃分のレポートでは・・・・・。
体育科における指導と評価の⼀体化は、教師が⾒通しを持った指導計画をを⽴て、到達⽬標を明確にし、その達成のために細かな段階を設け、評価をしてい

く。というようにまとめました。しかし︕︕︕︕︕



く。というようにまとめました。しかし︕︕︕︕︕
レポートは合格でしたが、指導と評価の⼀体化は学習評価の機能から再考すること。との評価でした。
体育科に限ったことではないですが、教育⽅法学のテキストの指導と評価の⼀体化というところが参考になるかもしれません。

お互い頑張りましよう。

... 2008/11/03(Mon) 15:04  

  ☆道徳教育の研究レポートについて 投稿者︓かに  Rank:1回

はじめまして、こんにちは︕07年10⽉に⼊学しました。
こちらの掲⽰板はいつも⼤変参考にさせていただいています。いつもありがとうございます。

ところで、道徳教育の研究レポートについての質問なのですが、これはこちらに書き込むのでよろしかったでしょうか︖
初⼼者でわからないので間違えてたらなんでも⾔ってくださいね。

道徳教育の研究レポートの2単位⽬なのですが、
「２道徳教育を成功させる⽅法の原理について述べよ。」
これがテキストのどこを探しても⾒つかりません。解説を読んで「師弟同⾏」の原理や４つの原理というのを探しているのですが、どうしても⾒つかりません。これは
第6章（Ｐ117から）の「⼩学校における道徳の時間の指導法」を読んでまとめればいいのでしょうか︖
それともほかにどこかあるのでしょうか︖

２が難しいので３にかかろうかとも思いましたが、
「３道徳教育と教科指導、特別活動、⽣活指導との関係について説明せよ」
というのはテキストにはとくに記述がないので、学習指導要領解説などを⾒て⾃分なりにまとめればよいのでしょうか︖

教育実習に申し込んだ時期が近づいており、あせっています。
15⽇までに提出したいのでどなたかアドバイスをいただけるとうれしいです。

... 2008/04/07(Mon) 01:51  

◇Re: 道徳教育の研究レポートについ... 投稿者︓のんのん  Rank:1回

はじめまして。
昨年の4⽉に⼊学して以来、この掲⽰板にはとてもお世話になっています。
ありがとうございます。

いつも、参考にさせてもらってばかりなので微⼒ですが、お⼒になれるかもと思い書き込みました。

私は、2単位⽬は２．と３．で提出しました。
２．は教科書第2章第2節32ページから37ページ
３．は教科書第2章第3節39ページから43ページでまとめました。
合格で返ってきたので、教科書で⼤丈夫だと思います。

私は今週が道徳教育研究のテストです。
お互いがんばりましょう。

... 2008/04/08(Tue) 11:28  

◇Re: 道徳教育の研究レポートについ... 投稿者︓かに  Rank:2回

のんのんさん
書き込み、ありがとうございました。
早速のんのんさんのアドバイスのとおりレポートを仕上げてみました。
今清書が終わったところです。
明⽇出すので何とか15⽇必着には間に合いそうです。
本当に助かりました。どうもありがとうございました。

同じように同じ科⽬でがんばっている⼈がいるのを感じられて、
すごく励みになりました。
本当にありがとうございました。

... 2008/04/11(Fri) 01:09  

◇Re: 道徳教育の研究レポートについ... 投稿者︓名声、明星  Rank:1回

いつも 参考にさせていただいております。 私も道徳教育のレポートで悩んでます。
調べれば調べるほど こんな簡単なことを何で難しく表現するのだろうと 思いながら ハムラビ法典を解読するように少しずつ理解しております。
  社会と道徳の教授は表現が難しすぎます。 皆さんは違和感なく 読めますか︖

... 2008/07/23(Wed) 11:20  

◇Re: 道徳教育の研究レポートについ... 投稿者︓アリエル  Rank:1回

いつも参考にさせていただいております。
０８年１０⽉⼊学のアリエルです。
⾏き詰ってしまったのでどなたかお⼒をお貸しください。

道徳研究のレポート課題について質問なんですが
１単位⽬の３で
「現⾏（Ｈ１０年度）の学習指導要領より⼩学校における道徳教育の⽬標について述べよ。」
という設問の解説に
「・・・平成元年のそれと⽐較し、特に⽬標と内容の⽐較検討するとよい」
とあるので、平成元年の学習指導要領を探したのですが
すでに書店には置いておらず、取り寄せもできないと⾔われてしまいました。
今現在２０年版の学習指導要領が出ているため
１０年版も数少ないですが、１０年版と２０年版の⽐較なら
本はいくつかありました。
でも元年と１０年の⽐較となると・・・どうしたらいいのやら。
みなさんどうされていますか︖

... 2008/10/31(Fri) 21:47  

◇Re: 道徳教育の研究レポートについ... 投稿者︓ミュウズ  Rank:5回

こんばんは︕

私は08年4⽉⼊学で、テキストは「増補 道徳教育の研究 －改訂－」なのですが、元年・10年ともに学習指導要領が付録として巻末に記載されています︕

08年10⽉⼊学では、違うテキストなのでしょうか︖
もし、同じテキストでしたら、もう⼀度⽬を通してみてください︕



... 2008/10/31(Fri) 22:34  

◇Re: 道徳教育の研究レポートについ... 投稿者︓アリエル  Rank:2回

ミュウズさん、こんばんは︕
ありがとうございます。
巻末にあったんですね〜
確認しました。
こんな⾝近にあったとは・・・（汗
教えていただきありがとうございます。

... 2008/10/31(Fri) 23:27  

  ☆英語 A のレポートについて 投稿者︓与謝野てつお  Rank:9回

 知っている⽅がいたら教えていただきたいのですが。 今回英語 A のレポートが
評価”C”で帰ってきました。 これは合格なのでしょうか︖コメントには間違い箇所が具体的に指摘され｛直すように｝とあります。 課題報告集には、不合格の場合
は別の冊⼦を送るとあります。 なのでこれは、”C”評価の合格と受け⽌めてよいのでしょうか︖
  知っている⽅教えてくださいよろしくお願いします。

... 2008/10/25(Sat) 10:09  

◇Re: 英語 A のレポートについて 投稿者︓チェリー  Rank:7回

それは合格です。

... 2008/10/29(Wed) 01:43  

◇Re: 英語 A のレポートについて 投稿者︓与謝野てつお  Rank:11回

ほんとですか︕ チェリーサンありがとうございました。 

（Are you true? Thank you for チェリーさん.）

... 2008/10/29(Wed) 09:29  

◇Re: 英語 A のレポートについて 投稿者︓けいすけ  Rank:1回

僕も以前評価Cで返ってきて「これはダメか」と思って諦めていました。
でも実際はギリギリOKということなので、今では評価を上げるべく家庭教師といっしょに勉強に励んでいます。

... 2008/10/30(Thu) 17:39  

  ☆体育科教育・道徳教育の研究 投稿者︓ゆみ  Rank:3回

いつもお世話になってます︕

冬スクで体育科教育と道徳教育の研究がかぶっているのですが、
どちらをスクーリングでとった⽅が良いですか︖

この掲⽰板を⾒させていただいていると、道徳教育もかなり厳しそうなので、
どちらを受講しようか迷っています。

アドバイスよろしくお願いします︕

あと、これは別件ですが、
冬スクの初等教育原理Bが２単位になっているのは、
４単位の間違いで良いそうです。
Aは４単位だったので事務局に確認してみました。
どなたかのお役に⽴てば^_^

... 2008/10/29(Wed) 20:56  

  ☆初等⾳楽科教育法レポートについて 投稿者︓るる  Rank:1回

１単位⽬のレポート作成中なのですが、⽂字数が少なくなってしまいました…
表を書き写してちょうど900字くらいしかないので…もっと書いたほうがいいのでしょうか︖
合格された⽅、何字くらいになりましたか︖
教えてください。よろしくお願いします︕︕

課題
「歌唱共通教材」とはどのようなものですか︖教科書p193〜p228を読んで、その定義や扱い⽅の注意点をまとめてください。また、p36にある表を写し、すべての空
欄に書き⼊れてください。

... 2008/10/19(Sun) 17:44  

◇Re: 初等⾳楽科教育法レポートにつ... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:8回

こんばんわ るるサン 私は９００字程で あとはテキストの表を写して曲名と作詞、作曲者名を書いて これでいいのかと思いましたが 合格でした。 表
はなるべく広く使うようにしました。それでも後ろ⼀枚余りました。    ⾳楽は難しいですよね。 

... 2008/10/19(Sun) 18:13  

◇Re: 初等⾳楽科教育法レポートにつ... 投稿者︓はや  Rank:19回

るるさんへ。
⾃分は何となく不安があり、⾳楽の学習指導要領から歌唱共通教材の部分を取り⼊れたりしてみました。各学年ごとの取り扱いについて要約しました。
表を⼤きく書き、ページもあまりましたが合格しました。
レポートの基準って難しいですね。

... 2008/10/19(Sun) 19:08  

◇Re: 初等⾳楽科教育法レポートにつ... 投稿者︓るる  Rank:2回

与謝野てつおさん、はやさん、ありがとうございます︕︕
今の状態だと700字くらいしかないので…もう少し⾜して、表を⼤きめに書きます︕

レポートって、どの程度書けばいいのかいまいちつかめなくて…
⾳楽科教育Ⅰは今結果待ちなのですが、こっそりここの掲⽰板を拝⾒し、
参考にさせていただいていました︕
今回初めて相談させてもらったのですが、お返事いただけてとてもうれしいです︕︕
助かりました︕
レポートがんばりますーー︕︕︕

... 2008/10/19(Sun) 23:54  



  ☆テストの過去問について 投稿者︓パグ  Rank:1回

※当⽉の問題の情報交換はご遠慮ください。試験を受けた翌⽉以降
のものをアップしていただけたらと思います。
（お互いの幸せのために）

・・・とあるのですが、テストの会場や⽇にちが違っても
同じ⽉なら同じ問題が出題されるということなのでしょうか︖

... 2008/10/19(Sun) 22:24  

  ☆介護体験レポートについて 投稿者︓ゆー  Rank:13回

どなたかこのレポートを
済まされた⽅はいませんか
２つ⽬の課題がどのように書いたらいいのか
よくわかりません。。

... 2008/10/18(Sat) 08:55  

  ☆初⼼者です︕ 投稿者︓jack  Rank:1回

はじめまして︕いつも拝⾒して参考にさせていただいてます。
08年度9⽉⼊学のjackと申します。
11⽉の科⽬終了試験で初等理科＆初等家庭科を受験予定です。
過去問をいろいろなサイトから検索してリストアップしたのですが・・・
問題が多すぎです （泣）
特に、初等理科︕︕︕
どのように試験対策をしていけばよいのか、
ぜひ、先輩⽅のアドバイスを、よろしくお願いします。

... 2008/10/13(Mon) 08:50  

◇jackさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:5回

初等理科は同じく苦戦中（２連敗中・・・）なので初等家庭科のアドバイスをば´｀

テキスト⼀通りノートにまとめて試験に臨みました。
当⽇は⾃分の意⾒も交えつつ解答したら（問題が家庭との連携をどうするか︖な内容だったので）⼀発OKでしたよー☆

過去問みると時々「えぇっ︖︕」みたいな内容が出る時もあるので油断禁物かと。
他教科にも⾔えることですが、何度か受験して⾃分に合う問題を待つってのも⼿ですよ︕
わたしも、苦⼿な科⽬は”待つ”派です・・・
って参考にならないか︕
スミマセーン＾＾︔

... 2008/10/16(Thu) 18:41  

◇Re: 初⼼者です︕ 投稿者︓jack  Rank:2回

nana*さん アドバイスありがとうございました。

やっぱり、初等理科はむずかしいんですね。（泣）
スクーリングも考えたのですが、⽇程が合わず・・・
とりあえず、試験を受けてみないとチャンスすらないですもんね︕
⾃分に合う問題を待つという考え⽅、⽬からウロコでした。
⼀度で何とかしようとしていた⾃分の発想の浅はかさにきずかされました。
おかげで、少し肩の⼒が抜けました。
チャンスは⼀度だけじゃないってことですね︕
ダメもとで何度かチャレンジしてみます。

家庭科は、まずはノートに過去問をまとめるところから頑張りたいと思います。
すっかり暗記ができなくなってしまっている⾃分の脳に
ショックを受けている今⽇この頃ですが・・・
アドバイスを⽣かして、⾃分の意⾒を交えることを意識して解答を作ってみます。

また、他にもアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。

... 2008/10/16(Thu) 21:16  

  ☆試験問題について 投稿者︓みみ  Rank:5回

こんにちは。
２００７年１２⽉に科⽬終了試験を受けた⽅っていませんか︖︖
もし、いましたら、教育⾏財政２００７〜の問題を教えて頂きたいと思ってメールしました。
どんな、問題がでたか教えて頂けませんか︖︖
お願いします。

... 2008/10/12(Sun) 14:21  

◇みみさんへ☆ 投稿者︓nana*  Rank:4回

2007年12⽉ですね︕
札幌受験版でよければー。

A、Bのどちらかを選び、解答せよ。
A）2006年以前配本済みテキスト所持者⽤
＊３問のうち、２問について解答せよ。
１.学校の機能について説明せよ。
２．学校経営について説明し、学校経営のあり⽅について⾃分の考えを述べよ。
３．地⽅教育⾏政のあり⽅について⾃分の考えもまじえて検討せよ。

B）2007年配本済みテキスト所持者⽤
＊３問のうち、２問について解答せよ。

１．⼀般の「⾏政」と「教育⾏政」の違いについて説明しなさい。



１．⼀般の「⾏政」と「教育⾏政」の違いについて説明しなさい。
２.教育職員の服務について説明しなさい。
３.今⽇の教育⾏政について具体的なテーマを設定し、あなたの考えを述べなさい。

どぞー＾＾

... 2008/10/16(Thu) 18:31  

  ☆東京都 ・ 実習 投稿者︓わに  Rank:1回

東京都で来年実習する申し込みをしたものです︕

私は正課・課程履修⽣なのですが、今年度の２⽉までに揃えておかなければいけない単位数は ２２単位以上 ですか︖
それとも３４単位以上ですか︖︖

教えてください︕よろしくお願いします︕

... 2008/10/14(Tue) 23:02  

◇Re: 東京都 ・ 実習 投稿者︓リトル松坂  Rank:1回

22単位以上です。

今のうちにできる限り単位を取得することをお奨めします。
採⽤試験もあるから

... 2008/10/16(Thu) 12:03  

  ☆情報学概論 投稿者︓Piro★  Rank:1回

はじめまして☆
この４⽉に⼊学し、⼩1種の取得に向けて勉強している者です。
このサイトにはたいへんお世話になっています。
ありがとうございます︕︕

情報学概論のレポートを書くのにとっても苦労しています。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか︖
よろしくお願いします。

... 2008/07/27(Sun) 00:44  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんにちは。苦戦しているのは何単位⽬のどこですか︖

... 2008/08/04(Mon) 18:38  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓Piro★  Rank:2回

RESありがとうございます。具体的にどこがというのではないのですが、全体的にテキストの内容が分からなく困っています。レポート情報を参考にもう少し
考えてみます。

... 2008/08/10(Sun) 21:51  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓与謝野てつお  Rank:2回

こんにちは、 たけサン 私も、こんなに悩んだことがないくらい情報学概論を悩んでいます。 ⼀単⽬はただなんとか 字を埋めたようなぐずぐずで⾃信が
ありません。
 ⼆単位⽬からは、ここ⼀週間まったく進みません。他の本を読んでもいるのですが、、、 とても悩んでいます。 合格者の皆様はテキストのみでレポート
作成までできたのでしょうか︖  よろしければ 助⾔のほうよろしくお願いします。

 追伸、たとえばテキスト内のセブンイレブン社のシステム例なども利⽤したのでしょうか︖

... 2008/10/04(Sat) 17:25  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

セブンイレブン社のシステム例は参考にしましたよ。あと、テキストに出てくる⾔葉をネットで検索したりしながら⾃分なりにつなぎ合わせて出しました。わ
かったような、わからなかったような・・・そんなレポートになりました。

... 2008/10/05(Sun) 16:10  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓与謝野てつお  Rank:3回

たけさん ありがとうございます。 今もレポート作成中です。 でも、これをクリアしたなんてすごい読解⼒ですね   アドバイスを参考にレポート作成
に再び取り掛かります。 

... 2008/10/05(Sun) 19:33  

◇Re: 情報学概論 投稿者︓与謝野てつお  Rank:7回

アドバイスください。 情報学概論なのですが、四単位⽬―②での  ⽇本と⽶国の情報システム教育の実情と⽐較が何と取り上げたらよいのかわかりませ
ん。
 合格した⽅でアドバイスをもらえないでしょうか︖

ちなみに、⽶国の例として、MISや IS'90などは 利⽤したのでしょうか︖ それかこのシステム教育例は、テキストの⽂ではなく、説明図から考察するので
しょうか︖ 
   

... 2008/10/14(Tue) 16:19  

  ☆教えてください︕︕ 投稿者︓aya  Rank:1回

提出したレポートが何⽇に届いたか、
事務局に問い合わせたら、教えてくれますか︖︖

... 2008/10/10(Fri) 00:12  

◇Re: 教えてください︕︕ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

わかりません・・・︕
電話をしてみてはいかがですか︖
教えてくれればいいですし、駄⽬ならあきらめるしかないですよ。
担当者によっても違うかもしれないし、⼀貫して駄⽬かもしれませんし。

... 2008/10/10(Fri) 22:52  

◇Re: 教えてください︕︕ 投稿者︓aya  Rank:2回



◇Re: 教えてください︕︕ 投稿者︓aya  Rank:2回

電話してみました︕
どうもありがとうございました︕

... 2008/10/12(Sun) 01:22  

  ☆教えてください 投稿者︓うみ  Rank:1回

すいません。教えてください。
去年のレポートが再提出の場合、課題は去年のままで良いのでしょうか︖
今年の課題に変えたほうが良いですか︖︖

... 2008/10/11(Sat) 22:24  

◇Re: 教えてください 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

すみません。もう引退してしまったので、⼿元に資料がありませんが、課題報告集か学習の⼿引きにそのことについて書いてあったような気がします。再提出
の場合は途中で課題を変える必要は無かったと思いますが、戻ってきてから再提出するまでに極端に間が開いてしまった場合はわかりません。

... 2008/10/11(Sat) 22:27  

  ☆迷ってます・・・ 投稿者︓やつはし☆  Rank:1回

こんにちは︕

単⼑直⼊ですが・・・
「体育科教育Ⅰ」と「道徳教育の研究」、
この２教科のどちらかをスクーリングで、
どちらかを試験で単位取得しようと思ってます。

スクーリングで取得するのはどちらの⽅がいいでしょうか︖︕

... 2008/10/03(Fri) 14:08  

◇Re: 投稿者︓ピッコロ  Rank:4回

僕の経験では、道徳は試験でけっこう簡単にとれたので、
どちらかというと体育をスクーリングでとることをお勧めします︕
体育の⽅が試験内容も広範囲で評価も厳しいと思います。

... 2008/10/03(Fri) 18:35  

◇Re: 迷ってます・・・ 投稿者︓はや  Rank:15回

ピッコロさんと同じくですが、体育科教育Ⅰはスクーリングが良いと思います。
⾃分は夏季スクーリングで受講しましたが、内容も良かったですよ。
⾃分は２回⽬の試験で合格しましたが、試験の内容も道徳教育の⽅が内容も絞れると思います☆

... 2008/10/03(Fri) 20:30  

◇Re: 迷ってます・・・ 投稿者︓ゆー  Rank:7回

私も体育をスクーリングで取るのを
すすめます★
どっちもスクで取った⾃分は
内容的に道徳はテストでもよかったかも・・
って思いましたので。

... 2008/10/04(Sat) 08:47  

◇Re: 迷ってます・・・ 投稿者︓やつはし☆  Rank:2回

遅くなりました・・・。

ピッコロさん、はやさん、ゆーさん︕︕
どうもありがとうございます︕︕
みなさん共通して体育を勧めて下さったので、
迷うことなく即決でき、助かりました。

お互い試験に向けて頑張りましょうネッ☆

... 2008/10/10(Fri) 18:26  

  ☆科⽬終了試験とスクーリングどちら... 投稿者︓mimi  Rank:1回

07BGで1種取得を 
⽬指してぃます。 

これからの 
計画を⽴てるにぁたって 
みなさんに伺いたぃことがぁります。 

選択科⽬ 
初等国語……社会、算数、理科、家庭、⽣活 
と 
1種科⽬の 
国語科教育…社会、算数、理科、家庭、⽣活 
で 
スクーリングの⽅がオススメの 
科⽬、テストでも余裕の科⽬、ご存知の⽅教えて下さぃ!! 

ちなみに初等理科2回連続でダメでしたぁ。。。

ょろしくぉ願いします。

... 2008/08/29(Fri) 11:02  

◇Re: 科⽬終了試験とスクーリングど... 投稿者︓ピッコロ  Rank:2回

初等⽣活科は指導案書くだけのテストなのでわりと簡単でした。



初等⽣活科は指導案書くだけのテストなのでわりと簡単でした。

算数とか理科系はスクーリングの⽅が楽だって聞きますね︕

俺も07BGで⼀種はこれからなのでこれくらいしかわかりません・・。

... 2008/08/31(Sun) 09:17  

◇mimiさんへ 投稿者︓nana*  Rank:3回

私も07AGなので＾＾︔
たいしたこと⾔えませんが・・・とりあえず書くだけ・・・w

初等家庭科、初等⽣活科はテストで⼀発OKでしたー︕
初等社会科はテスト未経験ですが、過去問みたらテキスト内でいけそうかなと。
初等理科、同じく苦戦中ですw

理科教育、⽣活科教育も⼀回で受かりました。

他はまだ受けていないので分かりません。

あ、算数系は、スクの授業内でレポートの解答（ヒント︖）がもらえるし、お得︕って話を聞いたことがあります＾＾

少しでも参考になれたら〜

... 2008/09/03(Wed) 10:30  

◇Re: 科⽬終了試験とスクーリングど... 投稿者︓mimi  Rank:2回

だぃぶ遅くなりましたが、

ピッコロサン
nanaサン

コメントぁりがとうございます!!
参考になりました。

... 2008/10/08(Wed) 22:18  

  ☆初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:8回

こんばんは☆
初等社会科教育法２単位⽬のレポートが進まず悩んでいます。
特に（１）は何を書いてよいのか分からず・・・・・。
レポートを提出された⽅で、参考にした⽂献などがありましたら、教えていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

... 2008/08/10(Sun) 22:52  

◇Re: 初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓まりもママ  Rank:17回

参考にした⽂献はなく、教科書のみでまとめました。
参考になるかは︖︖︖ですが、私の場合、これからの社会科に必要な知識や判断⼒、問題解決に役⽴つＫＪ法についてまとめ合格しました。

... 2008/08/11(Mon) 23:04  

◇Re: 初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:9回

まりもママさん、ありがとうございました。
とても参考になりました☆
なんとか完成しました。
明⽇、提出してきます。
採⽤試験が終わったら、１０⽉科⽬修了試験に向けて頑張ります☆

... 2008/08/12(Tue) 23:02  

◇Re: 初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:12回

今⽇レポートが返ってきました。
無事に合格していました。
残りのレポートも頑張ろうと思います。

... 2008/09/13(Sat) 18:18  

◇Re: 初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:9回

何回も読んでるんですがよくわかりません・・。
難しいです。。

... 2008/10/06(Mon) 19:41  

◇Re: 初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓はや  Rank:16回

ゆーさん。
社会科のレポートはすごく難しいですね。苦戦しました。
参考になるかは分かりませんが・・・・・。
１単位⽬
（１）は教科書をまとめていきました。
（２）は広い意味での問題解決⼒を養うこと、体験を重視しつつも基礎・基本は押さえていくこととなどを中⼼に総合的な学習の時間との関係をまとめまし
た。こちらも教科書を中⼼にまとめました。

２単位⽬
（１）KJ法を中⼼にまとめました。
（２）社会科の評価の観点や指導計画作成の留意点について教科書を中⼼にまとめていきました。
課題報告集にある⽤語は半分くらいか使っていませんでしたが合格で返って来ました。

昨⽇は試験を受けてきましたがボロボロでした。冬のスクーリングを受講するか検討中です。

... 2008/10/06(Mon) 21:36  

◇Re: 初等社会科教育法 ２単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:10回

はやさんありがとうございます。

2単位⽬の（１）ですが、スキーマは出てこないんですかね︖



2単位⽬の（１）ですが、スキーマは出てこないんですかね︖
はやさんのアドバイスを受けて早速がんばってみます☆

... 2008/10/08(Wed) 10:39  

  ☆体育科教育・初等体育科教育法 投稿者︓ゆみ  Rank:1回

はじめまして。いつもこの掲⽰板にお世話になり、ありがとうございます。

冬スクで体育科教育か初等体育科教育を受講しようと考えているのですが、
どちらの⽅がスクーリングがお勧めですか︖

以前の書き込みを読ませていただいた感じだと
初等体育の⽅をスクーリングにしたほうが良いかなと思ったのですが・・・

受験しての感想など、アドバイスをよろしくお願いします。

冬スクでは、体育系のどちらかと初等教育原理を受講する予定です。
参加される⽅、よろしくお願いします。

... 2008/10/06(Mon) 10:39  

◇Re: 体育科教育・初等体育科教育法 投稿者︓ピッコロ  Rank:7回

体育科教育は２回⽬のテストでどうにか受かったのですが、
問題のパターンが多いので何回か受けるうちに受かればという感じでした。

初等体育は友達からスクーリングの⽅が楽だと⾔われて
スクーリングでとりました。評価が厳しいらしいですね。

僕個⼈の意⾒としては、初等体育をスクーリングにして、
体育科教育をテストがいいと思います︕

... 2008/10/07(Tue) 00:02  

◇Re: 体育科教育・初等体育科教育法 投稿者︓ゆみ  Rank:2回

ピッコロさん ありがとうございます。

ご返信いただいたように
冬スクでは初等体育を受講して、
12⽉の試験で体育科教育を受けてみようかと思います。

体育科教育も難しそうですが、頑張ってみます。

初めての書き込みだったので
ご返信頂けて本当に嬉しかったです。

ありがとうございました︕︕︕

... 2008/10/07(Tue) 01:17  

  ☆過去問の確認⽅法について教えてく... 投稿者︓きたぐに  Rank:1回

科⽬終了試験の過去問はどこを⾒れば確認できるのでしょうか。知っている⽅教えてください。
通信教育学部に⼊学してからまだ２週間の初⼼者なので初歩的な質問ですいません。

... 2008/10/06(Mon) 03:04  

◇Re: 過去問の確認⽅法について教え... 投稿者︓与謝野てつお  Rank:5回

おはようございます。 きたぐにさん 過去問はこの「なまらだべさ(私はそう呼んでいます。)」で⾒ることができますよ、⼀番最初の 教科の欄にありま
す。 私もとても助かっています。

... 2008/10/06(Mon) 08:55  

◇Re: 過去問の確認⽅法について教え... 投稿者︓きたぐに  Rank:2回

与謝野てつおさん、返答ありがとうございます。
確認することができました︕

... 2008/10/06(Mon) 22:57  

  ☆初等教育原理Ⅰ・Ⅱ ４単位⽬ 投稿者︓ねね  Rank:1回

すみません︕どなたか初等教育原理Ⅰ・Ⅱ ４単位⽬の２項⽬で
苦戦しています。

どなたかアドバイスをいただけないでしょうか︖
よろしくお願いします。

... 2008/10/05(Sun) 19:55  

◇Re: 初等教育原理Ⅰ・Ⅱ ４単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:8回

教科書をまとめるといいです。
家庭の問題点をまず挙げ、⼀つずつ解説しながら問題を指摘し、
最後に⾃分の意⾒★です＾＾

... 2008/10/06(Mon) 19:39  

  ☆科⽬終了試験で 投稿者︓すぷ  Rank:1回

こんにちは、初科⽬修了試験（３科⽬）を受けてきたのですが、問題を解答⽤紙に書き写すことを忘れてしまいました。書き忘れた場合不合格になってしまうのでしょ
うか。どなたか似たような経験をお持ちの⽅のコメントを頂ければ嬉しいです。

... 2008/10/05(Sun) 20:10  

◇Re: 科⽬終了試験で 投稿者︓ピッコロ  Rank:6回

問題書き忘れたことありますが、不合格にはならなかったですよ。

... 2008/10/06(Mon) 09:35  



  ☆スクーリングをやめるには 投稿者︓UMA  Rank:2回

いつもこのサイトを参考にさせていただいています。

試験に合格したりして、申し込んであったスクーリングに⾏く必要がなくなった場合、
お⾦を振り込まないでそのままにしておけばいいのでしょうか。

単位が取れなかったときのために余計に履修しておいたんですが、
順調に修得できたもので、秋のスクーリングには⾏かなくてよくなりまして。

... 2008/10/04(Sat) 21:14  

◇Re: スクーリングをやめるには 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

それでいいと思いますよ。私はそうしました。
⼼配なら、念のため事務局に⼀本電話をするといいと思います。

... 2008/10/05(Sun) 16:09  

◇Re: スクーリングをやめるには 投稿者︓UMA  Rank:3回

ありがとうございました。

... 2008/10/05(Sun) 21:42  

◇Re: スクーリングをやめるには 投稿者︓mei  Rank:2回

スクーリングをやめるには、送られてきた振り込み⽤紙に
×印をつけて、事務局に返送します。

確認のため、事務局に電話したら、そのようにしてほしいと
⾔われました。

... 2008/10/05(Sun) 23:46  

  ☆特別活動研究試験 投稿者︓りっく  Rank:1回

はじめまして︕りっくと申します。
明⽇、初めての科⽬終了試験を受けますが、みなさんのコメントを拝⾒していると
“特別活動は難しい”とあるように思います。
初試験なのにどうしたらいいんだ〜︖︕と明⽇なのに焦っています。
傾向は毎回同じような感じだと思いますが、まとめるのが下⼿で、不安は募るばかりです。
試験対策や、アドバイスなど具体的にありましたら、ぜひよろしくお願いいたします︕︕

... 2008/10/03(Fri) 11:47  

◇Re: 投稿者︓ピッコロ  Rank:5回

特別活動は毎回同じような問題なので、ネットで過去問調べて、
教科書の内容で解答をつくって暗記しておけば⼤丈夫でしたよ。
全然うかると思うんで頑張ってください︕

... 2008/10/03(Fri) 18:47  

◇ピッコロさん 投稿者︓りっく  Rank:2回

コメントありがとうございました。
傾向は似ていますね。
⾃分なりにまとめてみましたが暗記が⼼配です(笑)

... 2008/10/04(Sat) 00:55  

  ☆レポートの返却期間について 投稿者︓グラ  Rank:11回

教育⼼理学のレポートを4⽉30⽇から5⽉10⽇にかけて出しました。
科⽬終了試験にも合格しているので、急ぐことはないのですが・・・
みなさんはどのくらいでレポートが返ってきていますか︖

... 2008/10/01(Wed) 14:34  

◇Re: 投稿者︓ピッコロ  Rank:3回

だいたい２ヶ⽉前後で返ってくるけど、たまにやけに遅いのがありますね。
気になるのであれば事務局に電話してみるといいですよ︕

... 2008/10/02(Thu) 10:15  

  ☆初等体育科 投稿者︓チェリー  Rank:6回

科⽬試験の過去問にあった「体をより⼀体としてとらえる観点の重視」というのがどういうことなのかよく分かりません…
参考に出来る箇所があるならばどなたか教えてください。
お願いします。

... 2008/10/01(Wed) 08:57  

  ☆場違いかもしれませんが・・・教え... 投稿者︓たっか  Rank:1回

私は、明星⼤学で⼩学校２種の免許をとりました。
そのときは、このＨＰが⼤変役⽴ちました。
本当に感謝しています。

今回、コメントしたのはもし知っている⼈がいれば教えて欲しいことがあるからです。
それは、知り合いが明星ではなく、仏教で免許取得をしようとしています。
仏教でも、このようなＨＰなどがないか︖もし知っている⼈がいれば、
教えて欲しいと思いコメントしました。

... 2008/09/30(Tue) 11:00  

  ☆初等社会科教育法科⽬修了試験 投稿者︓はや  Rank:13回



こんばんは。
いつもお世話になっています。
１０⽉に初等社会科の試験を受けますが、勉強がはかどりません。
過去問をまとめてみても、しっくりきません。
試験勉強で参考にした⽂献などがありましたら教えてください。
よろしくお願いします☆

... 2008/09/19(Fri) 20:05  

◇Re: 初等社会科教育法科⽬修了試験 投稿者︓まりもママ  Rank:18回

８⽉に試験を受けました。
私の場合、過去問を調べて解答を教科書のみでまとめて暗記しました。
⼤学を卒業して○○年経った私がテスト勉強するのは、
しかも暗記するのは⼤変でしたが、
過去問そのまま出たので助かりましたよ。

ファイトです(*^^)v

... 2008/09/22(Mon) 10:56  

◇Re: 初等社会科教育法科⽬修了試験 投稿者︓はや  Rank:14回

まりもママさん、ありがとうございます。
試験まであと１週間、なんとか頑張ってみます。
社会科はなんとか１回で合格したいと思っています。

... 2008/09/26(Fri) 20:59  

  ☆初等算数テスト 投稿者︓ぽぽ  Rank:1回

初等算数教育法のテスト勉強でどうしても分からない問題があり困っています‥
分かる範囲でいいのでどなたか教えて頂けませんでしょうか︖︖

問題 8/9÷5/7＝8×7/9×5となることを児童に説明する案を⽰せ

... 2008/09/20(Sat) 18:12  

  ☆初等理科教育法について 投稿者︓プリン  Rank:3回

みなさん、こんばんは。
ここ数⽇、レポート作成で悪戦苦闘の⽇々を送っています。

さて、初等理科教育法の２単位⽬の第２課題について伺います。
「『指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い』についてのべよ。」という課題。何をどのように書いたらよいのか全く⾒当がつきません。指導要領解説のこの章
の要旨をまとめるということなのでしょうか。「各学年」のことについても触れなければならないのでしょうか。どなたか教えてくださるとありがたいです。

... 2008/09/14(Sun) 21:30  

◇無題 投稿者︓シロカラ  Rank:9回

プリンさんが推測するよう解説の要旨でOKだと思います。私は各学年の取り扱いについても書きました。レポート頑張ってください。私は終了試験2回不可だ
ったんで、⾼知スクーリングに⾏きます。何とも⼤変な科⽬ですよね。

... 2008/09/15(Mon) 15:06  

◇Re: 初等理科教育法について 投稿者︓プリン  Rank:4回

シロカラさん アドバイスありがとうございます。助かりました。
何とか、要点を外さずまとめてみます。試験も難しそうですね。⾼知のスクーリング頑張ってください。私は、⾼知にはとても遠くて⾏けそうにないので、試
験で頑張るしかないです。⼼配だな。解説も何もないいんだから、⾼知以外でもスクーリングを開講してくれればいいんですけどね。
お互い頑張りましょう︕ありがとうがざいました。

... 2008/09/15(Mon) 16:25  

  ☆採⽤試験対策講座＆携帯版を充実 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

おはようございます。今年の採⽤試験も終わり、結果を待つ⽇々があと５０⽇くらい続きます。⾯接は「⼿ごたえ」なんかはわかりません。受かればいいな。

さて、当サイトでは携帯電話でご覧いただいている⽅に、より多くのコンテンツをご覧いただきたく思い、当掲⽰板以外のコンテンツもほとんど携帯対応にしました。
アドレスはhttp://k.n-hokkaido.com/ です。科⽬終了試験過去問もご覧いただけます。該当ページの「コメント」をご覧ください。パソコンから携帯電話にアドレ
スを送る⽅はこちらが便利です。 http://n-hokkaido.com/basic/url.php 

また、採⽤試験対策講座として、私の勉強も兼ねて過去3年分の勉強をまとめた講座をひらいてみました。⼤したものではありませんが、参考にしていただければ幸い
です。こちらも携帯電話からご覧になれます。

... 2008/09/13(Sat) 11:17  

  ☆《レポート》体育科教育 投稿者︓髭妻  Rank:1回

ここには、いっつもいっつもお世話になっております︕︕

さてさて私、ここ数⽇、体育科教育のレポートでつまずいております・・・。
１単位⽬はネットの⼒でなんとかなりそうなのですが２単位⽬はチンプンカンプン︕課題報告集には学指解説を参考に・・・なんて書いてるけど⾒つけられない︕
「てゆーか、この課題あってのテキストですよね︖なんでチョロッとしか記述がないんじゃー︕︕まったく出てないヤツもあるじゃんよー︕︕」と⼼の中で叫びながら
格闘しております（´｀）

みなさんはどのようにこのレポートを作成されましたか︖過去ログみてもなかったのでお尋ねします。
もしお答えいただけるのであれば、
・何を参考にされたか
（テキストならば何ページor何章など・・教えていただけたら・・）
・テキストをまったく無視して書かかれた⽅︕もしいらっしゃったら︕
・⽂字数はそれぞれどの程度書かかれたか

次からピンポイントですが、
・２単位⽬「⼩学校体育科の学⼒」の定義は、何を参考に書かれたか
・同じく２単位⽬「運動に関する思考・判断」も何を参考にまとめられたのか

・またまた２単位⽬「指導と評価の⼀体化」についても・・何を参考にされたか・・・

http://k.n-hokkaido.com/
http://n-hokkaido.com/basic/url.php


・またまた２単位⽬「指導と評価の⼀体化」についても・・何を参考にされたか・・・

質問多すぎですかね・・・すみません・・・頼みの綱がここしかないので・・・（泣
どうかよろしくお願いします︕︕︕︕︕︕︕︕

... 2008/06/19(Thu) 15:39  

◇Re: 《レポート》体育科教育 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

レポートお疲れさまです。
当サイトには【要約】を掲載しています。
http://meisei.n-hokkaido.com/kamoku/taiku-ichi.html

あと、参考にした⽂献は
参考
 ⼦どもの成⻑とスポーツのしかた︓⽂部科学省のインターネット情報
 渡辺義⾏『体育科教育の理論と実践』黎明書房、1993
 正⽊健雄『おかしいぞ⼦どものからだ』（⼤槻出版．1995年）
などを参考にしました。

体育はテキストはほんの参考程度にして、いろいろな⽂献や、⾃分の考えを⼊れて書きました。

... 2008/06/19(Thu) 19:29  

◇たけサン︕︕ 投稿者︓髭妻  Rank:2回

レス、ありがとうございます︕︕
近くの図書館に１冊あったので早速借りて読み始めています︕︕
なんとか乗り切れそう・・・かな︖（笑
とにかくがんばります︕

お忙しい中、ありがとうございました︕︕

... 2008/06/21(Sat) 15:27  

◇Re: 《レポート》体育科教育 投稿者︓チーター  Rank:1回

私は、今取り掛かっているのですが、２単位⽬がどこをどのよにまとめていいのかわかりません︕︕学習指導要領みているのですが・・・。評価の観点は、学
年別でまとめるのですか︖

... 2008/09/10(Wed) 17:14  

  ☆⾳楽科教育１のレポートについて 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:9回

今、⾳楽のレポートと格闘中です…でもところどころ捉え⽅によっては迷うところもありかなり時間をかけています。以前からでもこの掲⽰版で⾳楽のレポートはなか
なか合格をもらえないことを知っていたので。そこで質問ですが、よく落とされるという⽂章の問題をはじめ、五線譜を使って２⾳間の⾳程解く問題やイ⻑調などの⾳
階を書く問題など、これはすべて正解じゃないと合格はもらえないんですか︖⾃分の⼒ではどうにもならないので⾳楽の先⽣やピアノの先⽣なのに聞きまくってるので
すが全部が正確にあってるか分からない部分もあるので、かなり⼼配です。
あと１単位⽬の３．の②与えられた⾳の上に、指定された⾳程になる⾳を書いてくださいの問題で（４）にへ⾳記号があるので（５）（６）（７）（８）（９）（１
０）はすべてへ⾳記号で考えて解けばいいのかどうか迷っているのですが。これが合格しないと教育実習が受けられないのでかなり焦っています。そして時間もないと
いう崖っぷち…
このレポートを合格された⽅でどなたか教えて下さい︕お願いします︕

... 2008/09/08(Mon) 21:48  

◇Re: ⾳楽科教育１のレポートについ... 投稿者︓チェリー  Rank:5回

⾳楽科教育は⾔うほど難しくありません。たぶん先⽣次第ではないかと…
ちなみに⾳程の問題はヘ⾳でＯＫです。

... 2008/09/08(Mon) 23:36  

◇無題 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:10回

チェリーさんありがとうございました。⼤体出来上がってきたのですが、２単位⽬の１．の主要三和⾳の問題と５．の強拍・弱拍の問題が迷ってます。主要三
和⾳の⻑調はそれぞれの調の調号の書き⽅を調べて主要三和⾳を書けばいいと思うのですが、③ロ短調④ハ短調は和声的短⾳階を考えて作ればいいんですか︖
あと５．の②の４⼩節⽬が聞く先⽣によって解釈が違うみたいで悩んでいます。素直に考えて強弱弱強弱弱と記⼊すればいいんでしょうか︖

... 2008/09/10(Wed) 07:36  

  ☆初等体育科☆⾳楽科教育 投稿者︓はや  Rank:10回

気の早い話ですが冬スクーリングでどちらをとるべきでしょうか。
⾳楽科教育はレポートで苦戦︕︕︕初等体育科はテストが不安です。
スクーリング、テストどちらがお勧めですか︖︖
アドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願いします。

... 2008/09/07(Sun) 19:53  

◇Re: 初等体育科☆⾳楽科教育 投稿者︓チェリー  Rank:4回

⾳楽科教育のスクーリングはかなり易しい内容を⾏なうと友⼈が話していました。スクーリングのテストもほとんど満点が取れるそうです。
初等体育科は、次回テストを受けますが勉強しなくてもいける気がしています。
参考になれば…

... 2008/09/08(Mon) 13:03  

◇Re: 初等体育科☆⾳楽科教育 投稿者︓mei  Rank:1回

初等体育科のテストはかなり難しいと聞いたのですが・・・︖
私はまだ受けていません。

９⽉にレポートを出して、１１⽉に受験の予定です。
なるべくテストで通りたいけど、
テストで×なら、１２⽉にスクーリングを受けるつもりです。

... 2008/09/08(Mon) 23:50  

◇Re: 初等体育科☆⾳楽科教育 投稿者︓はや  Rank:11回

チェリーさん・meiさんありがとうございます。

⾳楽も体育もともに難しそうで困っていました。体育のテストは特に難しそうな気がします。受験予定の１１⽉試験が教育実習の直前でもあり、ポイントの絞
れそうな⾳楽のテストを受けたいと思います。

ありがとうございました☆

http://meisei.n-hokkaido.com/kamoku/taiku-ichi.html


ありがとうございました☆

... 2008/09/09(Tue) 22:11  

  ☆スクーリングとレポート 投稿者︓ハウディ  Rank:2回

今年の１１⽉に予定しているスクーリングで初等社会科教育法を受講する予定です。
レポートは既に合格しているのですが、提出締め切りが９⽉なのです。
これはスクーリングを受講するのが１１⽉であれば、もう⼀度レポートを提出しなければならないのでしょうか︖

もし何か知っている⽅がいらっしゃいましたら教えて下さい。

... 2008/09/02(Tue) 19:37  

◇ハウディさんへ 投稿者︓nana*  Rank:2回

レポート合格しているのに・・・提出︖︖締め切り︖︖

レポート、スクーリングそれぞれ評価は別物だし、ただ、単位認定の際に両⽅の「合格」が必要なわけで。
もう⼀度提出する必要ないと思いますよ︕

詳しくは学習の⼿引きやハンドブックなどに掲載されているかと☆

余談ですが、今まさに初等社会科のレポート着⼿中の⾝。
合格済みとかウラヤマシィー＾＾

... 2008/09/03(Wed) 10:06  

◇Re: スクーリングとレポート 投稿者︓ハウディ  Rank:3回

レス、ありがとうございます︕
そうですよね︕
あの有効期限というのはレポート⾃体のものであって、スクーリングは関係ないような⽊がします。
ただ、せっかくレポートが合格したのに期限が切れて科⽬修了試験の合格に間に合わず、結局もう⼀度書き直したことがあります。
これも無意味だったのでしょうか（笑）

ハンドブックをもう⼀度⾒てみますね︕︕

私は今初等家庭科教育法の再提出を２度もくらい、ひーひー⾔ってます。
お互い頑張りましょう︕︕

... 2008/09/03(Wed) 21:35  

  ☆科⽬終了試験 投稿者︓シロカラ  Rank:6回

今週末は初等理科教育法と道徳教育の研究を受けますが、理科はこちらのサイトの過去問でヤマをはって6⽉に1度受けましたが、⽟砕。道徳は今回はじめて受けます。
どなたか理科の試験のポイントをアドバイス頂けませんか︖過去問を⾒ると、あまりの膨⼤さに愕然として勉強がはかどりません。よろしくお願いします。

... 2008/07/28(Mon) 14:46  

◇8⽉科⽬終了試験結果 投稿者︓シロカラ  Rank:8回

皆さん、8⽉科⽬終了試験いかがでしたか︖私はやはり理科がダメでした。10⽉の⾼知スクーリングに⾏こうかと思います。

... 2008/08/25(Mon) 14:26  

◇同じ境遇ですw 投稿者︓nana*  Rank:1回

⼿ごわいですよねー初等理科︕︕
私も８⽉に２回⽬となる受験だったのですが・・・あっさり⽟砕。
なかなか書けたと思ったんだけとなぁ。
mixiでも初等理科の情報を検索してみたんですけど、テスト派→スクーリング派への転向コメントばかりで、こちらに来た次第です（泣

そこで︕︕私も皆様へ質問させてください︕︕︕︕
・合格した⽅の試験勉強の⽅法
・テキストをまとめるだけで良いのか
・考え⽅などを問われた場合、⾃分の意⾒も込みで解答してよいのか

あと、
・採点基準について質問票を使うことは可能なのか

について、アドバイスいただけたらうれしいですー︕
（⾦銭的、環境的にもなるべくスクーリング受けたくないのです´｀）
どうかよろしくお願いします☆

... 2008/09/03(Wed) 09:59  

  ☆課題報告集って 投稿者︓ハウディ  Rank:1回

実は、全てレポート提出終了︕と早まって処分してしまった所、
残り教育相談研究とのレポートが残っていることが判明・・・。
これって、新たに明星⼤の⽅へ課題報告集を請求して貰う事って可能なんでしょうか︖

只今明星⼤が秋季休暇で事務が閉鎖のためしばらく電話がつながりません。
もし知っている⽅がいましたら教えて下さい。

また、もし可能であれば、教育相談研究の課題のみ、郵送して下さる⽅がいましたらお願い致します。勿論封筒代、郵送代はこちらで⽤意します。

... 2008/09/02(Tue) 19:28  

  ☆図画⼯作科Ⅰ 投稿者︓きんきん  Rank:2回

今週末の試験で図画⼯作科の試験を受けます。そこで、彫塑指導の内容がどこを探しても⾒当たりません。(泣)わかる⽅教えてください。

... 2008/07/31(Thu) 00:42  

  ☆卒業⽣の⽅、卒業資格試験について... 投稿者︓みつば。  Rank:1回



  ☆卒業⽣の⽅、卒業資格試験について... 投稿者︓みつば。  Rank:1回

はじめまして。
3⽉に卒業を⽬指しているのですが、家庭の事情などもあり、
ブランクがありすぎて⾃信がありません。

卒業資格試験や⾯接など、どのような準備をしたら良いのか
教えてください。
どのような事を⾯接で聞かれるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

... 2008/08/26(Tue) 19:53  

  ☆初等社会科教育法 投稿者︓ムタ  Rank:3回

こんばんわ。
今、私は初等社会科教育⽅の１単位のレポートをしているんですが、初期社会では経験学習に重点がおかれたが、おかれすぎて⽣徒たちが野放しになっていることって
いうのは正しいですか︖︖︖⾃分ではそのようにレポートをまとめようとしているのですが・・。
誰かレポート合格した⽅アドバイスお願いします。

... 2008/08/11(Mon) 18:21  

◇Re: 初等社会科教育法 投稿者︓まりもママ  Rank:16回

１単位⽬(1)の課題ですよね︖
私の場合、初期社会科の特徴（経験主義に重点がおかれたことなど）をまとめ、初期社会科と初等社会科の⽬的から、今⽇の初等社会科の課題についてまと
め、合格でした。
アドバイスになっていないと思いますが…。

社会科は私も頭がパンクするくらい悩み、何回も本を読んでまとめました。

... 2008/08/11(Mon) 22:56  

◇Re: 初等社会科教育法 投稿者︓ムタ  Rank:4回

まりもママありがとうございます。
僕も何回も読んでレポートを提出してみます。

... 2008/08/11(Mon) 23:35  

  ☆初等国語の科⽬修了試験 投稿者︓ムタ  Rank:1回

こんにちわ〜︕初めて書き込みます︕
明⽇に試験を控えているんですけどあまり勉強が進まなくて困っています☆★

誰かこの資料を閲覧すればできるよ︕みたいなのがないですかね︖︖
試験に受かった⽅アドバイスお願いします☆

... 2008/08/02(Sat) 10:34  

◇Re: 初等国語の科⽬修了試験 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

この試験の攻略本のようなものがあるかどうかはわかりませんが、基本的には「過去問を⾒る」→「テキストとレポートで課題に答えてみる」→「本番をむか
える」の流れだと思います。過去問を⾒てのぞめば、運が悪くても２，３回うければ1回は似たような問題が出てくるはずです。在学期間の後半や実習直前にな
ると余裕が無くなってくるので、早いうちからどんどん試験をうけていくことをおすすめします。

... 2008/08/04(Mon) 18:36  

◇Re: 初等国語の科⽬修了試験 投稿者︓ムタ  Rank:2回

コメント遅くなってすいません。アドバイス有り難うございます。
⼀回⽬の試験は少し⾃信がなく、終わってしまいました。
落ちても何回も受けようと思っています。

... 2008/08/11(Mon) 17:31  

  ☆科⽬修了試験の過去問について 投稿者︓まりもママ  Rank:12回

８⽉の科⽬修了試験が終わりました。
いつもお世話になっている、この掲⽰板のためにも、過去問を書き込みしたいと思っているのですが、ひとつずつ書き込みしていたら⼤変かなと…。
スキャナで読み込みして、JPEGで画像としてあるのですが。
どうしたらよいのでしょうか。

... 2008/08/06(Wed) 23:20  

◇Re: 科⽬修了試験の過去問について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

みなさんの情報提供ありがとうございます。全部打ち込むと⼤変なので、ひとつでもふたつでも投稿していただけると嬉しいです。JPEGになっているというこ
とですので、メールで送っていただいて、こちらで⼊⼒するということもできますが、結局は打ち込むことになりますので。
過去問をそのまま掲載する⽅法もありますが著作権の関係もありますので、当サイトでは打ち込む⽅法を採⽤しています。
http://n-hokkaido.com/basic/bbs.htmlのメールフォームから添付して送っていただけると、時間がかかりますが、そのうちアップします。ご協⼒ありがとう
ございます。

スクーリングの時期ですね。去年、⼀昨年と⼤学に通ったことが懐かしいです。みなさん、体調に気をつけて勉強して、たくさん仲間を作って楽しい思い出を
作ってくださいね。またいきたいなぁ。

... 2008/08/07(Thu) 08:03  

◇Re: 科⽬修了試験の過去問について 投稿者︓まりもママ  Rank:14回

わかりました(*^^)v
⾃分が今年度取るつもりの科⽬は、⾃分で打ち込みたいと思います。
科⽬修了試験問題⼀覧は、メールで送りたいと思います。
よろしくお願いします。

... 2008/08/08(Fri) 18:01  

◇Re: 科⽬修了試験の過去問について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

メールを受信しました。採⽤試験があるので、終わったら少しずつ⼊⼒していきますね。
情報提供ありがとうございました。

... 2008/08/08(Fri) 23:36  

◇Re: 科⽬修了試験の過去問について 投稿者︓まりもママ  Rank:15回

メール送信完了しました。

http://n-hokkaido.com/basic/bbs.html


メール送信完了しました。
採⽤試験があるのに、お⼿数かけますm(_ _)m
採⽤試験頑張ってください（＾◇＾）

... 2008/08/09(Sat) 19:01  

  ☆初等社会科教育法のレポート作成に... 投稿者︓まちゃちゃ  Rank:1回

こんばんは。
初等社会科教育法のレポートがなかなか進まない私です…

そこで、ひとつお聞きしたいことがあります。
「課題報告集」に、解説の⼀番下に「下記に最低限必要な留意箇所と専⾨⽤語を⽰す」と書いてあり、それぞれの課題に対し「レポート作成上のテクニカルターム」と
して⽤語がいくつか書いてあるのですが、その⽤語はレポートの中に必ず１度は登場させなければならないのでしょうか︖

私は、その⽤語を必ず１度登場させなければならないものだと解釈し、⽤語たちを結びつけて⽂章を作るのに苦戦しているのです。

レポートを合格された⽅、どうぞ、教えてください…
よろしくお願いいたします。

... 2008/06/19(Thu) 00:42  

◇Re: 初等社会科教育法のレポート作... 投稿者︓まりもママ  Rank:3回

投稿からたいぶ時間が経ってしまったのですが、今⽇レポートが戻ってきたので、ちょいアドバイス(^O^)

社会科教育法のテキスト、難しいですよね︖
私は課題報告集に書かれてある⽤語に注⽬しながら、何度も読みレポートをまとめました。
ただレポートに１度も登場しない⽤語、たくさんありましたが、レポートは合格で返ってきました。

お互い頑張りましょうね（●＾o＾●）

... 2008/06/30(Mon) 16:31  

◇Re: 初等社会科教育法のレポート作... 投稿者︓まちゃちゃ  Rank:2回

ありがとうございます。
まりもママさんも、「ママ」なのですか︖
私は２児の⺟です(^o^;)

なかなか⾔いたいことがまとまらず苦戦してました。
良かったですね、合格☆
羨ましいです。
私も頑張ります︕

... 2008/07/01(Tue) 22:55  

◇Re: 初等社会科教育法のレポート作... 投稿者︓まりもママ  Rank:4回

私も２児の⺟です。
下の⼦は、まだ８か⽉なので、昼寝の時間や夜泣きの合間にレポート作りをしていますが…。
思うように時間がつくれず(*_*)
今年３⽉まで旦那が福祉系の通信教育をやっていて⼤変さを痛感しているせいか、育児に協⼒してくれ感謝しています。

今、８⽉の試験に向けての勉強中です★
初めての試験です。頑張らなきゃ☆

お互い頑張りましょうね︕︕

... 2008/07/03(Thu) 10:24  

◇Re: 初等社会科教育法のレポート作... 投稿者︓マヌなお  Rank:1回

教科に直接関係ないのですが・・・
私も２歳と３歳の男の⼦の⺟で、今年⼩学校２種の免許取得を⽬標に頑張ってます。
⼦どもがいると、なかなか思うように勉強が進まなくて⼤変ですが、同じような感じで頑張ってる⼈がいるの、嬉しかったです。
お互い、⼦育ても勉強もがんばりましょうね︕︕

... 2008/08/08(Fri) 20:22  

  ☆初等算数科教育法１単位⽬について 投稿者︓まりもママ  Rank:13回

『概数の指導で必要な位や、けた数を⽰すには、どのように表現したらよいか。』の課題の趣旨が︖︖︖です。
どのようにレポートを書いたらよいか、アドバイスできる⽅よろしくお願いします。

... 2008/08/06(Wed) 23:37  

  ☆初等図画教育法 投稿者︓くらげ  Rank:1回

はじめまして。
初等図画教育法の課題に、「テキスト内の「造形遊び 学習の指導」から「鑑賞 学習の指導」までを、学習指導要領と関連させて系統づけよ。」という課題があるの
ですが、この「系統づけよ」という部分につまづいていて、うまくかけません。良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

... 2007/11/10(Sat) 13:50  

◇Re: 初等図画教育法 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

くらげさん。こんばんは。
レポート作成お疲れさまです。「系統づけよ」ですが、私は学習指導要領の内容を書いて、それを受けて具体的に⼦どもにはこうする・・・というような内容
で書きました。メールアドレスをフォームに⼊れていただければもっと詳しい情報をお送りできますが・・・。

... 2007/11/11(Sun) 22:28  

◇Re: 初等図画教育法 投稿者︓ちょこ  Rank:3回

こんばんは★私も同じところに取り組んでいます。
学習指導要領と関連づけて・・・とのことだったので、第２節から第８節までを、【表現領域Ａ・Ｂ・鑑賞領域】の３つに分けて、学習内容やねらいについて
まとめようと思っています。図画⼯作は苦⼿なのであまり進みませんが (笑) それにしてもこの範囲を1000字で要約って・・

ちょうど今、教育実習に⾏かれる⽅が多いんですね。私も来年の実習に向けて少しでも貯⾦をしたいので今回の冬スクは「図画⼯作Ⅰ」「児童⼼理学」「初等
教育原理」を履修しました。テスト勉強を少しでも軽減させようと４単位のものを優先したのですがレポートが追いつくかどうか・・︕︖今から少しずつとり
かかります︕︕最終⽇まで体⼒がもつかものすごく不安ですが、初スクなので気合いで乗り切りたいと思います︕

くらげさん、お互い頑張りましょう☆★



くらげさん、お互い頑張りましょう☆★

... 2007/11/12(Mon) 20:35  

◇返信 投稿者︓くらげ  Rank:4回

皆様ありがとうございます。

確かに、この範囲を１０００字はすごいですよね。

児童⼼理は課題で１つ再をつけられました。
また、初等原理のスクーリングは試験が持ち込み不可
だった記憶があります。（ちなみに、私が明星⼤学で⼀番教師という職業を厳格に考えてらっしゃる⽅だと思っている⼈が講師でした。）

私も、冬スクで児童⼼理を受けます。がんばりましょう。
お互いに頑張りましょう。

... 2007/11/12(Mon) 22:14  

◇Re: 初等図画教育法 投稿者︓プリン  Rank:1回

こんばんは、初めまして。
この掲⽰板に書かれていることと同様のことで悩んでいます。

「「造形遊び 学習の指導」から「鑑賞 学習の指導」までを、学習指導要領と関連させて系統づけよ。」という課題ですが、何をどのようにして書いてよい
のか全くわかりません。学習指導要領の低学年→中学年→⾼学年の流れをまず書いて、それに合わせて２〜８節の内容を具体的に書いていけばよいのでしょう
か（その時、個々に全部の節を書かないといけないのでしょうか）。すべてを書くと字数が⾜りなくなると思いますので、ちょこさんのように、⼤きく３つく
らいに分けて書くとよいのでしょうか。または、表にして表した⽅がよいのでしょうか。いろいろ考えてはいるのですが、⼿がかりとなる表記が課題報告集の
中には記載されていなくて本当に困っています。なるべくわかりやすく教えていただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。

... 2008/08/06(Wed) 01:36  

◇Re: 初等図画教育法 投稿者︓まりもママ  Rank:11回

「系統づけよ」をあまり深く考えずに、ちょこさんと同様に、
第２節から第８節までを、【表現領域Ａ・Ｂ・鑑賞領域】の３つに分けて、学習内容やねらいについてまとめてＯＫだと思います。
⾃分も同じようにしてレポート提出して合格でした。

８⽉の科⽬修了試験が終わり…、またレポート作成の⽇々です。
お互い頑張りましょう（＾◇＾）

... 2008/08/06(Wed) 23:06  

◇Re: 初等図画教育法 投稿者︓プリン  Rank:2回

アドバイス ありがとうございます。とても参考になりました。
何とかまとめられそうな気がしてきました。

お互い頑張りましょうね︕︕

... 2008/08/06(Wed) 23:18  

  ☆ありがとうございます 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ソフトモヒカンさん、シロカラさん情報提供ありがとうございます。
明星を終了してしまったので、新しい情報はみなさまのおかげで更新できています。今後ともよろしくおねがいします。また、掲⽰板にいろいろと質問が書かれ、みな
さまのおかげで解決できているものも多数あります。⼀⽅で、わからないものや難しい質問もあることは事実です。試験やレポートの事などは難しいと思いますが、⼊
学や退学、事務的なことについては、最後は⼤学の事務や教育委員会等の関係機関に問い合わせることが間違いもなくて確実だと思います。

... 2008/08/04(Mon) 18:32  

  ☆１０⽉⽣の学籍更新 投稿者︓カブトムシ  Rank:1回

はじめまして。０７年度の１０⽉⽣です。
夏のスクーリングに出て単位がすべてそろって、終わりにできそうなのですが、もしスクーリングでの単位が取得できなかった場合学籍更新しなければいけないのです
が、結果を待っていたら更新の締め切りが過ぎてしまいます。どうしたらよいのでしょうか︖
また、すべて単位がそろった場合どのような⼿続きがあるのでしょうか︖

... 2008/08/04(Mon) 05:02  

  ☆科⽬修了試験の棄権について 投稿者︓まりもママ  Rank:9回

今週末いよいよ初めての科⽬修了試験ですが…。
３科⽬受験しようと思ったのですが、試験勉強に悪戦苦闘し、
４⽇前だというのに１教科は全く⼿をつけていない状態(>_<)
他の２教科をたくさん勉強して、１教科を棄権して次回受けようかなと思っています。（⽢い考えかもしれませんが）
棄権しても何も影響ないですか︖

... 2008/07/30(Wed) 23:06  

◇ 科⽬修了試験の棄権について 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:8回

まったく問題ないですよ、ってえらそうに⾔える⽴場ではないですが。僕はとにかく毎回、科⽬試験は４教科受験にしてます。その中でできる問題を解いて書
けないものは棄権してます。（２つ書いて２つ棄権とか）たとえ勉強できなかったとしても試験問題が書けそうな問題だったらラッキー☆じゃないですか︕受
験資格がなければ書く資格もないんですから。気にすることはないと思いますよ〜

... 2008/07/31(Thu) 14:23  

◇Re: 科⽬修了試験の棄権について 投稿者︓はや  Rank:7回

放棄は問題ないように思います。
⾃分も毎回４科⽬を受けるようにしています。
毎回、均等に勉強して⾏こうと思うのですが、⾃分ではやはり３教科が限界かと思っています。あまり勉強をしなかった科⽬でも書けそうな問題であることを
願って試験に臨んでいます。

スクーリング中の試験ですが、お互い頑張りましょう。

... 2008/07/31(Thu) 19:32  

◇Re: 科⽬修了試験の棄権について 投稿者︓まりもママ  Rank:10回

みなさん、ありがとうございますm(_ _)m
毎回４科⽬受験にしておいて取り組む⽅法、なるほど︕と思いました。
頑張ってみます（＾◇＾）



... 2008/07/31(Thu) 21:43  

  ☆再提出について 投稿者︓きんきん  Rank:1回

初めてレポートが再提出で返ってきました。再提出は２週間が⽬安となっておりますが、２週間を過ぎたら合格した試験が取り消しになる場合があるのですか︖︖今週
末の科⽬試験の勉強で再提出する余裕がありません。焦ってます。どなたかアドバイスを︕

... 2008/07/29(Tue) 01:23  

◇Re: 再提出について 投稿者︓ピッコロ  Rank:1回

⼆週間ってのはあくまで⽬安なので気にしないで⼤丈夫ですよ︕

... 2008/07/29(Tue) 23:25  

  ☆無題 投稿者︓シロカラ  Rank:1回

はじめまして、シロカラというものです。昨年やっと⼩2種取得し、今年中に1種を…と思っています。が、やられました、私も。2度⽬の再提出。中・⾼の⾳楽免許持
っているし、科⽬終了試験も優だったし結構⾃信あったのに…。私アナログなんではじめての書き込みです。怒りの持っていきようがありません。だって今回のコメン
ト「前回貼付したポイント参考になりませんでしたネ」ですって︕でも書くしかないのよね、弱い⽴場の私たち…。

... 2008/06/17(Tue) 00:06  

◇無題 投稿者︓meg  Rank:1回

はじめまして︕ レポート書くのにいろいろ調べてたら、このサイトを⾒つけました。
私はこの４⽉に⼊学し、⼩２種取得しようとがんばっています。
私も中⾼⾳楽の免許を持っているので、まっ先に⾳楽からレポートを提出しました。
合格をもらえるものだと⾃信を持っていましたが、なんと︕不合格︕︕︕︕︕へこみました・・・。
⾳楽教育Ⅰ．１単位⽬  （１）五線譜・・・がだめだったのですが、全部再提出。
えっ︕この緑の課題をまた⼀枚⼀枚はがして、また書き直して、貼りなおすの〜︖
この問１だけの再提出だけでいいじゃん︕︕
っと思いつつも、はじめての再提出だったのでやりましたが・・・・。

２度⽬の再提出ってのが、あるんですか︖
試験も「優」で安⼼していたのに・・・。
まだ、再提出の結果が返ってこないので、どうなるかわかりませんが、適当に書いて出したのですごく⼼配になってきた・・・。

... 2008/07/11(Fri) 02:57  

◇無題 投稿者︓シロカラ  Rank:3回

私は、1回⽬の再提出では、「問1と問2(気をきかせて休符を⼊れちゃって))だけ再提出して下さい」と2回⽬の再提出では、「問1だけ再提出して下さい」とあ
りましたよ。今は再々提出の結果待ちです。2ヶ⽉くらいは待たされるんだろうなぁ。道徳は1ヶ⽉かからずにかえってきたのになぁ。

... 2008/07/11(Fri) 15:32  

◇無題 投稿者︓シロカラ  Rank:5回

やっと合格しましたよ。でも何のコメントもないんで今までなぜ不合格だったかよくわかりません。ただ⾔えるのは、とにかく簡潔に書かなければならないの
かな︖ということかな︖⼀度や⼆度の不合格にめげずにこれからも頑張るぞー︕

... 2008/07/26(Sat) 16:34  

◇Re: 無題 投稿者︓meg  Rank:2回

合格おめでとうございます︕

私は、再提出の結果が不合格でパニくってました。「前回貼付したヒントになるポイントは、全く関係ないようですね。」っと、コメントがあり、凹むどころ
かパニックになりました。

問１だけ再提出と書いてあったので、⾯倒な⼿間がなくよかった・・・。

この掲⽰板を⾒ると、みなさん貼付してあったコピーの通りに書くと合格したっとおっしゃっていたので、私もそのように提出しました。

もう、⾳楽なんかで時間を無駄にしたくなっかたのですが・・・。だって⾳楽の免許持っているのにー。

７⽉に産休代替に登録していたら、もうオファーがあり、８⽉２５⽇から勤務することになりました。
こんな再提出ばかりのおバカな私が、教壇に⽴っていいのでしょうか︖
なんか⾃信が薄れてしまいます・・・。

８⽉に、初等体育と初等家庭科を受けます。⼀発合格︕「可」でいいので︕
気持ちを⼊れ替えて、がんばります。

... 2008/07/29(Tue) 02:29  

◇Re: 無題 投稿者︓meg  Rank:3回

合格おめでとうございます︕
私は、案の定不合格でもどってきて、パニくってます。「前回貼付したヒントになるポイントは、全く関係ないようですね」っと書いてあり、凹むどころかパ
ニックです・・・。

この掲⽰板で皆さんがおっしゃっているように、貼付してあったコピー⽤紙の通りに書いて提出しておきました。お願いだから合格でもどってきて・・・っと
願うだけです。

７⽉に産休代替に登録しておいたら、もうオファーがあり、８⽉２５⽇から中学⾳楽で勤務することになりました。
こんな再提出ばかりのおバカな私が、教壇に⽴っていいのでしょうか・・・。
少々弱気になってしまいます・・・。
更に、その中学校は吹奏楽が有名で、沢⼭の輝かしい成績をおさめていて、プレッシャーもあり、不安でもあります。

仕事しながらの勉強は⼤変そうですが、毎⽉１教科を⽬標にがんばっていきたいと思います。

８⽉は初等体育と初等家庭科を受験します。初等体育は、相当苦労している⼈がいるようなので、おバカな私には⼀発合格は難しそうですが、とりあえずがん
ばりま〜す。

... 2008/07/29(Tue) 04:27  

◇megさん 投稿者︓シロカラ  Rank:7回

きっと今度こそ⾳楽のレポート合格できますように祈ってます。⾳楽にこんなに時間かかるなんて私も予定外でしたが、何とか年内に免許取得したいので頑張
ります。ところで初等家庭科の過去問アップしておきましたので、参考までに。私は4⽉に受けて過去問にない出題で焦りましたが、何とか良で合格できまし
た。お仕事始まるとのことで、勉強との両⽴⼤変でしょうがお互い頑張りましょう︕

... 2008/07/29(Tue) 13:09  



  ☆児童⼼理学について 投稿者︓えり  Rank:1回

こんにちは★
この４⽉に⼊学し、２種の⼩免取得に向けて勉強している者です︕

児童⼼理学のレポートで苦戦しており、書き込みさせて頂きました・・・。
２単位⽬の２つ⽬の課題「思考推進機能・⾏動調整機能の分化について説明しなさい」
についてですが、このレポートを提出した際、
「思考推進機能の分化とは何がどのようになることなのかを具体的に述べてください」
というふうに講評を頂き、再提出となりました。
その後、その部分について詳しく述べ、再度提出したのですが、
先⽇、また同じような講評を頂いて再提出となってしまい、へコんでいます・・・。
どこか、重要な部分が抜けているのかもしれませんが、
どのようなことを書けばよいのか誰か教えて頂けないでしょうか。
来⽉の頭には試験を控えているので⼼配です。

... 2008/07/26(Sat) 12:06  

◇Re: 児童⼼理学について 投稿者︓ゆか  Rank:3回

こんにちは☆
私もえりさんと同じで４⽉に⼊学しました。

お役に⽴てるかわかりませんが、
私の２単位⽬の「２．思考推進機能・⾏動調整機能の分化について説明しなさい。」の課題では、教科書の要約で合格をもらえることができました。
⼊学して初めてのレポートだったので⼒が⼊っていたのは確かですが…

思考推進機能については集団的独り⾔について述べ、集団的独り⾔についてのピアジェとヴィゴツキーの捉え⽅を書きましたよ。
これも教科書を⾃分なりにそのまま要約しました。

レポートが合格したはいいものの、噂通り、試験が合格しません…
もう２回も試験に落ちてしまいました︔
私はこうなったらと秋のスクーリングで単位を取得するつもりです。

えりさん、来⽉の試験頑張ってください︕︕

... 2008/07/27(Sun) 00:15  

◇Re: 児童⼼理学について 投稿者︓はや  Rank:6回

こんにちは☆
⾃分も児童⼼理学は再提出をしました。
２単位⽬の２では教科書を中⼼にピアジェやウィゴツキーの内⾔と外⾔についてまとめました。教科書を要約するような形でまとめました。

もうすぐスクーリングですね。
お互い頑張りましょう☆

... 2008/07/27(Sun) 18:41  

◇Re: 児童⼼理学について 投稿者︓えり  Rank:2回

ゆかさん、丁寧なお返事ありがとうございました︕
もう⼀度教科書をよく読んで作成してみようと思います。

試験の⽅も難関なんですか︕︕︖
それは知りませんでしたっ・・・
実は今⽇、教員採⽤試験の筆記試験が終了したのですが、
それもあって、試験勉強になかなか⼿が付けられずにいました・・・
なので、これから猛勉強が必要ですねっ。。。
よい⼼構えができ、助かります︕ありがとうございました★

それから、
はやさん、お返事ありがとうございます︕
参考にさせていただきます。
いよいよスクーリングもスタートしますね︕
私は今週からしばらく東京に滞在します。
暑いですがお互い頑張りましょう★

... 2008/07/27(Sun) 23:15  

  ☆こんにちは 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:7回

いつもお世話になってます。今は体育科教育の科⽬試験勉強をしていくのですが…過去問の問題に「⼩学校の体育で扱う領域と種⽬を分類しその特性とねらいについて
説明せよ」という問題について質問します。教科書や学習指導要領をみてもどこを覚えていいのか良く分かりません。各領域といっても扱う学年によって領域やねらい
も異なってくるので⼀体どうやって勉強していいのか〜。だれか体育科教育を勉強された⽅でわかる⼈は教えて下さい。お願いします︕

... 2008/07/24(Thu) 11:39  

  ☆教育課程論１単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:5回

１０００字以内になったんですけど
⼤丈夫ですかね︖
誰かわかる⽅いらっしゃいますか︖︕

... 2008/07/22(Tue) 22:55  

◇Re: 教育課程論１単位⽬ 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:94回

先⽇、同じような質問にお答えしましたが・・・。
⼤丈夫かどうかは科⽬やレポートの内容によっても異なると思います。
ちなみに、私はいままで出したレポートの中で１０００字以内で終わってしまったものはありません。１単位⽬の（１）だけでだいたい１０００字。内容が分
かれていないものではだいたい１５００字から２０００字になりました。

先ずは出してみてはいかがですか︖

... 2008/07/23(Wed) 01:08  

◇Re: 教育課程論１単位⽬ 投稿者︓ゆー  Rank:6回

確かに・・。

不安ならばもう少し⾁付けして、出してみるのが



不安ならばもう少し⾁付けして、出してみるのが
⼀番ですね★
すいません。しょうもない質問をしてしまって。。。

... 2008/07/23(Wed) 12:50  

  ☆初等⾳楽科教育法レポート 投稿者︓ゆか  Rank:1回

はじめまして☆
４⽉から⼩学校の免許を取得するために勉強している、ゆかです。

現在、初等⾳楽科教育法のレポートに取り組んでいます。
教科書はハートフルメッセージを使っており、１単位⽬のレポートを仕上げることができたのですが、２単位⽬の学習指導案の書き⽅に悩んでいます。
課題集には「p.150〜151を参考に指導案を表にしてください」と書かれているのですが、p.147〜149の題材名とか評価の基準などは書かなくていいのでしょうか︖
本当に１時間分だけのp.150〜151のような表のみでよいのでしょうか︖
どうも、丁寧に書いてくださいというのがひっかかっていて…
⼤学では学習指導案は細かいところまでしっかりと書くもので、形式が⼤事だからと児童の実態などわからなくとも⼀つずつ省略と明記しなさいと⾔われていたので…
初等⾳楽科教育法２単位⽬を合格した⽅がどのようにレポートを書いたのかを教えてほしいです。
どうぞ、よろしくお願いします。

... 2008/07/18(Fri) 21:05  

◇Re: 初等⾳楽科教育法レポート 投稿者︓チェリー  Rank:3回

簡単な授業展開と評価、指導点などを書けば⼤丈夫です。
細かな内容よりも、授業内容のほうが重点が置かれているようです。
私は合格でしたが『普通すぎる。⾯⽩みが無い。』と書かれていました。

... 2008/07/19(Sat) 00:26  

◇Re: 初等⾳楽科教育法レポート 投稿者︓ゆか  Rank:2回

チェリーさん、早い返信どうもありがとうございます。
さっそく、この３連休の間に仕上げてみたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。

... 2008/07/19(Sat) 11:47  

  ☆冬スクについて 投稿者︓清らかなる⼩便⼩僧  Rank:1回

はじめまして。私は教育学専修Ｂコースに在籍中の者です。
現在４年⽬で、来年３⽉に卒業したいと思っているのですが、バカなことに夏スクの申し込みを忘れてしまいました。
先⽉の12⽇頃に慌てて学校に電話で問い合わせたところ、夏だけでなく冬スクでも専⾨必修科⽬である教育学特論Ⅱと教育学演習Ⅱが開講されると聞きました。

卒業に必要なスクーリング単位は修得しているので、あとは今年の科⽬を（苦⼿な・・・）ＲＴの形態で修得すればなんとか卒業できる︕と喜んでいました。ですが、
今年の『めいせい』６⽉号や過去のもの（私が⼊学した'０５〜）をみても、冬スクに教育学演習Ⅱ（今年は開講予定に）はありませんでした。

不安になり今度は学校へ⾏き尋ねたところ、窓⼝の職員の⼈はわかりませんでした。
後⽇、電話で前回相談した⽅から「予定に載っていないが今年は演習Ⅱも開講されるので⼤丈夫です」という内容を再び聞いて安⼼しているのですが、最近『めいせ
い』７⽉号をみたら演習Ⅱはみあたらず・・・。

とにかく今は電話で相談していただいた○○さんを信じて勉強するのみなのですが、もし、ここをご利⽤の学⽣さんの中に⾃分と似たような状態の⽅や冬スクに演習Ⅱ
がある︕みたいなことをご存知の⽅がいないかと思って投稿しました。
何かご存知の⽅がいましたら、よろしくお願いします。

... 2008/07/10(Thu) 15:51  

◇Re: 冬スクについて 投稿者︓ミュウズ  Rank:4回

こんばんは︕

清らかなる⼩便⼩僧さんとは少しケースが違うかもしれませんが、私の場合は、08年度版課題報告集では初等国語科教育法の受講⽅法が「RT」のみとなってい
たのですが、後から送られてきた08年度版学習の⼿引きで昨年の夏スクでは初等国語科教育法が開講されていたのを知ったので、今年の夏スクでもひょっとし
たら開講されるのかなと思い、同じように事務局に電話で問い合わせたところ、開講する予定と教えて頂いたので、信⽤して選択科⽬として選択しましたが、
きちんと夏スクの開講科⽬になっていましたよ︕

結局は事務局の⽅を信頼して頑張るほかないと思いますが、無事にご卒業されることを願っております︕

... 2008/07/16(Wed) 22:23  

◇ありがとうございます︕ 投稿者︓清らかなる⼩便⼩僧  Rank:2回

こんばんは︕
ミュウズさん、レスありがとうございます。

ミュウズさんのお話を読んで、事務局で相談に乗ってくれた⼈を信じようと改めて思いました。
また明⽇からレポート作成頑張ります︕

暑い中⼤変だと思いますが、夏スク頑張ってください︕
ご親切にどうもありがとうございました︕︕

... 2008/07/16(Wed) 23:44  

  ☆児童⼼理学 レポート 投稿者︓りおん  Rank:1回

児童⼼理学の１単位⽬の(2)アタッチメントの形成要因とその発達意義という課題で、ボルビィやエインスワース、エリクソンについて書いても、『形成要因の記述不
⾜＆諸研究の知⾒を紹介しながら述べるように』と２度も同じように返されてしまいました。

講評が同じことしか書いてないので、どこがどう⾜りないのか、どこを参考にすればよいのかなど分からずに、困っています。アドバイスを頂けたらうれしいです。
よろしくお願いします︕︕

... 2008/07/07(Mon) 18:30  

◇Re: 児童⼼理学 レポート 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

児童⼼理学ですか、がんばってください︕
 愛着（アタッチメント）は、乳幼児が⺟親など特定の⼈との間に形成する愛情的な結びつきと定義されています。当初、愛着の形成は、⽇常の欲求充⾜が、
愛着を形成する要因として考えられてきました。しかし、ハーロウの⾚⽑サルを⽤いた⼀連の実験から、暖かく柔らかい⾝体的接触が愛着の形成に重要な役割
を果たすことが明らかになっています。その後も、カイアンズは欲求の充⾜や、⾝体接触等の特定の要因に加え、哺乳類においては視覚的・聴覚的・嗅覚的な
接触によっても愛着が形成されることを発⾒しています。まずはこの辺を書いて、形成要因を説明してみてはいかがでしょうか。
（もう書いているかもしれませんが・・・）



諸研究の知⾒については、
 エインスワースが、愛着の形成を決定するのは、乳児と⺟親の間の多様な相互交渉の全体的な量であると考えていることや、繁⽥進が、安定した愛着の形成
のために必要とした３点を⼊れて書きました。私は、以上を踏まえた上で、親やまわりの⼤⼈から愛情深い世話や適切な応答を受けることによって、愛着およ
び基本的信頼感を形成していくとまとめました。
 もう⼀つの課題である、「愛着の形成とその発達的意義」については、「安定した愛着」を持つ乳幼児は、相対的に⺟親との相互交渉の機会を多く作り、⺟
親を探索のための安全基地として活⽤するという特徴を持っていことや、課題に直⾯したときにも熱⼼に⾟抱強く取り組むこと、柔軟性があることをあげまし
た。これが乳幼児の発達に与えるよい影響はテキストに書いてあります。エリクソンの発達課題にみても、愛着の形成は⼦どもの発達に⼤きな影響があること
がわかります。このような話題を⼊れながら提出しましたよ。

... 2008/07/07(Mon) 21:01  

◇たけさんへ 投稿者︓りおん  Rank:2回

 すいません︕返信遅れてしまいました︕ 

 本当にありがとうございます︕︕ハーロウが抜けていることにも気づきました︕

 参考にして、もう⼀度がんばってみます︕︕

 ものすごく丁寧に教えてくださってありがとうございました︕返信遅れてしまって
 本当にごめんなさい（＞ｍ＜）
 がんばります︕︕

... 2008/07/16(Wed) 16:52  

  ☆はじめまして。 投稿者︓みー  Rank:1回

初めまして。明星⼤学通信教育の事で、私は、⾼校中退ですが、⾼校卒業しないと、⼊れないのでしょうか︖

... 2008/07/14(Mon) 14:10  

◇Re: はじめまして。 投稿者︓チェリー  Rank:2回

⼤検(⾼等学校卒業資格認定試験)を取ってからになります。

... 2008/07/16(Wed) 11:06  

  ☆再⼊学時の学習状況の引き継ぎにつ... 投稿者︓まちゃちゃ  Rank:3回

２００５年９⽉に科⽬履修⽣として⼊学しましたが、
いまだ⽬標を達成することができずにいる状況です。
今回初めて、
再⼊学時、学習途中の科⽬の学習状況を引き継ぐことができないと
先⽇⼤学や連絡がきたのですが、
単位を取得（レポート・科⽬修了試験ともに合格）している科⽬については引き継ぎ可能なのでしょうか︖
また、再⼊学後でも、レポートの課題は変わりないのでしょうか︖
（テキストも新しくなっちゃったりするのでしょうか︖︖︖）
どなたかわかる⽅がいらっしゃれば教えていただきたいです。

... 2008/07/14(Mon) 22:39  

◇無題 投稿者︓シロカラ  Rank:4回

私も再⼊学しました。再⼊学すると学籍番号が変わります。単位取得済みの科⽬が無効になったりはしませんが、免許を申請するときに、旧学籍と現在のと2通
必要になります。テキストのことはわかりません。誰か教えてくださーい。

... 2008/07/15(Tue) 15:03  

  ☆⼩学校教諭２種のテキストをお譲り... 投稿者︓ぽっぴ  Rank:1回

現在、幼稚園教諭２種の取得に向けて明星⼤学の通信で勉強中なのですが、教育実習が来年になってしまうため、どうせなら、⼩学校教諭の免許も取ってしまいたいと
考えています。今年度中（できるだけ早い時期に）に勉強を進めておきたいのですが、⼤学からの配本数には限界があるので、どなたか譲って（貸して）頂ける⽅がい
たら・・・と考えています。連絡先についてはお教えすることができませんので、８⽉のテストを⼤阪で受験される⽅にさせていただきたいと考えています。謝礼もわ
ずかですが考えています。

... 2008/07/15(Tue) 13:52  

  ☆初等体育科レポート 投稿者︓ゆー  Rank:3回

1単位⽬は何⽂字ぐらい必要か分かる⽅いますか︖︕

... 2008/07/12(Sat) 17:58  

◇Re: 初等体育科レポート 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:93回

900字以上書いて欲しいと書かれたことがあります。

... 2008/07/13(Sun) 19:43  

◇Re: 初等体育科レポート 投稿者︓ゆー  Rank:4回

ありがとうございます︕
結局１０００字ぐらいになりました&#9786;

... 2008/07/14(Mon) 19:09  

  ☆教えて下さい︕ 投稿者︓トイ  Rank:1回

初めまして。１０⽉⽣として⼊学を決めた者ですが、⾊々とわからない事があるので、教えて頂きたいと思い書き込みました。レポートと科⽬修了試験で単位を取得す
るのと、スクーリングとレポートで単位を取得するのは、どちらの⽅が取得しやすいですか︖

... 2008/07/13(Sun) 20:36  

◇Re: 教えて下さい︕ 投稿者︓チェリー  Rank:1回

スクーリングで取れるものはスクーリングのほうが圧倒的に楽です。
ただお⾦と時間がかかります。
⾃分の⼤事なものを天秤にかけて決めてください。

... 2008/07/14(Mon) 04:26  



  ☆初等社会科教育法試験について 投稿者︓まりもママ  Rank:7回

８⽉の試験に向けて勉強中なのですが…。
最近の過去問が⾒つからず…。

2008・４⽉号「めいせい」の過去問は確認しましたが、
ここ最近の過去問知っている⽅、教えてください︕︕
よろしくお願いしますm(_ _)m

... 2008/07/08(Tue) 11:58  

◇Re: 初等社会科教育法試験について 投稿者︓はや  Rank:5回

６⽉の東京会場（巣鴨）での問題です。
１、⾃⼰教育⼒を養う初等社会科の教育⽅法について具体的に説明しなさい。
２、系統学習と範例学習について論じなさい。

８⽉の試験に向けて勉強中です。⾮常勤講師をしながらなのでなかなか思うように勉強が進んでいません。なんとか頑張りたいと思っています。

... 2008/07/09(Wed) 17:25  

◇Re: 初等社会科教育法試験について 投稿者︓まりもママ  Rank:8回

ありがとうございます（●＾o＾●）
さっそく勉強したいと思いますが…。
私の理解不⾜なのか、社会教育法のテキストが難しいのか。
８⽉３教科試験を受けようと思っていますが、社会だけ思うようにはかどらず…。
お互い頑張りましょうね。

他にも過去問を知っている⽅、よろしくお願いします。

... 2008/07/10(Thu) 16:10  

  ☆初等図画⼯作科の試験について 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:3回

こんばんは︕今は⼀週間後の科⽬試験の勉強に追われている毎⽇です。まずは過去問を徹底的にやるぞ︕と思いやってはいるものの問題によっては、どう⾃分の考えを
まとめてよいかわからないものがあります。例えば「造形遊び」の学習内容と⽬的について指導例をあげながら述べよというものは、指導例というのは題材例をあげて
それについて内容や学習⽬的も関連付けて書いていけばよいのでしょうか︖指導例というのがいまいちピンときません。この問題は「つくる」とか「⽴体」でも過去に
問題になっているので焦ってます。最近、初等図画⼯作科のテスト勉強された⽅などのアドバイスをぜひ聞かせてください、お願いします︕

... 2008/06/01(Sun) 20:50  

◇Re: 初等図画⼯作科の試験について 投稿者︓まりもママ  Rank:5回

６⽉１⽇に投稿されているということは、もう試験は終わられたのでしょうか︖

私⾃⾝８⽉に同じ試験を受ける予定です。
ソフトモヒカンさんと同じく、過去問を勉強中なのですが…。
全く同じで「学習の⽬的と内容について、具体的な指導例をあげながら述べよ」というところが︖︖︖な状態です。

アドバイスできる⽅、よろしくお願いします。

... 2008/07/03(Thu) 15:06  

◇Re: 初等図画⼯作科の試験について 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:6回

試験結果は優でした︕いっぱい勉強した甲斐がありました。知り合いの図⼯を専⾨といている先⽣に教えてもらいました。⾃分で質問してまたレスするのも変
ですが…具体的な指導例というのは、「⽴体であらわす」であれば内容的に塑像であったり、「版であらわす」であれば「ドライポイント」であったり種類が
ありますよね︖その中からひとつ選んでやり⽅の⼿順⽅法（内容）を説明しながら⽬的も付け加えて書いていく感じでいいと思います。分かりにくい説明です
みません︕試験がんばってください

... 2008/07/06(Sun) 10:44  

◇Re: 初等図画⼯作科の試験について 投稿者︓まりもママ  Rank:6回

ありがとうございます(^O^)
さっそく勉強にとりかかろうと思います。

試験結果「優」おめでとうございます。
私も頑張ります(*^^)v

... 2008/07/07(Mon) 11:10  

  ☆１年で修得した単位数について 投稿者︓ほうじ茶  Rank:5回

⼊学を検討しているほうじ茶と申しますm(__)m

みなさん、お仕事をされつつ通信で勉強されている
かと思いますが、１年間で何単位ぐらい取っている
ものなんでしょうか︖

... 2008/02/12(Tue) 08:50  

◇Re: １年で修得した単位数について 投稿者︓彩雲  Rank:1回

 去年１０⽉から試験をはじめ今現在１６単位です ８⽉の試験は地元にないため受けません。当初は４０単位位取る予定でしたが科⽬終了試験を⽢くみてい
ました。ら

... 2008/07/06(Sun) 15:49  

  ☆情報学概論 投稿者︓kiki  Rank:2回

情報学概論の内容が難しく、レポートを書くのにもすごく苦労しています。
なにか参考になる⽂献などございましたら教えていただけないでしょうか︖
よろしくお願いします。

... 2008/07/06(Sun) 02:32  

  ☆Video directories 投稿者︓Sun  Rank:1回

Online Video How-to http://video.lianna.net.ru/e/list/?p=3

http://video.lianna.net.ru/e/list/?p=3


Online Video How-to http://video.lianna.net.ru/e/list/?p=3
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... 2008/07/05(Sat) 02:20  

  ☆産休代替教員について 投稿者︓あさげ  Rank:1回

こんにちは、明星⼤学で⼩２免許を取得した者です。
現在、北海道の道東の某⼩学校で勤務していますが、
北海道全地域では、産休代替教員が不⾜しているようで
代替教員が⾒つかりません・・・。
管理職は東北のほうでも探していると⾔っていますが
⼩学校免許を持っている⽅で北海道、東北地区の⽅で
７⽉７⽇以降でよろしいので、勤務したい⽅いませんか︖

楽しく交流しているところに、こんなことで投稿してしまい申し訳ありませんが
わらにでもすがる気持ちで書き込みさせていただきます。

... 2008/06/23(Mon) 21:05  

◇Re: 産休代替教員について 投稿者︓くみ  Rank:1回

こんにちは。私は今明星⼤学で⼩２免許取得のため勉強している者です。
来年の３⽉に免許を取得するつもりです。現在は無職です。
代替教員が不⾜しているとのお話しですが、詳しくお話し聞かせていただけませんか。
ただ、この掲⽰板で個⼈的にこのような件についてやりとりすることが適切かどうかわからないのでもし宜しければ直接やりとりできないかと思いますがいか
がでしょうか。

... 2008/06/24(Tue) 22:51  

◇Re: 産休代替教員について 投稿者︓あさげ  Rank:2回

結局、代替教員が⾒つからず、産休に⼊ってしまいました。
私は担任をしていたので、専科の先⽣がそこに⼊りました。
⼀昔前は、空きがないくらいでしたが、
北海道は今年は特に代替教諭が不⾜しているようです。

私も詳しく分かるほうではないのですが
北海道の教育委員会に履歴書で登録すれば、きっとお話がすぐ来るのでは︖と思います。
電話で聞いてみると良いと思います。

直接やりとりはどうやって⾏うのかPCに無知なので教えてください。
アドレス書いてしまうと⼤変なことになりそうですよね。

... 2008/07/04(Fri) 14:13  

  ☆秋期・冬期スクーリングについて 投稿者︓らい  Rank:5回

スクーリング初めてで教えていただきたいことがあります。秋と冬のスクーリングは夏のスクーリングに⽐べて⽇数が少ないですが同じように単位取得とみなされるん
でしょうか︖
お分かりになる⽅教えてください。宜しくお願いします。

... 2008/06/30(Mon) 12:34  

◇無題 投稿者︓シロカラ  Rank:2回

夏期は6⽇間で1時間ずつですが、秋期・冬季は1⽇⽬に2時間、2⽇⽬に4時間のようになっています。⾏く時間・費⽤があるなら⾏くのもいいかと思います。私
は春季や⾼知のスクーリングも活⽤しています。

... 2008/06/30(Mon) 19:13  

◇Re: 秋期・冬期スクーリングについ... 投稿者︓らい  Rank:6回

丁寧な説明ありがとうございました︕︕秋期に出てみようと思います＾－＾

... 2008/07/02(Wed) 12:28  

  ☆特別活動研究 投稿者︓コバヤシ  Rank:1回

こちらのホームページには、とてもお世話になっております。今回は、特別活動研究のレポートについて教えて頂きたいのですが、2単位⽬の１の課題が、「学級活動
を展開するにあたって実践的課題についてまとめなさい。」ですが、概括的に実践的課題についてまとめればよいのでしょうか。それとも、何か⼀つ選んで指導計画の
ようなものを書いた⽅がよいのでしょうか。たぶん、前者だと考えておりますが、単位習得についてせっぱつまっているので、再提出が厳しい状況ですので、アドバイ
ス頂きたくお願い致します。

... 2007/07/24(Tue) 11:59  

◇Re: 特別活動研究 投稿者︓きょうこ  Rank:1回

こんにちは。今⽇この掲⽰板を⾒つけたので、コバヤシさんはもう単位を取られたでしょうか︖
特別活動研究のレポートは、私は教科書に書いてあることを使ってレポートを書いただけなので、前者でよいと思います。

横なのですが、特別活動研究は、レポートはそれほど難しくありませんでしたが、試験をこれまで3回ぐらい受けて、みな落ちています（泣）。次回こそ通っ
て、卒業を決めたいと思います。

とりあえず対策は、過去問の答えを、それこそ丸暗記するぐらい覚えこもうと思っていますが（今までは、⾃分の⾔葉でルーズに書いていたし、答案もそれほ
ど⻑くなかった）、試験で通した⽅、何か助⾔がありましたらお願いします︕

... 2007/11/27(Tue) 16:02  

◇まずい 投稿者︓くらげ  Rank:7回

そうなんですか。試験あと２つで２種免許が取れるのですが・・・
なんとしても来年４⽉には免許申請したいと考えています。
でも、その残り２科⽬が、どうも難関そうな「⽣徒指導」と「特別活動研究」
でして。

この２科⽬の試験について、アドバイスがありましたら、私もお願い致します。

... 2007/11/27(Tue) 18:23  

◇特別活動研究 投稿者︓おべりべり  Rank:37回

こんばんは︕みなさん頑張っていますね︕︕
⾃分も１年で２種免許取得を⽬指してがんばっています︕
⾃分は科⽬修了試験対策でしていることは、前にこの掲⽰板から教えてもらったＢ５の半分に切った紙ぐらいの⼤きさに、たけさんの過去問を参考にして、特

http://video.lianna.net.ru/e/list/?p=3


⾃分は科⽬修了試験対策でしていることは、前にこの掲⽰板から教えてもらったＢ５の半分に切った紙ぐらいの⼤きさに、たけさんの過去問を参考にして、特
別活動のもつ教育的意義や学級活動、クラブ活動、児童会活動、学校⾏事などそれぞれの特質と指導上の留意点をまとめ、そして暗記して、あとはお題に合わ
せてＫＥＹ ＰＯＩＮＴＳを含めた⽂章を⾃分なりの⾔葉で表現したら合格をいただけましたよ︕同様に⽣徒指導も同じように対策をしていき合格できまし
た︕ただし、⽣徒指導の場合はお題が⽤意していったものと違いましたが、⾃分の経験談を交えながら書いて合格をもらえました︕
 なので、きょうこさんもくらげさんもがんばってみてください︕
⾃分も図画⼯作科教育法と初等社会科教育法の情報・アドバイスがあればよろしくお願いします。

... 2007/11/27(Tue) 19:41  

◇なるほど 投稿者︓くらげ  Rank:8回

おべりべりさん、さっそくありがとうございました。
すぐに学習に取りかかります。
さて、図画⼯作と初等社会ですが、わたしはスクーリングで
とってしまい、アドバイスができません。
してもらいっぱなしで申し訳ありません。

他のＨＰに図画⼯作の試験アドバイスがのっていましたので、
参考になるかわかりませんが・・・
「鑑賞の問題は、「鑑賞」の教育意義、教育内容について１ページ以上作成できれば合格すると思います。」とのことです。
お互いにがんばりましょう。ちなみに私は８⽇です。

... 2007/11/27(Tue) 20:04  

◇Good luck! 投稿者︓おべりべり  Rank:38回

 くらげさん、おはようございます︕
 こちらこそアドバイスありがとうございました︕
 もっと具体的なことをアドバイスできれば良かったのですが、
 現物を添付する技術が⾃分にはないので申し訳ないです。。。
 ⾃分もくらげさんのアドバイスを参考に対策を練って頑張ってきます︕︕
 くらげさんも頑張ってください︕︕︕
 また何か情報交換できることがあったらよろしくお願いします︕
 では今⽇も⼀⽇がんばっていきましょ︕

... 2007/11/28(Wed) 10:00  

◇特別活動研究 投稿者︓ゆー  Rank:2回

6⽉に受けた試験が不可でした。
次こそって思ってがんばるか
スクーリング⾏くか
迷いどころです。

テストでもがんばれば取れる科⽬ですよね〜。
優柔不断だ〜。

... 2008/06/30(Mon) 19:51  

  ☆試験結果☆ 投稿者︓はや  Rank:4回

こちらのページにはいつもお世話になっています。
4⽉⽣で⼊学し、初めての試験結果が届きました。３科⽬受け、１科⽬が優、２科⽬が不可でした。なかなか難しいですね。優を頂いた教育課程論はここの過去問を⾒
せていだいたおかげです☆ありがとうございました︕︕
１年で２種の取得を⽬指していますがなかなか厳しいなと実感しました。
頑張ります☆

... 2008/06/28(Sat) 20:20  

◇Re: 試験結果☆ 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:91回

試験お疲れ様でした。慣れてくると合格しやすくなると思いますよ。

課題に対して短い⾔葉で解答を書く。それに⾁付けをした⽂章が書ければ、軸がぶれないで合格答案を作れると思います。ただ量だけ書いてもうまくいかない
ときの⽅が多かったです。（よくわからない課題の時はとにかく書きましたが）

次回以降もがんばってください。過去問をたくさんアップしましたので参考にしてください。また、時間があるときに何科⽬かでも投稿していただけるとうれ
しいです。

... 2008/06/29(Sun) 00:48  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓アンリ  Rank:1回

こんにちは。
私も初等国語科教育法で苦戦しています。
誰か参考資料を⾒せていただけませんか。
また、書き⽅で重要なことがあれば教えてください

... 2008/05/15(Thu) 01:28  

  ☆初等⾳楽科教育法のレポートについ... 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:4回

いつもこの掲⽰板を参考にしながら勉強に取り組んでいます。今は初等⾳楽科教育法の1単位⽬に取り組んでいるのですが「教科書Ｐ３６にある表を写し、すべての空
欄に書き⼊れてください」とあるのですが教科書のまま表を写しても曲名をいれるとうまく表にできないと思うんですけど…レポートのマスは無視して書いていいんで
すか︖レポートを出された⽅、教えてください︕お願いします

... 2008/06/22(Sun) 18:13  

◇Re: 初等⾳楽科教育法のレポートに... 投稿者︓ゆー  Rank:1回

レポートのマスは気にせず書きましたよ♪

... 2008/06/22(Sun) 19:00  

◇Re: 初等⾳楽科教育法のレポートに... 投稿者︓はや  Rank:3回

⾃分もマスは気にせず書きました。
学習指導要領などを参考して⽂章を作っていきましたどうなるかと不安でしたが合格で返ってきました。
２単位⽬の指導案もマス⽬は気にせず書き、⽂字数も少なくなりましたが合格で返って来ました。マス⽬は気にしなくて⼤丈夫だと思います。

... 2008/06/23(Mon) 21:30  



  ☆ありがとうございます︕︕ 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:5回

早いコメントを頂けて幸せだ〜☆助かりました。ゆーさん、ありがとうございます︕︕さっそくこれからはじめます︕

... 2008/06/22(Sun) 19:25  

  ☆まもなく学期末 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

おはようございます。まもなく⼀学期が終わりますね。
去年の今頃、データシャチハタを購⼊したことを思い出しました。
⼀年間使ってみて便利だったので紹介します。

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/41

... 2008/06/22(Sun) 09:45  

  ☆東京都の教員採⽤試験 投稿者︓バンビ  Rank:1回

こんばんは。
4⽉から明星に⼊り、１年で免許取得を⽬指しているものです。
7⽉に東京の社会⼈枠で採⽤試験を受けます。去年の論⽂テーマは調べることが出来たのですが、それ以前（出来れば２〜3年前の）論⽂テーマを知っている⽅いません
が︖
レポート、夏スク、教採、会社とかなり過密な⽣活をしています。情報提供をお願いします。

... 2008/06/19(Thu) 22:04  

  ☆⾳楽科教育のレポート評価に納得で... 投稿者︓フォルツァ  Rank:1回

⾳楽科教育に苦戦している⼈多いですよね︖私もその⼀⼈です（苦）
しかし、ほとんどの⼈がある共通の部分にだけてこずっていますよね︖
そうです︕例の講評欄に貼り付けてあるパソコンで作られた味気ない紙切れです。
こうも再提出のレポートの貼り付けてあるとちゃんと講評してるのかさえ不安になります
。あれは意味あるのでしょうか︖本来の設問から離れているのではないでしょうか︖
さらにいえば、レポートは１００点満点にこしたことはないけど、それなりに書けていれば他のレポートなら合格をもらえます。なのに、このレポートだけは○先⽣
（わかる⼈はわかると思いますが...⾃粛）の思い通りに書けていないと不合格になってしまいます。
でもおかしいですよね︖全国バラバラにいる明星⼤学通信⽣が全く同じ⾔葉を⼀字⼀句違わずに書いて提出するなんて ⾔葉は多少違って当たり前でニュアンス的に求
められたことを書けていればいいのではないでしょうか︖︖

しかも、先⽣のコメントの意味が全くわかりません。問○○だけ再提出 
ってそこだけなの︖再提出って全部書き直さなきゃいけないんじゃないの︖︖と不安にさせる説明。酷いときは講評すらない あわてて事務窓⼝に確認するも窓⼝の⼈
も困惑してて⼈によって答えが違う その部分だけ再提出したレポートに窓⼝で確認し、この部分だけでよいと⾔われた旨を書き加えると、私がそう講評に書きました
とそっけない返事つきのレポートが３カ⽉以上経ってから帰ってきました。それも不合格で︕

フザケンナよって⾔いたくなるような対応、講評、に腹が⽴ちます。きっと皆さんも同じではないでしょうか︖

そこで、みなさんも思いを声に出して○先⽣と⼤学に抗議しませんか︖
抗議といえば硬く聞こえますが、私たちは困っています︕ということをしっかりと伝えませんか︖これでいきなり解決するかはわかりません。でも、何もしなかったら
これからもずっとこのままです。⾏動してみませんか︖︖

... 2008/06/08(Sun) 00:23  

◇Re: ⾳楽科教育のレポート評価に納... 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:86回

 フォルツァさん、はじめまして。
⾳楽科教育のレポートで苦労している⼈が多いことは事実ですし、この掲⽰板でも以前話題になっていました。また、以前管理⼈をしていたmixiの明星⼤学の
コミュニティでも相当問題になっていました。ただ、事情は分かりますが、この掲⽰板で⼤学に抗議をするための活動はご遠慮ください。お気持ちはよくわか
りますが、ここは個⼈のサイトの掲⽰板ですので、問題が⼤きくなってしまうと対応に責任が持てません。
 末永く、みなさんのお役に⽴てるサイトを⽬指していますので、ご理解いただければと思います。

なお、mixiの掲⽰板では、⼀⼈ひとりが今までのレポートとコメントを整理して各⾃で⼤学の事務局に持って⾏くというような話しになっていました。

... 2008/06/08(Sun) 01:06  

◇Re: ⾳楽科教育のレポート評価に納... 投稿者︓バナナチョコ  Rank:2回

サイトで同⼠を募ることは別としても、そのような思いをもち、⾏動を起こそうということはとてもよいことだと思います。それぐらいの⾏動⼒と⾃分の考え
を持っていなければ教師をやる意味が無いと思います。疑問点を⼤⼈が黙認しているようでは⼦どもに教育を提供することはできないでしょう。是⾮がんばっ
てください。私も機会があれば⾏動します。(⾳楽科教育はレポートがまだ返ってこないので事情が分かりません…)

ちなみに…
今⽇科⽬試験に⾏ってきましたが、ちょっと残念でした。試験前で勉強、ノート・テキストなどを必死で確認。それこそ詰め込み主義でしょう。⾃分の考えく
らいもっていて欲しい。試験なんて考えを述べるものが多いし、基本事項ばかり。⼨前に⾒なくてもできるものでしょう。競⾺新聞の⼀つも読みながら時間を
過ごすくらいの余裕がないと、熱意だけではどうにもならないと思いました。

... 2008/06/08(Sun) 22:07  

◇Re: ⾳楽科教育のレポート評価に納... 投稿者︓shig  Rank:1回

こんばんわ。shigです。
たけさんのコメントにもあるように、ここは個⼈の管理の下
運営されている掲⽰板です。好意で⾏われているので、管理者に
迷惑のかかることは避けていただきたいと思います。

さて、話は変わりますが、ここ数ヶ⽉、部報明星に「⾳楽科教育Ⅰ」
についての解説⽂がのっているのをご承知でしょうか︖
実は、それについては、私を含め様々な⽅が、事務局とやりとりをし、
○○先⽣のレポートに対する評価が、不明瞭である旨、事務局側と
話をした上で、事務局が出した答えです。

こちらで、議論するのも管理⼈の⽅への配慮を考えれば避けたいです。
ぜひmixiコミュへお越しください、簡単に解決します。

ちなみに私は、昨年６⽉からレポ出し始めて、1年かかって先⽇
合格しました。答えは、定型の書式へ⽳埋めするだけでした。
こちらへどうぞ。。。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17128544&comm_id=650578

http://meisei.n-hokkaido.com/archives/41
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17128544&comm_id=650578


... 2008/06/13(Fri) 21:10  

◇Re: ⾳楽科教育のレポート評価に納... 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:88回

shigさん、合格おめでとうございます。この教科、最後は「運」ですね。
部報「めいせい」に掲載されるようになったということは、半歩前進ですね。
この掲⽰板を⾒ている⼈は、通信⽣のほんのひとにぎりですから、ものすごい数の学⽣が苦労しているのでしょうね。

ところで、地震は⼤丈夫でしたか︖

... 2008/06/18(Wed) 21:59  

◇Re: ⾳楽科教育のレポート評価に納... 投稿者︓shig  Rank:2回

どもshigです。

ほんとこの教科は、半分は運まかせかな(笑
まぁ、返却期間も３〜４ヶ⽉と⻑いので、致命的なんですよね︕
しぶとくくいさがりましょう︕最近は、評価が⽢々になっているという噂も聞きます。

さて、地震のほうですが、近くで１名亡くなりました。
最初に亡くなった２名のうちの⼀⼈です。
お悔やみ申し上げます。
うちはおかげさまで⼤丈夫でしたよ。この掲⽰板を⾒ていらっしゃる⽅も
被災された⽅もいるかもしれません。
明星の⽅でも被災者へは教材を再送付してくれるなど、配慮しているようです。
http://www.meisei-u.ac.jp/dce/index.php

とにかく今を頑張って⽣活しましょう︕

 

... 2008/06/19(Thu) 18:48  

  ☆初等⽣活科教育 投稿者︓kiki  Rank:1回

初等⽣活科教育の指導計画・指導例を書けというのはレポートのマス⽬を無視して書いても⼤丈夫なのでしょうか︖
特に指⽰は⾒当たらないのですが、参考箇所をみてみると表のような形で書いてあるのでどうしたものかと思いました。
すでに提出の⽅がおりましたらお教えください。お願いします。

... 2008/06/18(Wed) 21:52  

◇Re: 初等⽣活科教育 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:87回

はい。だいじょうぶです。
指導案や指導計画を書く問題の場合、罫線等を書くのでマスをある程度無視して書くことになります。私の場合、いっぱい書きたかったので罫線の引く場所を
できるだけマスの上にしないように⼯夫しました。あと、指導案ですから、ずいぶんスカスカになりますので、おそらく字数も他のレポートより少ないと思い
ますが、それでも問題はありませんでしたよ。

もうすぐスクーリングの季節ですね、頑張ってください。

... 2008/06/18(Wed) 21:57  

  ☆無題 投稿者︓ちろ  Rank:1回

はじめて書き込みさせていただきます︕
今年⼊学した正課課程履修⽣です。

配布されたハンドブックには「教師論」はＲＴとありますが、秋期スクーリングや⾼知スクーリングの科⽬に「教師論」とあるのはなぜですか︖︖
スクーリングでもとれるのでしょうか︖︖

... 2008/06/11(Wed) 20:59  

◇Re: 無題 投稿者︓しゅｎｎ  Rank:4回

スクーリングでもとれますよ︕その他にもSR科⽬がいくつかあります。課題報告集などに
ＲＴorＳＲと記載されている科⽬は読んで字の如く、科⽬修了試験(＋レポート)かスクーリング(＋レポート)のどちらかで単位取得することができます。

... 2008/06/11(Wed) 22:45  

◇Re: 無題 投稿者︓にゃお  Rank:1回

ハンドブックにはＲＴとありますが、「特別にＳＲとして開講します」・・・というケースがあります。

... 2008/06/12(Thu) 17:33  

  ☆卒業するために 投稿者︓グラ  Rank:7回

こんにちは
どなたか教えてください（＾◇＾）
10⽉⽣は9⽉に、4⽉⽣は3⽉に卒業しなくてはいけないのですか︖
たとえば、私は10⽉⽣ですが、3⽉に卒業することはできるのですか︖

... 2008/05/21(Wed) 12:23  

◇Re: 卒業するために 投稿者︓卒業⽣  Rank:2回

私は3年次編⼊の10⽉⽣です。幼稚園の教員免許を取る為に⼊学しましたが、3年⽬の10⽉の卒業の年に⼩学校の免許も取ることに決めたので、必要な単位が増
えたため、1年延⻑しましたが、半年で単位が全部取れたので3⽉に卒業しました。

... 2008/05/28(Wed) 08:30  

◇Re: 卒業するために 投稿者︓グラ  Rank:8回

お返事ありがとうございます（＾◇＾）
半年単位で卒業ができるのですね︕
お⾦のほうは、1年間分払うということですよね︖

... 2008/05/30(Fri) 09:49  

◇Re: 卒業するために 投稿者︓卒業⽣  Rank:4回

そうですね。⼀応、留年という形でしたので。
採⽤試験では⼀切何も聞かれませんでしたよ。

http://www.meisei-u.ac.jp/dce/index.php


... 2008/05/30(Fri) 19:42  

◇Re: 卒業するために 投稿者︓グラ  Rank:10回

なるほどー。
ありがとうございます☆
参考になりました。

... 2008/06/03(Tue) 16:28  

  ☆スクーリングの宿泊について 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:1回

今年の４⽉に⼊学したものです、こんにちは︕夏のスクーリングの宿泊について質問です。できれば安くいい条件で宿泊したいのですが、予約するのは「夏期スクーリ
ングのしおり」に載っている代理店を通じて予約した⽅がやはり安いんですか︖⾃分で調べて予約する⼿もあるとは思うのですが、代理店の⽅がかなり安いのであれば
代理店で頼みたいとは思ってます。初めてなので分からないことだらけです。代理店で頼んだことのある⽅や夏のスクーリングの経験者の⽅で知っている⼈がいれば教
えてください︕お願いします︕

... 2008/05/26(Mon) 18:12  

◇Re: スクーリングの宿泊について 投稿者︓グラ  Rank:9回

こんにちは
私も夏はスクーリングに参加します。
ホテルは、代理店で頼んだことはありませんが、このHPのスクーリングについてに載っているいるところを参考にしていました。スクーリングはお⾦がかかる
ので、安く収めたいですよね・・・。⼀度、代理店で調べて⽐べてみるのもいいかもしれません（＾◇＾）

... 2008/05/30(Fri) 09:56  

◇無題 投稿者︓ソフトモヒカン  Rank:2回

返信ありがとうございます、とりあえずＨＰを参考にしながら検討してみます〜お互い頑張りましょう︕

... 2008/05/31(Sat) 16:28  

◇Re: スクーリングの宿泊について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

参考にしていただきありがとうございます。スクーリングは、普段とは違う環境で１，2週間⽣活するのでなかなか新鮮で楽しい思い出がたくさんできました。
今年もまたいきたいくらいです。

宿泊ですが、安くすませたいのなら、京王線を使っていける⾼幡不動か京王⼋王⼦駅の近くがおすすめですが、真夏で体⼒も消耗することを考えれば、少々交
通費はかかりますが、モノレール沿線（⽴川）かJR駅のすぐそばをお勧めします。⻄⽴川は⽳場だと思います。宿泊施設のグレードにこだわるのであれば、⽴
川や⼋王⼦駅周辺もいいと思います。
ラクをしたいのなら、⾼幡不動ですが、安いところは下宿を除いてはなかなかありません。

http://meisei.n-hokkaido.com/061227.html

... 2008/06/01(Sun) 00:05  

  ☆レポート再提出 ⼼理学概論 投稿者︓らい  Rank:3回

⼆つ⽬が不合格でした泣 コメントは「よくまとめられています」で指摘や注意が全く書かれていないのに不合格だったんです・・・。どうやって再提出すればいいん
でしょうか・・＞－＜ どなたかアドバイスいただけませんでしょうか・・

... 2008/05/24(Sat) 08:14  

◇Re: レポート再提出 ⼼理学概論 投稿者︓卒業⽣  Rank:5回

事務局に問い合わせてみたらどうですか︖
間違いもありますから。

... 2008/05/30(Fri) 19:44  

◇Re: レポート再提出 ⼼理学概論 投稿者︓らい  Rank:4回

本当ですか︕︖
電話怖くて質問票を送ってみました・・コピーしたレポートと⼀緒に・・・。
勇気を出して電話してみようと思います・・ありがとうございます＞－＜

... 2008/05/30(Fri) 23:21  

  ☆RTのTの意味がよくわかりません 投稿者︓UMA  Rank:1回

初めまして。

私は、RTというのはレポートと科⽬終了試験と認識しているのですが、
RTのTはスクーリングの最後の試験も含まれるのでしょうか。

なぜこのような疑問をもったかというと、
初等⽣活科教育法や教育相談といった科⽬はRTなのに、
⾼知でスクーリングが⾏われているからです。
スクーリングの最後の⽇に⾏われる試験で合格すれば
科⽬終了試験を合格したのと同じ扱いになるということなのでしょうか。

... 2008/05/17(Sat) 23:17  

◇Re: RTのTの意味がよくわかりませ�... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

UMAさん、はじめまして。
ご質問の件ですが、おっしゃるとおりです。

この⼤学の単位は、基本的にレポートとスクーリングまたは科⽬修了試験で合格するともらえると考えて間違いありません。

... 2008/05/18(Sun) 01:03  

◇Re: RTのTの意味がよくわかりませ�... 投稿者︓卒業⽣  Rank:3回

RTは、もともとレポートと科⽬終了試験での単位認定です。
しかし、なかなか科⽬終了試験に合格できない⼈も多いので、⾼知などで特別にスクーリングを設定してくれるようになった科⽬があります。
その場合、お⾦がかかりますが⾼地でスクーリングを受けて単位を取得しても良いし、がんばって科⽬終了試験で取得しても良いということになります。

... 2008/05/28(Wed) 08:35  

  ☆初等⾳楽科教育法について 投稿者︓まりもママ  Rank:1回

はじめまして。４⽉⽣として⼊学したばかりです。

中学校に勤務していて、⼩学校の免許を取得するために⼊学しました。

http://meisei.n-hokkaido.com/061227.html


中学校に勤務していて、⼩学校の免許を取得するために⼊学しました。

ところで…初等⾳楽科教育法のレポート課題について誰か教えていただければ…。
レポート課題【「歌唱共通教材」とはどのようなものですか。教科書ｐ36とｐ193〜228を読んで、その定義や扱い⽅の注意点をまとめてください。またｐ36にある表
を写し、すべての空欄に書き⼊れてください】
『ハートフルメッセージ』がテキストです。読むことを指定されたページはほとんどが楽譜です。まとめなさいと⾔っても教科書をそのまま、まとめていいのか（私が
まとめると400字程度でした）。表を写して書いても最低の900⽂字になりそうになくて…。
悩んで悩んで１週間経過し、質問票をと考えましたが投稿してみようと思いました。
アドバイスよろしくお願いします。

... 2008/03/27(Thu) 23:34  

◇Re: 初等⾳楽科教育法について 投稿者︓mom  Rank:1回

私もまりもママさんと全く同様なことで困っています…︕
教科書を整理するする他、⾃分の考えなども取り⼊れて良いのでしょうか︖

どなたかお助けください︕

... 2008/04/13(Sun) 20:37  

◇Re: 初等⾳楽科教育法について 投稿者︓バナナチョコ  Rank:1回

⾃分の場合は、考えなどを取り⼊れまくった結果、表を⼊れてギリギリ⿊線を超えました。字数が指定された以上、無理に書いたと思われても仕⽅がないので
すからもう⽂字数を増やしましょう。(このような形式にこだわることが⽇本⼈のつまらないところだと思うのですが…)

... 2008/05/04(Sun) 03:45  

◇Re: 初等⾳楽科教育法について 投稿者︓はや  Rank:1回

⾃分もとても困りました。ほとんどが楽譜でしたね。学習指導要領から歌唱共通教材に関する部分を抜き出したり、各学年の歌唱共通教材の取り扱いについて
まとめました。
４⽉⽣として⼊学し、分からないことばかりでレポートを始めています。

... 2008/05/11(Sun) 18:30  

◇Re: 初等⾳楽科教育法について 投稿者︓ミュウズ  Rank:2回

はじめまして︕四⽉⽣で⼊学したばかりのミュウズと申します︕

つい先⽇、初等⾳楽科教育法のレポート１単位⽬が返ってきましたが、私はP36とP193だけを参考にして「歌唱共通教材の定義や扱い⽅の注意点」を約600⽂
字26⾏（レポート⽤紙の1・2ページ⽬）でまとめて、4⾏空けまして、歌唱共通教材曲⽬表を⼤きめに14⾏（レポート⽤紙の3ページ⽬）で書き写して、合格
でしたよ︕

当然、厳密な意味での⽂字数は超えていませんが、私のように⽂章と表の間の⾏を空けて、900字のラインを超える⽅法でも合格でしたので、もしよければ参考
にしてください︕

... 2008/05/11(Sun) 20:42  

◇Re: 初等⾳楽科教育法について 投稿者︓まりもママ  Rank:2回

はじめてのレポートが合格でかえってきました(*^^)v
すっごくうれしくて、ちょっとやる気が出てきました。

ミュウズさんと同じような⽅法でレポート作成しました。
曲⽬表以外で900字から３⾏少なくまとめてみました。
⾃分では、これでまとめているのかな︖と思うような内容だったのですが、Ｐ36とＰ193、学習指導要領を参考にして、字数をカバーしました。

⾃分でわからなくて、思いきって掲⽰板に意⾒を出してみてよかったぁ(^O^)
これからもみなさんといろいろ交流しながら、頑張っていきたいと思います。

... 2008/05/26(Mon) 13:54  

◇Re: 初等⾳楽科教育法について 投稿者︓はや  Rank:2回

こんばんは。
⾃分のレポートも合格で返ってきました。かなり悩んだレポートだったのですごくうれしかったです。まだまだ先が⻑いですが頑張ろうと思います。

... 2008/05/26(Mon) 19:00  

  ☆⼼理検査法について 投稿者︓みみ  Rank:4回

初めまして。
私は、⼼理学なのですが、⼼理検査法の４単位⽬が中々受かりません。
もし、受かってる⽅がいましたら、教えてもらえませんか︖
お願いします。

... 2008/05/16(Fri) 02:28  

  ☆レポート再提出 投稿者︓さと  Rank:1回

 児童⼼理学レポートが再提出でもどってきました。
 締め切りまじかで困っています。これを落とすと、夏季のスクーリングが無駄になってます。どうすれば良いでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

... 2008/03/28(Fri) 02:38  

◇Re: レポート再提出 投稿者︓卒業⽣  Rank:1回

がんばってとしかいいようがないです。
せめて何単位⽬か、課題は何かを書かないと誰もアドバイスのしようが無いと思いますが。

... 2008/03/31(Mon) 07:47  

◇Re: レポート再提出 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

再提出を続けている限り無効にはならないと思いますので、まずは出す事ではないでしょうか︖また再提出覚悟で出してしまわないと・・・。今度戻って来る
までに準備をしておくというのも作戦です。

... 2008/03/31(Mon) 08:27  

◇Re: レポート再提出 投稿者︓ぽち  Rank:2回

私も過去に再提出になってしまい、期限なのかと焦り事務所に問い合わせしたところ、
スクーリングのレポートの提出はあくまで初回の期限であって、合格の期限ではないとのことでした。なので、極論を⾔ってしまえば、出してしまえば不合格
でも平気みたいです。
児童⼼理は採点する先⽣によって、かな違いますね。。。配られた本をまとめただけで合格できたり、ほかの資料を駆使して作ったりと。。。⾃分は後者でし
た。
私は他の資料を集めてレポート作りをお勧めします。

... 2008/04/04(Fri) 17:17  

◇Re: レポート再提出 投稿者︓さと  Rank:2回



◇Re: レポート再提出 投稿者︓さと  Rank:2回

 遅くなりました。返信してくださったみなさん、ありがとうございます。
 この時は、仕事との両⽴でなかなかレポートがはかどらず、あせっていました。レポートは頑張って出しました。
 今は、少しですが時間を⾒つけてレポートを仕上げています。
 

... 2008/05/15(Thu) 23:33  

  ☆初等国語科教育法について 投稿者︓ぷんた  Rank:1回

こんにちは︕
今年度から通信教育をスタートさせたんですが初等国語科教育の所でつまずいて、どう書いていいか分りません︕どなたか参考資料を⾒せていただけませんか。

... 2008/05/15(Thu) 01:38  

  ☆初等国語科教育 投稿者︓なみへい  Rank:1回

はじめまして。
現在 初等国語科教育のレポートで苦戦しております。
２つとも再提出で返却されてしまいましたが、講評を⾒てもヒントが得られません。
「私の住んでいる町」についての課題は調べたことを書けばよいのでしょうか︖
前回は私⾒を⼊れてみたのですが、再提出で返却された為、これが必要ないということなのでしょうか︖判断がつかず、どなたか書き⽅を含め、ヒントをいただけます
でしょうか︖宜しくお願いいたします。

... 2008/02/19(Tue) 14:34  

◇Re: 初等国語科教育 投稿者︓ぽち  Rank:1回

はじめまして。
初等国語のレポートの書き⽅は課題報告集に載っている順序通りに書けば、
ある程度⽂がざつでも合格できますよ。a,b,c,d,e そして、⽂章。。。と
書く順序が載ってます。
実際に私がそうでしたｗｗ

... 2008/04/04(Fri) 17:11  

◇Re: 初等国語科教育 投稿者︓なみへい  Rank:2回

お返事遅くなりました。ありがとうございました。順序通りに書いて再提出をしてみます。

... 2008/04/22(Tue) 12:46  

  ☆教育実習 投稿者︓はるな  Rank:1回

はじめまして。こんにちは。
困ったときはいつもこの掲⽰板でヒントをいただいております。
ありがとうございます︕

いよいよ、教育実習が近づいてまいりました。
なんとか準備をしている最中です。

ひとつ、気になっていることがあります。
実習中に、明星⼤学から指導教員が実習校に来校しての指導や
それに類する指導があるのでしょうか︖

私が⼤学⽣の時に⾏った教育実習では、その⼤学から指導教員が
視察指導にこられ、その連絡調整もありましたので、
明星⼤学ではどのようになっているのかと少し気になりました。

私の勉強、情報収集不⾜であると思いますが、
このことについて教えていただけるとうれしいです。

よろしくお願いいたします。

... 2008/04/11(Fri) 09:58  

◇Re: 教育実習 投稿者︓たか  Rank:4回

こんにちは★

私は、昨年教育実習を済ませましたが、明星⼤学からの指導教員来校などは特にありませんでした。
通信教育ということで、実習校との連絡事項など、全て⾃⼰責任となるので、「教育実習ガイドブック」を熟読することが⼤切だと思います。

指導案作成など、⼤変だと思いますが、是⾮充実した実習になるよう頑張って下さいね︕

... 2008/04/17(Thu) 19:40  

◇Re: 教育実習 投稿者︓はるな  Rank:2回

たかさん、こんにちは。レスありがとうございます。

実習中の指導は、⼤学側から特にないのですね。
「教育実習ガイドブック」をよく読んで
実習に備えていきたいと思います。

ありがとうございます。

... 2008/04/18(Fri) 18:18  

  ☆free 投稿者︓Dan  Rank:1回

free
､

... 2008/04/14(Mon) 12:26  

  ☆coi phim online 投稿者︓judy  Rank:1回



huyakﾗ

... 2008/04/08(Tue) 02:05  

  ☆学籍更新︕ 投稿者︓いちみん  Rank:1回

はじめまして、こんにちは♪
私は２００６年度４⽉に⼊学しました。
⼩学校の先⽣にどうしてもなりたくて教員免許取得のために。
⼩学校２種を取得し、１種取得にむけてがんばります︕
しか〜し、私も⾳楽科教育Ⅰが３回⽬不合格です(^^;)
なので、こちらの掲⽰板と「めいせい」４⽉号を参考に仕上げました。
さて結果はいかに︖︕

... 2008/04/07(Mon) 18:16  

  ☆スクーリング時間割の⾒⽅ 投稿者︓らい  Rank:1回

はじめまして︕08年4⽉⽣で⼊学しました︕こちらの掲⽰板はとてもありがたいです︕︕
初歩的な質問なんですが・・夏季スクーリングの時間割が出たので⼼理検査法を受けようと思っているんですが、AとBというふうにあるんです。この違いわかる⽅い
らっしゃいませんか汗
それと・・もうひとつふと疑問なんですが。教科がRTorRSというようなものがありますよね︖もしRTを遂⾏していたんだけれどもテストがなかなか受からないからRS
に変えることはできるんでしょうか︖

よろしくおねがいします︕これからもこちらを利⽤したいと思います＾－＾

... 2008/03/31(Mon) 16:15  

◇Re: スクーリング時間割の⾒⽅ 投稿者︓momota  Rank:6回

らいさん、こんにちは。
スクーリングのABの違いについてですが、
受講者数の多い科⽬は、スクーリングが複数講義開かれているようです。
御⾃分の都合に合わせて、どちらかを受講すればいいと思います。
先⽣の当たり外れは「運」です。笑

RTをSRに乗り換えるのも、⾃由だと思います。
テストを受けているってことは、レポートは提出済みなんですよね。
時間とお⾦に余裕があれば、スクーリング最終⽇のテストの⽅が格段に受かりやすいです。

これから始まる明星ライフ（笑）、頑張ってくださいね。

... 2008/04/05(Sat) 00:27  

◇Re: スクーリング時間割の⾒⽅ 投稿者︓らい  Rank:2回

ありがとうございます︕︕︕︕
丁寧な説明でうれしいです＾３＾
挫折しないといいんですが苦笑
がんばります

... 2008/04/06(Sun) 21:47  

  ☆初等算数科教育法 投稿者︓もと  Rank:3回

いつもお世話になってます︕
いよいよ4⽉の科⽬終了試験が近づいてきました。

ここのところ忙しく試験勉強もろくにできていないのですが←⾔い訳w
みなさんは初等算数科教育法の試験対策はどのようにしていましたか︕︖
過去問をみてもパターンが多く、年齢のせいもあり、覚えては忘れの繰り返しです。
何回か落ちてる⼈もいるみたいなのですが、みなさんの印象はどうでしょうか︕︖
スクーリングのほうがおすすめですか︕︖

... 2008/04/02(Wed) 17:08  

  ☆⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓あっきー  Rank:4回

⾳楽科教育Ⅰ・・・再提出でしたが・・・
先⽣のコメントの意味が全くわかりません。
皆さんと同じパソコンうちしたものが貼ってあるだけでした。
︖の部分をうめればいいのでしょうか︖︖
それとも先⽣のパソコンうちの紙を参考に提出しなおせばいいのでしょうか︖︖

... 2008/01/19(Sat) 23:08  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⾳楽科教育については少々まずい状況ですね。このままでは信⽤問題にも発展しかねないのではないでしょうか。これから通信教育をはじめられる⽅のために
も、何とかしなければならないと思います。とりあえず、再提出を出し続けるしかないとは思いますが、別⼝で少々対応を・・・。mixiにも明星⼤学のコミュ
ニティがありますが、そちらでもかなり意⾒があがっています。この掲⽰板はすべてにおいてオープンなので、ここで具体的な話はできませんので、「がんば
ってください︕」にとどめます・・・。

... 2008/01/19(Sat) 23:12  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓あっきー  Rank:5回

はい・・・がんばります・・・

... 2008/01/20(Sun) 00:04  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓みか  Rank:1回

初めまして。

私にも今⽇届きました。
噂に聞いていた、講評の欄にぺタッっと紙の貼られたレポート。
皆同じ講評なんてちょっと変、と思いながらも。
まあやるしかないのですが。
問題は、今回提出したレポートの内容が
先⽣の「アドバイス」から、そんなにかけ離れた内容とは思えず。



先⽣の「アドバイス」から、そんなにかけ離れた内容とは思えず。
困ったなあ、と悩んでおります。

ミクシィの⽅も、⾒ていますが、
これは何らかの声を上げたほうが、良さそうですね。

... 2008/01/21(Mon) 15:50  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓rinrin  Rank:1回

私の場合は、昨春〜夏だったので先⽣の朱書きでした。今は、紙が貼ってあるんだ。
疲れたのかな︖
私は３度⽬の正直でとおり、なんとかなりました。
最初は、⾳楽⾃信があったのでムッとしましたが、相⼿も⼈間。相⼿が何を求めているかを考えて、⾃分の書いたものに朱書きされている部分と、︖の部分を
加えて出したら、満点の回答ではなかったようですが、通していただけました。
おそらく、⼊れてほしい語句がいくつかあるんだろうと思うので、それを逃すと駄⽬なのかな。教科書だけではなく、先⽣の⾔葉を加えて提出されてみてはい
かがでしょうか?
でも、皆さんの様⼦だとこんなんでは駄⽬なんでしょうか・・・。
根気よくがんばってください。
あとは、まだ提出されてない⽅は少し様⼦を⾒るために提出を待ったほうがいいかもしれませんね。

... 2008/01/21(Mon) 23:18  

◇遅くなりました・・・ 投稿者︓あっきー  Rank:6回

以前回答いただいたミカさん︕rinrinさん︕
⼤変おそくなりましたが回答していただきありがとうございました（*^_^*）

レポートの再提出は・・・知り合いの⾳楽の先⽣の⼒を借りなんとか仕上げ提出しました。
あとは祈るのみ・・・（笑）
しっかり︖の部分を埋めたものも回答に⼊れてみました︕︕
でも前回とあまり変わらずの内容ですが・・・

... 2008/02/06(Wed) 23:42  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓ちゅらさん  Rank:6回

私も再提出が不可で返されてきました・・・。紙がぺたっと貼られていました。
なかなか厳しいですねー。
明⽇テストなので終わり次第直しますが、⾃分なりの答えで出していたので
頭痛いですね(^-^;)

... 2008/02/08(Fri) 16:35  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓てんまる  Rank:1回

 私も上同様、再提出続けています。⼩学校の⾳楽の勉強でここまで悩むとは思いませんでした。今度の提出で５回⽬です（笑）。こうなると、半分あきらめ
モードです。
先⽣からの朱⼊りのコメントも、毎回同じ事の繰り返し。結論は私のピントはずれのレポートだからなのでしょう。
⺠謡の節回し︖ ⽇本古来の微妙なリズム︖ ⾳楽科教育Ⅰのテキストにそんなキーワード載ってたかなぁ…。あーあ…

... 2008/02/20(Wed) 22:30  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓まいまい  Rank:3回

私も再提出２回⽬で、結果待ちです。
友だちは１回⽬の再提出で、とても丁寧な⾚ペンを⼊れてもらって、
その通りに書いたら、合格だったそうです。
でも、私の時はただ「簡潔に。再提出してください。」としか書かれないので、
どこをどう直したらよいのか、本当に困ってしまいました。
再提出に対しては、先⽣の考えに沿わないならしかたがないと思っていますが、
学⽣によって、⾚ペンの内容が明らかに差があるのは、本当にむなしい限りです。
本当に⾟い教科ですね・・・。
みなさま、頑張りましょう。

... 2008/02/21(Thu) 21:16  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓てんまる  Rank:2回

 仕事が終わって家に帰り着き、⾳楽のレポートこれから書きます。五線譜の限界ならぬ忍耐⼒の限界に挑戦中︕ってな所でしょうか。重ね貼りして妙に厚く
なった科⽬名バーコードシールが滑稽に思えます。
 これまでのレポートを並べて、対策をして２ヶ⽉後の笑顔を期待し、頑張ります。ここを読まれた皆様、共に頑張りましょう。

追伸「あなたがピアノで弾き唄いをしたVTRを送りなさい」みたいなレポート（︖）よりは、ずいぶんましなのかもしれないですね。

... 2008/02/22(Fri) 21:10  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓︖︖︖  Rank:1回

私は今回で五回⽬です。
採点される⽅のこだわりが強すぎるようにおもいます。
いろりろな参考書から情報を得て書いているので内容が間違っているとは思えないのですが…
⼤学の信⽤問題にかかわってくるのではないでしょうか。

... 2008/03/31(Mon) 13:41  

◇Re: ⾳楽科教育が・・・ 投稿者︓どん  Rank:2回

私は⼆回⽬の提出で合格しました。
書かれていた⽳埋めをしっかり書き込んで出したら⼤丈夫でした。

また、今⽉のめいせいにどんな⾵に書けばいいか書かれています。
また、このサイトで以下のように書いて合格というのがありますので
参考にしてください。

①五線譜が楽譜として優れている点
 五線譜は⾳の⻑さと⾼さをよく表す楽譜である。⾮常
 に客観性が⾼く、楽譜それぞれの記述体系を理解すれ
 ば、誰もが同じように実際の⾳を想起したり、かなり
 正確に⾳を再現することができる。

②五線譜では表すことのできないもの（五線譜の限界）
 五線譜は⾳の強さや⾳⾊を、付加的で曖昧な情報とし
 て扱う考え⽅をとっている。そのため、⻄洋⾳楽とは
 異なる性格の⽇本の⾳楽、例えば⺠謡の“こぶし”や
 “間”と呼ばれる⽇本古来の微妙なリズムを五線譜に表
 すには、うまくいかない場合がある。

... 2008/04/01(Tue) 16:48  



  ☆体育科教育Ⅰ 投稿者︓まる  Rank:1回

体育科教育Ⅰの１単位⽬のレポートの書き⽅がまったくわからず困っています。
運動が⾝体の発達、脳の発達にどう効果的であるか・・・なのですが、教科書には書いて無いし、ネットにも良い情報が載っていません。
この内容で２０００字はかなりきつい・・・。

どなたか助けてください︕︕

... 2008/01/28(Mon) 06:38  

◇Re: 体育科教育Ⅰ 投稿者︓ちょこ  Rank:5回

確かに教科書の情報だけでは厳しいと思います。
私は、図書館で⼦どもの発達やスポーツ障害に関する⽂献を参考にして書きました。
あまり課題報告書の通りにまとめなくてもポイントをおさえていれば⼤丈夫です。
参考になるか分かりませんが・・・
私は、現代における体育の必要性や、発達に応じた運動を⾏う重要性を述べた後、得られる効果として、①体⼒の向上②脳や諸器官の発達③⾝体の発育④肥満
解消と丈夫な体づくり⑤⼼の健全な発達 についてまとめました。この他にも得られる効果はたくさんあるので、⾃分なりに⼤事だと思うことをまとめればい
いと思います。この部分は教科書の第５章も参考にできます。
逆効果については、スポーツ中の怪我や、スポーツ障害についてまとめました。

課題報告書の解説通りではありませんが、良い評価をいただきました☆
様々な⽂献や情報を集め、参考にされるといいと思います。ネットもポイントを絞ればたくさん出てきますよ︕頑張ってくださいね︕

... 2008/02/01(Fri) 13:18  

◇Re: 体育科教育Ⅰ 投稿者︓うめ  Rank:10回

冬のスクーリングでこの科⽬を受け、どうやってレポートを書いたらよいのか先⽣に聞いてみました。
採点される先⽣ではなかったのですが、ちょこさんのアドバイスと同じような事を教えていただきました。

体育が専⾨の私ですが、スクーリングでやったのは「体育科教育」というより「運動⽣理学」という感じでしたので、教育という観点にとらわれず、運動⽣理
学的な⾒地から書いてみてはどうでしょうか。

... 2008/02/01(Fri) 22:06  

◇Re: 体育科教育Ⅰ 投稿者︓ちの  Rank:1回

体育科教育１のレポート再提出の事で質問します。

「児童期の⾝体に運動刺激がどのように働きかけ、何が変化・向上するのか項⽬別にまた科学的に論述してほしかった」

と、講評の所に書いてありました。

私は、レポートに、発達の時期と、その時に必要な運動（例えば、幼児〜⼩学校中学年前後の⼦どもに対して、専⾨的なトレーニングではなく、様々な運動を
経験する事、できなくても、挑戦する事が重要で、調整⼒をつけ、脳・神経系を促すため、⻤ごっこなどの遊びを楽しめるだけのスタミナをつける事が必要
だ・・・）など、それぞれの時期と、そのときに育つ事を書いてまとめました。

勉強不⾜なため、どのような事を、どのように書いたら良いのか、⼀⼈ではよく解らないので、教えてください。

... 2008/03/29(Sat) 12:55  

  ☆おすすめの問題集 投稿者︓おべりべり  Rank:47回

 通信の⽅が落ち着いたので、遅いのですが教採の勉強に⼊ろうと思います。⼩学校全科の問題集で何かおすすめのものがありましたら、アドバイスよろしくお願いし
ます。

... 2008/03/17(Mon) 10:37  

◇Re: おすすめの問題集 投稿者︓うめ  Rank:18回

東京アカデミーの発⾏する 全国採⽤試験の問題を集めたものがあります。
過去３年分をやりまくると良いと思います。
できれば２回通りやると効果が上がります。

... 2008/03/20(Thu) 00:47  

◇ありがとうございました。 投稿者︓おべりべり  Rank:48回

 うめさん、ありがとうございました︕
 採⽤試験の時期がまたすぐにきてしまうと思うのでがんばります。
 もしまた何か情報ありましたら、教えてください︕︕よろしくお願いします︕︕︕

... 2008/03/21(Fri) 12:10  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓shun  Rank:1回

2単位⽬のレポートが再提出で返ってききました。

「この作品⾃体にかかわって具体的に検討しまとめるのである」
と講評をもらったのですが、どうまとめていいのかわかりません・・・

参考になるような資料をお持ちでしたらどなたか
協⼒をお願いいたします。

... 2008/03/15(Sat) 13:02  

  ☆学籍の更新について 投稿者︓みみ  Rank:2回

ありがとうございます。
以前にどこかの⼤学を卒業され、教員免許だけを取るために明星に⼊られたんですね。
卒業も含めての多くの科⽬をとられるのは難しいのですが、９科⽬であれば秋、冬スク等を利⽤するとやっていけそうですね。初任研も忙しいですが、年数がたつにつ
れ、新たなる仕事を任せられることが増えていくようで、先輩たちも超多忙なようです。そんな中、新たに1種を取られるより、このまま更新するという⼿続きを取ら
れたうめさんの選択は正しいと思います。がんばってください。

... 2008/03/08(Sat) 15:21  

◇Re: 学籍の更新について 投稿者︓うめ  Rank:16回

なんとなく誤解があるようなので補⾜の意味も込めて。。。

⼤学で中学・⾼校の保健体育１種の免許を取得し



⼤学で中学・⾼校の保健体育１種の免許を取得し
養護学校での経験を⽣かし、養護学校教諭２種を某通信教育⼤学で取得しました。

⼩学校２種を取得のため、２００７年度⼊学し、２種を取得しました。
⼩学校１種にするためには、残り９単位という訳です。

休学すると４万円、学籍更新すると１２万円・・・・お⾦の問題で少し悩んでいたんです。
初任研やはりたいへんみたいなので、両⽴はどうなのかなと・・・

みみさんの励まし 凄く⼒になります。

ありがとうございました。

... 2008/03/09(Sun) 19:42  

◇Re: 学籍の更新について 投稿者︓うめ  Rank:17回

ごめんなさい、９単位ではなく、９科⽬です。

... 2008/03/09(Sun) 20:27  

◇Re: 学籍の更新について 投稿者︓みみ  Rank:3回

細かい説明ありがとうございます。
9単位ですね。それなら頑張り屋さんのうめさんなら全然⼤丈夫だと思います。
例えば今年の休学4万＋、来年の更新12万となると余計に出費が増えるので、やっぱり今年の更新が⼀番ですね。その時々の状況にもよりますが、就職2年⽬な
のに早速分掌等で主任にされたり等、2年⽬以降膨⼤に仕事を増やされるケースは珍しくないので、初任研があっても、トータルの仕事量は1年⽬の⽅が少ない
と思いますので、今年度がチャンスですね。がんばってください。

... 2008/03/10(Mon) 10:22  

  ☆４⽉科⽬終了試験にむけて 投稿者︓ちょこ  Rank:9回

たけさん、ご結婚おめでとうございます︕
みなさんの頑張りに励まされ、やる気が出てきました♪

試験での合格が難しいという噂の科⽬から過去問を掲載しました☆
たけさんがリニューアルしてくださった掲⽰板で過去問を充実させていきましょう︕

... 2008/03/09(Sun) 14:29  

  ☆学籍の更新について 投稿者︓うめ  Rank:11回

先⽇、学籍更新のための振込⽤紙が届きました。
期限は３⽉３１⽇との事。
⼩学校教諭１種まで取ろうと考えているのですが、
４⽉から採⽤が決まっており、初任研と平⾏して学習が進められるか不安です。
初年度の更新なので約１２万円。
１年休学するか更新するかで悩んでいます。

初任研と１種の学習を平⾏してやっている⽅はみえますでしょうか︖
また２種→１種の取得で計画的に学習を進められている⽅がみえたらレポートやテストの難易度なんかも教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。 (*- -)(*_ _)ペコリ

... 2008/02/01(Fri) 22:11  

◇Re: 学籍の更新について 投稿者︓みみ  Rank:1回

どこの採⽤でしょうか︖
私は明星の卒業⽣です。そして東京都の教員です。
東京都は、１年次、２年次、３年次と研修があります。
１年次は、研究授業が１回と、夏休みに宿泊研修など、様々な種類の研修があります。
その為、夏休みは、上⼿にとっても続けて１週間です。スクーリングを考えると、その期間が合う確⽴も少ないです。２、３年次は、研究授業が３回と多いで
すが、夏休みは余裕があります。仕事を覚える＋研修だけでもかなりハードでストレスもたまります。お⾦のこともあると思いますが、少しずつやるようにし
ないとストレスで投げ出したくなってしまうかもしれません。って感じですね。

... 2008/03/06(Thu) 13:48  

◇Re: 学籍の更新について 投稿者︓うめ  Rank:15回

返信＆メールを頂きありがとうございます。

採⽤は、愛知県です。
今年度⼀年で⼩学校２種を取得し、⾒込みの段階で採⽤試験を受けました。
現在、免許の発⾏を待つのみとなっている状況です。
初任者研修は⽇程により、夏のスクーリングも厳しいようですね。
全部で９科⽬ですので、⼀ヶ⽉１科⽬を⽬標になんとか⼀年で１種をとりたいと思います。
良く良く考えた末、学籍を更新しました。
県からの通達もで、管理職より１種まで取って置いた⽅が今後よいとのお達しがありました。
みみさんも２年⽬以降⼤変だと思いますが、先輩としてまた質問等おくらさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

... 2008/03/08(Sat) 00:14  

  ☆単位取得修了 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。学年末の忙しさを理由に全然書込みをせず、サイトリニューアルも放置しています管理⼈のたけです。ごめんなさい。しかも、こんな時期に結婚式をしま
す。今週⼟曜⽇。本当に⼤丈夫なのでしょうか。

このたび私もやっと単位をすべて取得することができました。昨年度１年間で２種。今年度で１種（⼤学院卒なので、⼀気に専修免許にするつもりです）を取得。がん
ばりました。落ち着いたら、免許の申請の⼿続きをどうやったかなどアップしていくつもりです。

... 2008/03/06(Thu) 02:01  

◇単位取得修了,too. 投稿者︓おべりべり  Rank:46回

 たけさん、こんにちは＆おめでとうございます︕
⾃分も無事に１年で２種を取り切ることができました︕
これもたけさんのこのサイトに本当に助けてもらいました︕︕
本当に感謝しています︕
⾃分も教育実習後の書類を提出して、免許申請なので、もしよければ申請の⼿続きの仕⽅など教えていただければありがたいです。
これからもよろしくお願いします。
あとたけさん結婚するんですか︕︖



あとたけさん結婚するんですか︕︖
おめでとうございます︕幸せな家庭を築いてください︕︕

... 2008/03/06(Thu) 09:18  

◇Re: 単位取得修了 投稿者︓ちゅらさん  Rank:10回

明⽇ご結婚されるんですね。
おめでとうございます(^-^)
⼤きな晴れ舞台、楽しんできてください。
素敵な思い出に残る式となるように祈ってます。

... 2008/03/07(Fri) 20:51  

  ☆初等国語科教育法 科⽬修了試験 投稿者︓ちゅらさん  Rank:3回

どなたか初等国語科教育法の科⽬修了試験を受けた⽅、教えてください。
試験に出ている問題の答えが教科書には載っていないようなのですが、学習指導要領に書いてあることをまとめてＯＫでした︖

例えば・・・
★「読むこと」の指導について、その意義・⽬標・⽅法について具体的に述べなさい。
という問題がありますが、意義については指導要領に載ってないのですが、ネットで検索されたり他の⽂献を参考にされたのでしょうか。

★国語科と「総合的な学習」のかかわりについて、具体例をあげながら意⾒を述べよ。
という問題も教科書にはないので、他の⽂献やネット検索︖

もうすぐ試験で悩んでます(>_<)教えてくださーい。

... 2008/01/30(Wed) 18:45  

◇Re: 初等国語科教育法 科⽬修了試... 投稿者︓きょうこ  Rank:10回

こんにちは。
ちゅらさんが挙げていた2点については、私もネットで参考資料を探しました。
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/shoukoku/kyokasyoinfo/info_3.htm
http://www.eonet.ne.jp/~sazanamikokugo/shiryo/98takano.html
「⼩学校国語 読むこと」とか、「⼩学校国語 総合的な学習」とかそんなかんじで検索した結果です。

... 2008/02/02(Sat) 09:40  

◇Re: 初等国語科教育法 科⽬修了試... 投稿者︓ちゅらさん  Rank:4回

返信ありがとうございます︕︕
テキストを読んでも、学習指導要領を読んでも何だかピンとこず、かなり困ってました。
すごーく、助かります。参考に試験対策してみます♪

... 2008/02/03(Sun) 22:28  

◇Re: 初等国語科教育法 科⽬修了試... 投稿者︓ちゅらさん  Rank:8回

きょうこさんに載せていただいたホームページを参考にしてまとめて
試験にのぞんだら、今⽇合格の通知が来ていました。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

... 2008/02/29(Fri) 17:31  

◇Re: 初等国語科教育法 科⽬修了試... 投稿者︓きょうこ  Rank:11回

ちゅらさん、わざわざお知らせありがとうございます。
おめでとうございます。私もうれしいです。

ちなみに私も、この掲⽰板で特別活動研究と、初等体育科教育法の試験対策を聞いて受けたところ、両⽅受かり、単位を全部取ることができました。
4⽉からは講師になります。
アドバイスくれた⽅々、本当にありがとうございました。

... 2008/03/04(Tue) 15:54  

  ☆40才からの挑戦 投稿者︓anpan  Rank:1回

もうすぐ４０代に突⼊する主婦です。
若い頃に塾講師や家庭教師の経験はあるのですが、第⼆の⼈⽣何か仕事にかけるものが
ほしいなと思い明星⼤学で⼩学校教員免許をとろうかと思い始めました。
しかしこの年齢で教育実習を受け⼊れてくれるのかどうかとても不安です。
臨時採⽤の⾮常勤講師なら教員免許がなくても短期の仕事をつなげながら教師ができる
という情報も聞き、時間と費⽤をかけて資格をとった上で採⽤試験に受からないまま同じようにアルバイト教師をしていくならもったいないのかなともふと思ったりし
ます。
ご意⾒お聞かせください。

... 2008/02/25(Mon) 15:46  

◇Re: 40才からの挑戦 投稿者︓みか  Rank:2回

初めまして。みかと申します。私も現在３８歳、昨年の秋から明星で２種免許取得に励んでいます。（⼗⽉⽣です）
anpanさんの「第⼆の⼈⽣」の⾔葉、私が通信⼤で学ぼう・免許を取ろうと考えた気持ちと重なります。
教育実習に関しては、私は昨⽇教育委員会に電話しアポを取り、今⽇担当の⽅とお会いします。地域によっても条件が違うかと思いますので、お住まいのもし
くは勤務希望の地域の教育委員会に問い合わせてみることをお勧めします。

時間と費⽤をかけて、夫・⼦どもに迷惑をかけて、それでも⼤学に挑戦するのか︖
私も悩みました。私は学⽣の頃に中・⾼の免許は取っていたのですが教員にならず、⼀般企業に就職しました。実際の教える仕事の経験は全くありません。そ
して現在は⾃営業です。
この歳で⼩学校の免許を取得し、それでも講師にしかなれないかもとも思いました。
しかし採⽤試験の条件は、地域により様々です。
そのあたりも含めて、⼀度御調べになられてはどうでしょうか︖

⾃⾝のこれからの⽣き⽅を掴み取る為に、私はもう⼀度学び・挑戦することを選択しました。
anpanさんにとって、最良の選択ができること願っています。

... 2008/02/26(Tue) 09:29  

◇Re: 40才からの挑戦 投稿者︓てんまる  Rank:3回

 僕も４０歳オーバーです。私も同様、免許を取得しようとチャレンジしています。（教員採⽤試験は既に受験資格がありません。）今現在、臨時免許で⼩学
校の常勤講師をしています。常勤講師は給料もアルバイトよりははるかに⾼いです。⾊々な⽣活をする上での保証もあります。ただし⼦どもたちから⾒ても先
⽣には変わりないので、中途半端な気持ちで働くことはやめた⽅が良いです。⼦どもたちからすぐに⾒透かされます。仮に１年講師が出来ても、次の年には採

⽤されなかった⽅をたくさん知っています。端から⾒ていて感じるような楽な仕事ではないです（楽しいですが）。講師でも⾼いプロ意識と技術は必要です。

http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/shoukoku/kyokasyoinfo/info_3.htm
http://www.eonet.ne.jp/~sazanamikokugo/shiryo/98takano.html


⽤されなかった⽅をたくさん知っています。端から⾒ていて感じるような楽な仕事ではないです（楽しいですが）。講師でも⾼いプロ意識と技術は必要です。

 私の働いている県では講師は校⻑先⽣が採⽤する権限がとても⼤きいです。なので⼈脈を使って校⻑先⽣と知り合うことが講師採⽤の早道です。それと得意
な分野があればさらに採⽤される可能性が増えます。私の場合は⾳楽とコンピュータが武器になっています。私に免許があれば「⻤に⾦棒」になると思って頑
張っています。anpanさん、みかさん、お互いがんばりましょう。

... 2008/02/29(Fri) 00:14  

◇Re: 40才からの挑戦 投稿者︓ちゅらさん  Rank:9回

私も⼀般企業に就職していて、⾃分の⽣き⽅を考え、免許を取ることに決めました。
今のところ、教育補助員や⾮常勤講師としての経験しかありません。
突然、３０⼈くらいの⼦どもたちの前に⽴って授業をする。。。というのは、正直
ドキドキすると思います。
でも、今、勉強したり教育実習したりしているうちに、少しずつ教壇に⽴つイメージ
ができるようになりました。
個⼈的な考えですが、費⽤や時間ということもありますが、⼦どもたちの前に出るため
の頭や⼼の準備として勉強するのもいいのではないかと思います。

... 2008/02/29(Fri) 17:45  

◇Re: 40才からの挑戦 投稿者︓りんちゅら  Rank:1回

はじめまして。私は１０⽉⽣で学んでいます。
周りは私より年上の⼈ばかりで、話していく中、主婦の⽅やまったく違う業界の⽅と様々です。でも、皆さん夢に向かってがんばっているようです︕︕ 確か
に採⽤試験には年齢制限があるし、限られているのかもしれません。でも・・・資格の意義は私はそれだけじゃないと思います。それに、学校は様々です。 
どんなチャンスがあるか分からないのが⼈⽣だと私は思ってます。だから、後悔だけはしてほしくないです。 あなたは若いから・・・ といわれてしまった
らそれまでなのかもしれません。だけど、今までの経験やこれからの資格を無駄にするかどうか、時間や費⽤をかける価値があるかどうかも⾃分次第だって思
います。 だから、気持ちが固まったら挑戦してほしいです︕︕

... 2008/03/02(Sun) 19:04  

◇Re: 40才からの挑戦 投稿者︓anpan  Rank:2回

みかさん、てんまるさん、ちゅらさん、りんちゅらさんありがとうございました。
たくさんのお⾔葉に励まされました。
教員免許を取った上で⾒つかるものがあるかもしれないとも思えるようになりました。
 
普通に近くの⼩学校で教員になるということしかイメージしていなかったのですが、確かに学校もさまざまです。どこかに違う可能性があるかもしれませんよ
ね。⾃分がいままでやってきたことや得意な分野を⽣かすことができるかもしれないし、もう⼀度学び挑戦することがたとえ仕事に結びつかない結果になった
としても無駄ではないのかもしれないと
も思えます。またそうやってがんばっている⽅々と知り合っていけるということも貴重な⼈⽣の体験になるのでしょうね。
本当にありがとうございました。

... 2008/03/03(Mon) 12:14  

  ☆教育実習の申し込み時期について 投稿者︓ほうじ茶  Rank:6回

教育実習を予定している⼩学校に、実習のお願いをするのは、
２⽉頃までと書かれていたんですが…。
まだ⼊学許可が降りていない段階で、お願いの仕様がないというか…。

みなさんは、いつ頃申し込みされましたか︖

... 2008/02/22(Fri) 09:14  

◇Re: 教育実習の申し込み時期につい... 投稿者︓うめ  Rank:14回

私はほうじ茶さんと同じ状況で、⼊学前に実習のお願いに⾏きましたよ。
ただ、出⾝の市教育委員会には、１⽉の時点で実習許可資格があることが条件だという事でしたので、現在⾃分がすんでいる隣町の教育委員会に問い合わせた
所、
個⼈が各学校の校⻑と交渉してくださいという事でしたので
電話をかけた１件⽬で運良く受け⼊れていただけることに決まりました。
絶対に⼩学校の免許がとりたいです。教採受けます。⼩学校の免許はこういう理由でとりたいですと、採⽤試験の⾯接のような質問にキチンと答えられるよう
にしました。

教育実習は受け⼊れるに当り、担当教諭、評価委員会など年間の計画に組み込まれるものですので、前年度の２⽉ごろがリミットといわれています。
またその年に承諾をいただいても、年度末で管理職が転勤した場合などは⾶び込みでお願いに⾏った場合、新しい管理職に申し送りはしておくが・・・と⾔葉
を濁された事もありました。

年間の予定（学校経営案）を⽴てるためには今時期までが⼀番良いというのはこういう理由があるからです。

... 2008/02/22(Fri) 21:33  

◇Re: 教育実習の申し込み時期につい... 投稿者︓ほうじ茶  Rank:7回

うめさん、ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございますm(__)m
お返事が遅くなって申し訳ありませんでした。

今現在、⼊学許可はおりましたが、教材が配布されていない状態です。
学習の進⾏状況の予測がつかない状態で、教育実習の申し込みをしても
いいものかどうか、不安があります。

みなさんは、どうされているんでしょうか︖

... 2008/02/28(Thu) 09:35  

  ☆全⽇経営案 投稿者︓ぽてち  Rank:1回

 こんにちは。今、教育実習中で全⽇経営案を作成中なんですが、何か参考にできるものがテキストの例以外にありましたら、アドバイスよろしくお願いします。

... 2008/02/24(Sun) 10:55  

  ☆教育実習の評価 投稿者︓うめ  Rank:13回

去年の冬のスクーリング中に提出した教育実習関連の書類。
今だに評価が郵送されてこず・・・・汗
免許申請したいのにこれだけの為に単位修得証明書の請求が⾜踏み状態です。
３⽉以内に免許が発⾏されるか⼼配になってきました。
⼤学に問い合わせても、「もうしばらくお待ちください」
採⽤取り消されたら・・・・



３⽉中に免許の申請して１〜２週間で発⾏してもらった経験のある⽅は⾒えますか︖

... 2008/02/21(Thu) 22:44  

  ☆無題 投稿者︓ほうじ茶  Rank:1回

はじめまして。
⼊学を検討している者ですが、レポートについて教えてくださいm(__)m

①１単位につき１通(４単位だと４通)ですか︖
②⼿書きでしょうか︖

以上、よろしくお願いいたしますm(__)m

... 2008/02/09(Sat) 23:12  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

その通りです︕

... 2008/02/09(Sat) 23:13  

◇Re: 無題 投稿者︓ほうじ茶  Rank:2回

お答え、ありがとうございますm(__)m

仕事をしている⽅も多いかと思いますが、
１カ⽉に何通ぐらい書けるものなんでしょうか︖

... 2008/02/09(Sat) 23:35  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

仕事の状況にもよりますが、私の場合、本さえ読んでしまえば構想１時間、下書き２時間、清書２時間で、休憩を取りながら１単位６時間で書けます。それだ
けテンションを維持できる⽇は少ないのですが。少なくとも１年⽬はがんばりました。

２年⽬は全然ダメでしたが。

最⾼で⼀ヶ⽉１０通出したことがありますが、夜と休⽇はすべてこれに費やしました。
これが永遠に続くわけではないので、前半にがんばれば後半楽です。

... 2008/02/09(Sat) 23:38  

◇Re: 無題 投稿者︓ほうじ茶  Rank:3回

レス、ありがとうございますm(__)m
すごいですねぇ。

別の通信制⼤学で勉強していましたが、
１カ⽉に３通書いて、「今⽉頑張ったなぁ」
って感じでした。

これから願書を出して、５⽉の試験に間に合うでしょうか︖

... 2008/02/09(Sat) 23:54  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

書込があるとメールが来ます。（パソコンをつけていれば）
現在、別の仕事をしていますが、メールを受信できるようになっているのですぐにコメントしています。（こんな⽇はほとんどありませんが・・・）

試験を受けるためには１ヶ⽉半前にレポートを出さなければならないので、３⽉１５⽇締め切り。残念ながら５⽉は間に合わないと思います。今願書を出し
て、すべて⼤急ぎでやって６⽉に１教科でも受験できれば◎ではないでしょうか。

... 2008/02/10(Sun) 00:01  

◇Re: 無題 投稿者︓ほうじ茶  Rank:4回

お返事ありがとうございますm(__)m
願書を出すのが１カ⽉ばかり遅かったですかねぇ(;_;)

某通信制⼤学は２単位でレポート１通だったんですが、
１単位で１通というのは厳しいですね(^-^;)

教職は２単位科⽬が多いので、なかなか単位が集まらな
そうですが…。出願時期が遅くて、夏期スク終了までに
22単位は無理なような気がします。

... 2008/02/12(Tue) 08:48  

  ☆第⼀次更新終了 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

トップページの科⽬終了試験情報を更新しました。
各教科の「Test」のところに、コメントを書き込む要領で投稿できます。
私はもう試験を受けませんので、お時間のあるときに１題でも２題でも投稿していただけたらと思います。みんなで情報を蓄積しましょう。

... 2008/02/11(Mon) 13:53  

◇Re: 第⼀次更新終了 投稿者︓うめ  Rank:12回

ご苦労様です。

このHPには本当に助けられました。

⼼からお礼を・・・ (*- -)(*_ _)ペコリ

... 2008/02/11(Mon) 22:02  

  ☆無題 投稿者︓あっきー  Rank:7回

ちゅらさんこんばんは︕︕
やっぱり⾃分なりにまとめたやつでもダメなんですね〜(>_<)
何回も提出する覚悟じゃないとダメなんですね(*_*)
厳しい︕︕



とりあえず・・・明⽇の試験がんばってください（*^_^*）

... 2008/02/08(Fri) 23:24  

◇Re: 無題 投稿者︓ちゅらさん  Rank:7回

試験、無事終わりました︕
書くのは書いたので、あとは天に祈るのみ・・・。
解放感で昨⽇１⽇ぼけ〜っと過ごしました(^。^)

今⽇は問題の⾳楽科の直ししようかな。
どうにかするしかないので、がんばりましょうね。

... 2008/02/11(Mon) 06:56  

◇Re: 無題 投稿者︓あっきー  Rank:8回

試験お疲れ様でした（*^_^*）

私も今⽇は・・・レポートがんばります︕︕
お互い頑張りましょうね（＾－＾）

... 2008/02/11(Mon) 10:29  

  ☆教育⽅法学Ⅰの科⽬修了試験 投稿者︓ちょこ  Rank:7回

こんばんは☆
過去問をまとめて試験対策をしているのですが、「現代の教授理論」「教育⽅法の基本問題」という⾔葉の意味がいまいちよく分かりません。。
試験を受けられた⽅、ご存じの⽅、教えてください︕

... 2008/02/04(Mon) 21:03  

◇Re: 教育⽅法学Ⅰの科⽬修了試験 投稿者︓maimy  Rank:1回

ちょこさん、わたしもそれ気になってました︕

もし、まだ余裕があれば
2006年まで教育⽅法学の教科書として使われていた
多⽥俊⽂「教育の⽅法と技術」をぜひご覧になってください。

第三章が「現代の教授理論」となっており、
問題解決学習、系統学習、プログラム学習、発⾒学習、
範例学習、完全習得学習、総合学習が項⽬としてあげられていますので、
おそらく、それが「現代の教授理論」なのだと思います。

... 2008/02/07(Thu) 19:40  

◇Re: 教育⽅法学Ⅰの科⽬修了試験 投稿者︓ちょこ  Rank:8回

maimyさん、ありがとうございました︕なるほど、前年の教科書に載っている⽤語なんですね。教えていただいた参考⽂献、探してみます︕⼀般の書店にある
といいですが・・。
試験まであと３⽇あるので対策が⽴てられそうです︕教育⽅法学は試験傾向が読めないので四苦⼋苦してました (@＿@;
今回は道徳・特別活動・⽣徒指導と強敵ぞろいで・・・ (泣)

たけさん、最後の試験だったそうで、お疲れ様でした︕この掲⽰板には毎回お世話になっています。サイトをリニューアルしてくださるとのこと、とても助か
ります︕このようなアクセス数の多いサイトで過去問の掲載を充実させていただければ試験の対策も無駄できると思います。もちろん私もお役に⽴てる情報が
あれば提供していきます☆
たけさんには本当に感謝です︕︕m(_ _)m

... 2008/02/07(Thu) 21:19  

  ☆単位って・・・ 投稿者︓グラ  Rank:5回

こんにちは。
短⼤を卒業して中学校の免許を持っています。
２年間で⼩学校１種の取得を⽬指してますが・・・
明星では、１年間に取れる単位の上限が決まっているんですか︖
だれか教えてくださーい。

... 2008/02/04(Mon) 14:26  

◇Re: 単位って・・・ 投稿者︓⽔たまり  Rank:1回

短⼤卒業なら、⼆種免許ですよね︖
⼀種免許を取るには、⼤学を卒業しなければならないので、２年では厳しいと思いますよ。２年間で卒業所要単位を満たし、教職に関する科⽬、教科に関する
科⽬を取るのは、かなりの覚悟が必要かと。

... 2008/02/05(Tue) 13:31  

◇Re: 単位って・・・ 投稿者︓グラ  Rank:6回

コメントありがとうございます(^_^)v

実は最近まで通信と科⽬等履修と並⾏して単位とっていたので、少しは単位がたまってるんです。
春からは通信⼀本でがんばろうと思っていたので・・仕事の都合があって２年間を⽬標にしているんですが、⼀年間で取れる単位数は制限ないのかなー︖と思
いまして。

... 2008/02/07(Thu) 12:43  

  ☆科⽬試験の変更の仕⽅教えてくださ... 投稿者︓ねこばす  Rank:1回

こんにちは、ねこばすです。
2008年4⽉⼩学校教師三年次編⼊学申請中のものです。

科⽬試験は、最⼤何科⽬まで受験できますか︖

前回の科⽬が不合格だと思って、再び同じ科⽬を申請した場合で、実は合格だった場合、ほかの科⽬を代わりに受験することはできますか︖︖

また、科⽬試験を受ける際に、試験の受験料は、毎回かかりますか︖
かかるとしたら、いくらかかりますか︖

まだ、⼊学申請中でわかりませんので、在校⽣の⽅、教えてください（ʼʼ）



まだ、⼊学申請中でわかりませんので、在校⽣の⽅、教えてください（ʼʼ）

... 2008/02/03(Sun) 19:06  

◇Re: 科⽬試験の変更の仕⽅教えてく... 投稿者︓momota  Rank:5回

ねこばすさん

こんばんは。在校⽣です。
科⽬試験は4科⽬まで受験できます。
科⽬変更、試験会場変更はできません。
受験料はかかりません。⼀年間に10回試験がありますが、全部受けても無料（学費に含まれている）です。

た・だ・し、
試験の前々⽉の15⽇までに、課題レポートが全て提出されていることが条件です。
⼊学前に学習計画を練っていらっしゃるのですね。
頑張ってください。(^o^)／

... 2008/02/03(Sun) 22:17  

◇Re: 科⽬試験の変更の仕⽅教えてく... 投稿者︓ねこばす  Rank:2回

momotaサン、返信ありがとうございます。
励まされます。
今週中に書類がそろったら、願書出します（ʼVʼ）

... 2008/02/06(Wed) 21:09  

  ☆scias 投稿者︓科⽬修了試験について  Rank:1回

始めまして、こちらのサイト内で教師論のページに

>教師論は問題の当たりハズレがあるように思います。
>わたしは、06/05に受験した試験では不可となりましたが、
>06/06ではレポート課題と類似した内容が出たため「良」
>をもらえました。

と書いてあるのですが、同⽉、同会場で⾏われる試験は何度も挑戦
できるのですか︖

... 2008/02/05(Tue) 22:59  

  ☆サイトリニューアル計画 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。管理⼈のたけです。
昨⽇、最後の試験を受けて来ました。⼿応えはよく分かりませんが、テキストを過去問とテキストで準備して⼀⽣懸命書いてきました。

この掲⽰板、私はあまりコメントできていませんが、みなさんのおかげで⾮常に有益な情報交換ができていると思います。しかし、同じようなスレッドがいくつもあっ
てちょっともったいないですね。

そこで、私のレポート・試験・スクーリング体験記と掲⽰板を⼀体化して整理することと、全体的に携帯対応にするリニューアルをします。
完成まで⼀週間ほどかかると思いますが、今後もご活⽤いただきたく思います。

私も、そろそろアップしていない科⽬に着⼿しようと思います。

... 2008/02/04(Mon) 00:13  

◇Re: サイトリニューアル計画 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。グラさんとちょこさんの書込みにお返事できなくてごめんなさい。どなたか分かる⽅がいらっしゃいましたら・・・。

今⽇の作業は、トップページの更新まで。
社会科教育の過去問を試験的にアップしましたが、私の持っている７枚の過去問の情報はこのように掲載していきたいと思います。過去問のページができまし
たら、みなさまにもご協⼒いただいて、試験の傾向がわかるように情報を蓄積できたらと思います︕ご協⼒できる範囲で結構ですので、よろしくお願いしま
す。

... 2008/02/04(Mon) 23:26  

  ☆科⽬修了試験 投稿者︓haya  Rank:1回

haya
と申します。

今回が初の科⽬修了試験です。
お聞きしたいのですが、試験範囲というものは
あるのでしょうか。。

... 2008/02/02(Sat) 15:15  

◇Re: 科⽬修了試験 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

明確な範囲はありませんが、今まで受けた経験から、試験範囲はテキストと課題報告集の範囲と考えています。ほとんどの科⽬が、レポートとテキストの⾒直
しで何とかなりますが、中には⼿強い科⽬もあります。それらは、この掲⽰板でも話題になっていますので参考にしてみてください。

... 2008/02/03(Sun) 01:29  

◇Re: 科⽬修了試験 投稿者︓haya  Rank:2回

お返事ありがとうございます︕
初めての試験で不安いっぱいでした。。
掲⽰板を⾒直します。
これからもよろしくお願いします。

... 2008/02/03(Sun) 02:38  

◇Re: 科⽬修了試験 投稿者︓ちゅらさん  Rank:5回

過去問題（インターネットで載せてくださっていたりします）を数年分⾒てみると、
なんとなく試験問題の傾向が⾒えてくると思います。
あとは、ピックアップした問題に対して⾃分なりに書くことをまとめておいて、
試験当⽇はひたすら書く。

・・・って私は受けてきました。なんとなく出る問題がわかっていると、当⽇も
落ち着きますよ。



落ち着きますよ。

... 2008/02/03(Sun) 22:43  

◇Re: 科⽬修了試験 投稿者︓haya  Rank:3回

今回は、４教科に挑戦中です。。。＞＜
初等⽣活、図⼯教育Ⅰ、教師論、特活。
苦戦中ですが、がんばります︕

それと、私は、埼⽟の⼩学校で臨採しています。
今週は、眠れなそうです︕︕

... 2008/02/04(Mon) 05:59  

  ☆初等教育原理１・２ 投稿者︓のの  Rank:1回

すみません。
初等教育原理１・２の４単位⽬がどのように書けばよいのかわからず困ってます。
どなたか⼒を貸してください。おねがいします。

... 2008/01/28(Mon) 08:34  

◇Re: 初等教育原理１・２ 投稿者︓ちょこ  Rank:6回

冬スクで講義を受けたばかりなので少しは⼒になれると思います。
 設問１は、近年の学校経営の動向についてまとめます。
教科書に取り上げられている中では、個⼈的には「学校評価の導⼊」についてが１番書きやすいと思います。情報も豊富にあるのでまとめやすいです。学校評
価の⽬的や必要性、⽅法や効果をまとめ、⾃分の考えを書けば⼤丈夫です☆
 設問２は、教科書の７章すべての箇所をまとめた⽅が書きやすいです。
私は、家庭教育の現状や問題点を述べ、特に家庭教育において重要な⽣活習慣やしつけ・⼦どもへの接し⽅についてまとめ、⾃分の考えを書きました。
こちらも教科書だけでなく、様々な情報を参考にすると簡単に書けますよ☆頑張ってくださいね︕

... 2008/02/01(Fri) 14:00  

◇Re: 初等教育原理１・２ 投稿者︓さち  Rank:2回

私も初等教育には苦戦しました。１度再提出をしてなんとか合格できたのですが、私は設問１の近年の動向は学校選択制について書きました。⾃分の地元の学
校選択制の話などをして学校選択制の必要性や学校経営に与える影響などをまとめました。参考になるかわかりませんが・・・

 頑張ってください︕︕

... 2008/02/04(Mon) 00:07  

  ☆初等教育原理について 投稿者︓さち  Rank:1回

こんにちは。はじめまして（*^_^*）
去年の４⽉から教員を⽬指し始めたのですが、初めて掲⽰板に書き込んでみようと思いました。去と年の夏にスクーリングにでて、何⼈かとお友達になれてやっぱり⼀
緒の夢を⽬指してる友達ってすごく⽀えになるしいい刺激になると思ったので、ぜひ皆さんとお友達になれたらなぁと思っています。
 ちなみに私は今初等教育原理のレポートでとても苦戦しています。もう２回不合格をもらいました・・・。みなさんは２回もレポート再提出したことありますか︖

... 2008/02/03(Sun) 23:57  

  ☆無題 投稿者︓わはは  Rank:2回

こんにちは。私も、⼩学校2種免許を取るために、通信教育を受けているものです。しかし、初等国語科教育の１単位⽬の課題「⾃分の町紹介」がなかなか上⼿くかけ
ずに、苦戦しています。もし、よろしければ、私にも、参考となる資料を⾒せてもらえませんか。よろしくお願いします。

... 2008/01/31(Thu) 12:20  

  ☆スクーリングについて 投稿者︓mae  Rank:4回

S科⽬のスクーリングの結果が届いたのですが、不可と書いてありました…これは単位が取れてないということになるのでしょうか︖また同じ科⽬を取らなければいけ
ないということでしょうか︖どなたか教えてください。

... 2008/01/25(Fri) 19:13  

◇おしえてください。 投稿者︓おべりべり  Rank:45回

maeさん、こんにちは︕⾃分は遠い所に住んでいるため毎回、科⽬終了試験で頑張り、スクーリングに⾏くことは⾦銭的にも時間的にも楽ではありません。そ
れで今まで6科⽬受けてすべて優でしたので、やはりスクーリングはお⾦を払って単位がもらえる・・・って思ってしまっていました。。。でもmaeさんの結果
を聞いて・・・ちなみに何の科⽬ですか︖参考までに教えてください。でも不可ってことは単位認められないって事ですよね。。。がんばってください︕とし
か⾔えないですが諦めずがんばっ︕です︕︕

... 2008/01/28(Mon) 17:46  

◇Re: スクーリングについて 投稿者︓mae  Rank:5回

おべりべりさんお返事ありがとうございます★私は司書コースの科⽬情報組織論Ⅰを受講しました。
たしか先⽣は仁村先⽣だったと思います。私もスクーリングでは落ちないだろうと⽢く考えていました…こういうこともあるんだなと勉強になったかな…︖と
思います。思うことにしようかと…いろんな意味でへこんではいますが、頑張りたいと思います。

... 2008/01/29(Tue) 21:02  

  ☆初等社会科・国語教育法 投稿者︓おっくす  Rank:1回

はじめまして、おっくすといいます。
現在２種免許取得中でして、２⽉の試験で初等社会科教育法を取らなければなりません。
これまでに２度受けたのですが不合格で。
教科書の内容は勉強しているのですが、他にもなにか参考になる資料や勉強法などわかるかたがいたら教えて下さい。
また、初等国語科の２単位⽬の指導案のレポートが不可で返却されてしまいました。
具体的に書けとのことなんですが、なにかポイントがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

... 2008/01/26(Sat) 17:18  

◇Re: 初等社会科・国語教育法 投稿者︓きょうこ  Rank:9回

おっくすさん、こんにちは。
私は初等社会科教育法は1回で受かったので、あまりコツはわからないかもしれません。
過去問を研究し、教科書の中で答えが書かれているところを要約して⾃分で答案を作りました。過去問を過去10回分ぐらい⾒ていると、なんとなく何度も出て
いるものがあるので、そのあたりをおさえるとよいのではないでしょうか。



いるものがあるので、そのあたりをおさえるとよいのではないでしょうか。

また国語科の指導案は、私はインターネットで参考になりそうな指導案を探して、パクリにならないように、⾃分で答案に合うようにアレンジして作ったよう
な気がします。

あまり参考にならないかもしれませんが…。

... 2008/01/26(Sat) 19:01  

◇Re: 初等社会科・国語教育法 投稿者︓おっくす  Rank:2回

きょうこさん、どうもありがとうございますｍ（＿＿）ｍ
やっぱり教科書の内容をまとめたり過去問を解くのがいいんですね。
過去問を探して研究してみます。

国語科の指導案もインターネットを使って探してみます。
⾃分流にアレンジして作れるようにしなければ。。

すごく参考になりました︕
どうもありがとうございます。

... 2008/01/27(Sun) 21:25  

  ☆初等国語科教育法に苦戦しています 投稿者︓ボンボン  Rank:1回

こんばんは、ボンボンです。
初等国語科教育法の１単位⽬の課題「⾃分の町紹介」の課題が不合格でした。
評価のポイント、書き⽅などをお教えください。よろしくお願いします。

... 2008/01/24(Thu) 22:26  

  ☆管理⼈様 投稿者︓匿名希望  Rank:1回

初めて書いてみました〜

ＳＮＳでは⼤変お世話になっております。
そろそろＯＢ会コミュをつくってくださいｗ
そしてあのコミュの早く副管理⼈を降ろしてくださいな

レポートもすべて終了、テストも終了。
⻑いようで短い2年でしたね。何かさびしい気もしますが後輩たちに是⾮頑張ってもらいましょう。

僕の努⼒の結晶のレポートはすべて焼き払おうかと思ってます。

... 2008/01/23(Wed) 21:30  

◇Re: 管理⼈様 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

２⽉１⽇に管理⼈交代をして、OB会を発⾜させようと思っています。
もちろん、匿名希望さんにもまだまだ活躍してもらいますよ︕なーんちゃって。

... 2008/01/23(Wed) 22:47  

  ☆初等⽣活科教育法・家庭科教育法 投稿者︓ちゅらさん  Rank:1回

２⽉に科⽬修了試験を受けます。
過去問の分析をしてたら、具体的に学習活動を構想するように
なっていました。
これって、オリジナルで構想したものを書いて合格されてます︖︖

... 2008/01/20(Sun) 16:45  

◇初等⽣活科教育法・初等⾳楽科教育... 投稿者︓おべりべり  Rank:44回

 ちゅらさん、こんにちは＆はじめまして︕
 ⾃分も2⽉の科⽬修了試験初等⽣活＆⾳楽を受験します。
 この2科⽬単位が取得できれば2種免申請できるので、
 なんとしても取りたいと思ってます。
 まだ対策を準備していないんですが、おそらくオリジナルのもので⼤丈夫なんではないでしょうか︖
 ⾃分もこの2科⽬について情報が欲しいのでどなたかよろしくお願いします。

... 2008/01/22(Tue) 10:58  

◇Re: 初等⽣活科教育法・家庭科教育... 投稿者︓うめ  Rank:9回

１２⽉の試験（豊橋）では、家庭科の⽅で学習活動の記述問題がありました。

⾃分⾃⾝のオリジナルの学習内容を書いて合格しましたよ。

よっぽど趣旨がずれていなければ⼤丈夫だと思いますが、

出題される「お題」も代表的なものですのでだいたい「このお題が出たらこのことについて書く」というのを整理しておくと良いかもしれません。

... 2008/01/22(Tue) 22:26  

◇ありがとうございます 投稿者︓ちゅらさん  Rank:2回

コメントありがとうございます(^-^)

教科書の活動例を参考にしながら、⾃分なりに
これが出たらこれを書くというのをまとめてみます。

私も２種免許が取れるか取れないかが２⽉の試験に
かかっています。
ドキドキです・・・。

... 2008/01/23(Wed) 10:05  

  ☆初等国語科教育法のレポート苦戦 投稿者︓matsu  Rank:2回

みなさんこんにちは。今⽉末のレポート締め切りに向けて、仕事の合間にレポートわ作成しているのですが、他の教科はおおむね終わりましたが、⼀番不得意の初等国

語が残ってしまい、苦戦しています。どなたか参考になる資料をいただけないでしょうか。何卒よろしくお願いします。



語が残ってしまい、苦戦しています。どなたか参考になる資料をいただけないでしょうか。何卒よろしくお願いします。

... 2008/01/20(Sun) 09:32  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓りんりん  Rank:18回

みなさんおはようございます。
⽇、１⽇と冬に近づいてきましたね。
（北海道は明⽇から冬・・と⾔う話も・・）
まいまいさんの書きこみをみて、わたしも︕︕っと思い書きこみしました。
このレポート作成にあたり、⾃分は国語が実は苦⼿︕︖とさえ思わずにはいられません。
どなたか⼒を貸してはいただけませんか︖
よろしくお願いいたします。

... 2007/11/14(Wed) 09:51  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓りんりん  Rank:19回

みなさんおはようございます︕︕
くらげさん、メール受け取りました。
とてもありがたいです。とても参考になりそうです。やっぱり難しい課題だな、と実感しました。
これからレポートじっくり読ませて頂きますね。

... 2007/11/15(Thu) 09:15  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓matsu  Rank:1回

こんにちは、私も初等国語科教育法のレポート作成で苦戦しています。参考資料がありましたら、私にも資料を⾒せて頂けませんか。よろしくお願いします。

... 2008/01/20(Sun) 09:27  

  ☆⾳楽科関連のスクーリング 投稿者︓nana*  Rank:1回

こんにちは。この掲⽰板さまには、かなーりお世話になってます。
⼩Ⅰ種を２年で取りたいと無謀に近い野望を持っている者より質問でした・・・。
（＊´ゝ｀）

⾳楽科教育Ⅰ、初等⾳楽科教育法ともに⾃学で頑張ろうと思っていたのですが限界がみえたので夏にスクーリングで取ることにしました。そこで気になってるのがスク
ーリングの雰囲気や理解度です。ホントに⾳楽初⼼者でもついていけるレベルですかね︖どんな感じで授業は進⾏するのでしょう︖テストも簡単ですか︖なかなか疑問
＆不安がつきません。どなたか参加経験のある⽅のお返事をお待ちしています☆

ちなみにワタシの⾳楽レベル→楽譜は読めるし、ピアノもそこそこ弾けるが、座学（例︓⾳程、⾳階を⽰せ＆書け）になると半べそになる。助けてください・・・

... 2008/01/11(Fri) 14:39  

◇Re: ⾳楽科関連のスクーリング 投稿者︓ringo  Rank:1回

楽譜が読めるなら、試験を受けることをお勧めします。
スクーリングは、お⾦かかるし、、、。
私は、試験前1週間で何回もレポートの復習して受けて、通りました。
初⼼者でなければ、かなり合格率は⾼い科⽬だと思います。
だから、その分スクーリングで他の通りにくい体育系を受けてみてはいかがでしょうか?

... 2008/01/14(Mon) 01:02  

◇ringoさんへ 投稿者︓nana*  Rank:2回

お返事ありがとうございました︕
楽譜は読めるのですがレポート課題はサッパリで・・・。
アドバイスを受けて、スクーリングに⽀払う（予定であった）お⾦を副教材に回し、頑張ってみようと思います︕︕
体育科関連もまだ⼿をつけてはいませんが⼿ごわそうですね。スクーリングも視野に⼊れて頑張りますー︕︕

... 2008/01/15(Tue) 12:58  

◇Re: ⾳楽科関連のスクーリング 投稿者︓うめ  Rank:8回

どうも、初めまして。

⾳楽科教育についてですが、私はスクーリングをお薦めします。
ある程度ピアノが弾けても、やはり⾳楽理論のほうはかなり内容が深いです。
その⼀部分しかテストに出ないのであれば、初⼼者に分かるように１から教えてくれるスクーリングで理解を深めてからレポートやったほうが、断然勉強した
事を⽣かせるし、納得のいくレポートになると思いますよ。
試験は毎回受ける上限が決まっていますので、同じ教科を３、４回も受けるくらいなら他の教科に回した⽅が能率が良いのではないかと思います。

ただ、⾳楽科教育Ⅰの１単位⽬「五線譜について」は、某⼥史に落とされまくるのでその辺については気にせず、３回４回落ちてもめげずに⾏きましょう。

スクーリングはできるだけとって、実技系はちゃっちゃと終わらすのが良いかと思います。

... 2008/01/15(Tue) 21:38  

◇Re: ⾳楽科関連のスクーリング 投稿者︓ringo  Rank:2回

私は関東在住ではないので、時間もお⾦もかかるスクーリングの教科選びは慎重にしたいと思っています。
「ぜひこれはスクーリングを受けたい︕」と思う教科を優先して考えていくと、試験でがんばる教科が決まってきますよね。いつまでに免許もしくは卒業した
いと考えているかも⼤切です。私は、何とか楽譜も、コードも⾳階も、⾃⼒でできると信じていたので、試験では優でした。そのかわり、教科書はひと通り読
んで理解しレポートもまじめに取り組みました。教科書を順を追って⾒ていくと課題もこなせるのではないかな。⾳楽が好きだったので出来たのだと思いま
す。ただ、教科書を読んでみて、全くちんぷんかんぷん︖︖︖ならば、スクーリングのほうが良いかもしれません。
教科によってはスクーリングで理解しようと思っても、期待はずれの講義だったり（単位はもらえますが・・・）するものもあります。体育のような、講義内
容よりとにかく単位︕というもの以外は、せっかくの貴重な時間とお⾦を使うわけですから、多少調べて決めたほうがいいと思います。うめさんの情報だと、
⾳楽はスクーリングでもよさそうですね。

がんばってください。（私も頑張らないといけませんが。）

... 2008/01/16(Wed) 02:14  

◇うめさん＆ringoさん、お返事に感�... 投稿者︓nana*  Rank:3回

お忙しいなか、お返事ありがとうございました︕
ふだんは⼀⼈きりの勉強なため、相談できるお相⼿がいるのがとってもうれしく、また励みになりました。ありがとうございます。
今４ヶ⽉になるベビーを抱えての勉強なため、⼤切な時間を有効に使えるよう⾊々検討してみます。ありがとうございましたっ︕

... 2008/01/18(Fri) 18:46  

  ☆初等体育科/体育科 投稿者︓ぽん  Rank:3回



  ☆初等体育科/体育科 投稿者︓ぽん  Rank:3回

冬スクーリングに参加された⽅、お疲れ様でした︕
本⽇、１２⽉科⽬終了試験結果が届きまして、
悲しいことに初等体育科/体育科両科⽬とも不可でした・・・。
初等体育科は『めいせい』に掲載される出題傾向を
学習指導要領でかなり学習して試験に挑んだので、
正直⾔って⾃分では落ちる気はこれっぽちもありませんでした。
なので、２⽉に再度挑戦しようと思っておりますが、
どの様に勉強して、どの様に解答すれば良いのかわからなくなってしまいました。
今回の結果で２⽉に実習を考えていたので、
年明け早々実習の⽇程変更をお願いしなければです。（変更してもらえるかな・・・）
実習先には本当にご迷惑をかけることになってしまい、申し訳ないです。
初等体育科/体育科の試験は指導要領の内容を⾃分の中で消化して、
試験に臨むという勉強の仕⽅は間違っているのでしょうか︖
何かこれだけはやっておいた⽅が良いという勉強内容があったら、
ぜひ教えてください。というか、⼒を貸してください。
よろしくお願い致します︕

... 2007/12/28(Fri) 21:29  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓いちご  Rank:1回

私も初等体育がＮＧでした。
過去問についてもテキストのどこにも書いてませんし、はっきりいって、
出題観点がおかしいと思います。
そのくせスクーリングに参加すれば単位がもらえるから⼤学の⾦稼ぎ、
講師数の維持・拡張としか思えません。。。。

... 2007/12/28(Fri) 23:46  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓ちょこ  Rank:4回

冬スク⾏ってきました★正直⼤変でしたけど楽しかったです♪
これから残りのレポートに取りかかりたいと思います︕

本⽇、１２⽉科⽬終了試験の結果が届きました。
「教育相談研究」・・可
「⾳楽科教育Ⅰ」・・優
「初等体育科教育法」・・不可
「初等算数科教育法」・・可
という結果でした。
お⼆⼈と同じく不可になった理由が全く分かりません。。。
学習指導要領の内容はほぼ完璧に暗記し、理解して臨みました。テストに関しても内容も量も⾃信があります。⾃分の考えもまとめ、設問に適切に解答したつ
もりです。(>_<;)

合格された⽅、アドバイスお願いします︕︕︕

... 2007/12/29(Sat) 13:26  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓ぽん  Rank:4回

いちごさん、ちょこさん、レスありがとうございます。

いちごさんの意⾒、私も感じました。
スクーリングでは時間が限られるため、授業での学習範囲も限定されると思います。
スクーリングは参加すれば100％に近く合格をもらえますよね。
「⼤学側はお⾦をもらう変わりに単位を与える」という図式が⾒えてしまいます。
しかし、レポート作成し、科⽬終了試験を受ける者は、
テキストや指導要領をかなり勉強していかなければ合格できませんよね。
この努⼒は認められないのでしょうか。ね︖
なんて、そんな⾵に考えては不純かもしれませんが・・・。

この１教科で⼈⽣左右されるのってとても悔しいですね。
合格された⽅のアドバイス、お待ちしております。
本当によろしくお願い致します。

... 2007/12/29(Sat) 13:40  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓おっきー  Rank:7回

 はじめまして、ぽんさん。
 以前に、初等体育科でこの掲⽰板にお世話になりました。
 この科⽬って、ほんとに分かりません。

 実は、今回の科⽬終了試験で合格（良です）しました。
 ４回⽬です。
 
 しかも、試験に合格する気がしなかったので、冬のスクーリングを受けてきたんです。
 なのに・・・今回に限って、、
 
 勉強しても、受からないので、受かる気がしなくて。。。
 何度か受けているうちに、どう勉強していいか分からなくなって、⼤学に質問を出しました。
 『今回の試験で、こんな⾵に解答したのですが、ポイントが外れているのでしょうか︖』
 みたいな感じで。

 すると、
 『２番は良いが１番はポイントが少し外れている。考えすぎなので、もっと重要な所     を絞って述べてください。』
 という解答が返ってきました。

 でも、今回受かったのも、正直分かりません。
 前回と同じように、『めいせい』に書いてあるものをまとめたのと、
 学習指導要領解説体育編を勉強しました。
 あんまりアドバイスになりませんが・・・

 スクーリングでは、合格しやすいと思います。
 テストも簡単でしたよ。

 がんばってください。

 



 
 

... 2007/12/29(Sat) 15:15  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓きょうこ  Rank:2回

みなさんこんにちは。
私も12⽉の試験で初等体育科教育法が不合格でした。出題傾向をもとにして勉強したし、解答したときは⼿ごたえがあったと思ったのですが。
⼤学事務に、「どう考えてもおかしくないか︖」と訴えることはできないでしょうか︖
この掲⽰板などが証拠になりませんかねぇ（何かよい根拠はないでしょうか）。
「スクーリングで優先的に通すような不透明なことをしていたら、『明星⼤学通信教育部はおすすめできない』って在学⽣で周りにアピールしますよ」っ
て…。

... 2007/12/31(Mon) 16:38  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓まー  Rank:1回

私は運良く（︖）1回で合格しましたので⼀応参考までに…。
厳しいとの評判を聞いていたので、しっかり勉強はしましたが、しかし⼀体なにがよかったのでしょうか、わかりません。謎な科⽬なんですね…

勉強に使ったものは、指導要領解説のみです。
部報に載っている出題傾向を⾒て、そのことが書いてある部分を指導要領解説から探して、ルーズリーフにまとめなおして、⽂章を暗記してしまいました。
ほとんど解説に書かれている⾔葉だけでまとめ、⾃分の⾔葉はほぼゼロです。
こうやって⽤意していった⽂章をそのまま吐き出して、合格しました。

... 2008/01/01(Tue) 23:59  

◇Re: 初等体育科/体育科 投稿者︓きょうこ  Rank:8回

まーさんすごいですね。
私もまーさんと同じような勉強をしたのですが。
ただし、指導要領解説って、⽂章覚えにくくないですか︖
前に書いたことを再度繰り返したりするし、うまい⽂章じゃないななんて思いました（暴⾔）。
それでもがんばって覚えた⽅がいいんでしょうね。
まーさんの答案など、⾒せていただけるとすごく勉強になると思います。
よろしければお願いします。

... 2008/01/11(Fri) 20:55  

  ☆教えて︕︕ 投稿者︓N。  Rank:1回

はじめまして。⼩学校で講師をしておりましたが、この度幼稚園教諭の免許を取得したくて、⼊学しました。レポートは何とか書き上げたのですが、試験勉強は何から
⼿をつけてよいのやら、皆⽬⾒当がつきません。途⽅にくれていたところ、この掲⽰板の存在を知り、初めて書き込みをしてみました。今回、「⼈間関係」「⾔葉」
「表現Ⅰ」を受験する予定なのです。どなたか、これまでどのような問題が出たのか、傾向を教えていただけないでしょうか。

... 2008/01/10(Thu) 18:53  

  ☆無題 投稿者︓なお  Rank:2回

たけさん︕本当にありがとうございます。早く幼稚園の先⽣になりたくて焦ってしまいますが、免許に必要じゃない勉強もきっといつか役に⽴つことを信じて、頑張り
ます。
たけさんのレポートの書き⽅を参考にさせてもらうと、けっこういい感じで書けて来ることもあるので、とっても助かっています︕︕

教育実習が受けられる単位のことですが、スクーリング単位を15単位以上とあるのですが、たとえば・・・法学みたいな4単位のものを4回スクーリングで取ればいい
ということでしょうか︖

教えて下さい（＾－＾）

... 2008/01/09(Wed) 13:48  

  ☆１０⽉から⼊学しました★ 投稿者︓ちょこ  Rank:1回

はじめまして︕わからないことだらけなので、いつもこのサイトを参考にさせてもらっています。⼩学校２種免許取得希望です。
オリエンテーション、グラさんと同じく悩んでましたが私も⾏ってみようと思います。まだ科⽬修了試験を受けられないので無駄かなぁと思っていましたが、同じ夢を
持つ仲間に会えるいい機会だし、冬期スクーリングの下⾒も兼ねて参加したいと思います。

 今、履修計画を⽴てているのですが質問があります。
ハンドブック等では『教師論』と『教育課程論』の受講⽅法は「ＲＴ」となっていますが、去年のスクーリング開講科⽬には２つの名前がありました。「ＲＴ」ではな
く、「ＳＲ」でも取得できるのですか︖
ご存じの⽅、教えてください︕

... 2007/10/23(Tue) 08:22  

◇Re: １０⽉から⼊学しました★ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ちょこさん はじめまして。「なまら北海道だべさ」をご覧いただきありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、RTとなっていてもスクーリングで開講されれば単位を取得することができます。個⼈的にはテストでできる限り取っておくと、スク
ーリングの科⽬も絞ることができますので後々楽だと思います。教育実習の事を考えれば、少々苦しくても先に４単位ものからクリアすることをおすすめしま
す。

... 2007/10/26(Fri) 00:16  

◇Re: １０⽉から⼊学しました★ 投稿者︓ちょこ  Rank:2回

たけさん、初歩的な質問に答えていただきありがとうございました︕
おかげ様で履修計画も⽴て終わり、今５科⽬めの「道徳教育の研究」レポートに取りかかっています。４単位のものや苦⼿なもの（図画⼯作）はなかなか勇気
が出ず・・・
後々のことを考えて頑張ってみます︕免許取得の道はまだまだ遠いです・・

... 2007/10/27(Sat) 09:24  

◇Re: １０⽉から⼊学しました★ 投稿者︓なお  Rank:1回

はじめまして︕2007年10⽉に⼊学しました。正科正1年次⼊学⽣です。
私は、⾼校卒業後10年が経ちましたが、やっぱり夢があきらめられず、幼稚園教諭2種の資格を取りたいと思い、⼊学しました。
レポート作成、スクーリング、科⽬終了試験など何回かこなしてきましたが、⼀つだけ解らないことがあります。
教員免許を取得するときの単位数が解りません。最初にもらった資料の中に、免許法5条「別表第1」による取得⽅法の単位数と、⼤学が送ってくる教科の単位
数ではだいぶ違うので・・・私はなるべく最短で免許を取得したいと思っていましたが、⼤学が送ってきた教科はすべて単位をとらなくてはいけないのでしょ
うか︖︖
2年以上在学して、62単位を修得することで、基礎資格は取れるので、その62単位の中で2種免許状に必要な単位をとればいいのでしょうか︖

解る範囲でいいので教えて下さい。お願い致します（＾－＾）



... 2008/01/08(Tue) 14:51  

◇Re: １０⽉から⼊学しました★ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

なおさん。何年経とうが、やろうと思ったときが夢実現への第⼀歩だと思っています。いままでの１０年がとっても役に⽴ち、きっとうまくいくと思います。
期は熟したという感じですね。私も転職して教員を⽬指しているので、お互いがんばりましょうね︕︕

さて、⻑々と書きましたが、結論から⾔いますと⼤学に⾔われたとおりにやるのが⼀番楽で安⼼のような気がします。ただ、中には取らなくても良い講義が含
まれていることがあるようですし、免許を出す教育委員会で若⼲対応が異なりますので地元の教育委員会に問い合わせてみると良いと思います。あくまで、⼤
学で出されるものは、全国どこにでも通⽤するように⼿広く単位を取ることをすすめていると思った⽅がいいと思います。

... 2008/01/09(Wed) 12:17  

  ☆免許申請について 投稿者︓みい  Rank:2回

部報１２⽉号に、２⽉に教員免許を申請する者はスクーリングで受講した科⽬のレポートを１⽉８⽇までに提出することと記載してあるのですが、
３⽉以降に申請を予定している場合は３１⽇までに提出すればいい…とういことですよね︖
私は３⽉に申請できたらなと思っていたのですが、今部報を読み返していて急に不安になってしまって…。

... 2008/01/06(Sun) 01:04  

◇Re: 免許申請について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

あけましておめでとうございます＆当サイトをご利⽤いただきありがとうございます。

私の解釈ですが、レポートを出して⼀ヶ⽉後に仮合格になるので、２⽉に申請したい⼈は１⽉上旬に出さないと（それでも遅いと思いますが）間に合いません
よね。３⽉に申請するのならば、１⽉末で⼤丈夫ではないでしょうか。私はそのつもりでいました。

⼼配なら⼤学に問い合わせてみるのが⼀番だと思います☆

... 2008/01/09(Wed) 12:11  

  ☆⼿ごわい特別活動研究 投稿者︓Ｑoo  Rank:1回

きょうこさん
年末に今回の特別活動教育の試験結果が届きました。
結果は「可」でとおりました。
どうしてかはよくわかりませんが、私も試験対策として、
特活の学習指導要領とテキストの両⽅を参考にしてまとめ、
それを暗記していきました。
途中にそのまとめた内容が間違っていたら、暗記しても
意味が無いな〜・・・⾃信がないな〜・・・と不安に思って
いました。
先⽣に質問を送るときちんとまとめたもので答えが返ってくる
場合もあるようです。(冬スクでそう⾔ってる⽅がいました)
それもいい案だと思います。
負けずにがんばってください。

... 2008/01/04(Fri) 16:57  

◇Re: ⼿ごわい特別活動研究 投稿者︓きょうこ  Rank:4回

Qooさん、こんにちは。
合格おめでとうございます。
そうですね、私は学習指導要領を今までチェックしていなかったので、しようと思います。2⽉の試験がんばります。
役⽴つ情報をありがとうございました。

... 2008/01/06(Sun) 10:30  

◇お疲れさまです 投稿者︓くらげ  Rank:9回

いろいろな情報から、特別活動研究が⼿強いと
いうことで、私も対策をしたつもりでした。
１２⽉に初めて受けたのですが、運良く合格することが
できました。
その時の勉強⽅法を書かせていただきます。
１，過去問を⾒ると同じ問題の繰り返しだったので、⾃分で解答をつくりました
２，レポートの課題と試験問題がほぼ同じなので、レポートを暗記しました
以上、お役に⽴つかわかりませんが書かせていただきました
お互い頑張りましょう。私も２⽉試験にはまたまた強敵と⾔われている
「⽣徒指導」を受ける予定です。
その前にレポートを書かなくては・・・（スクの締め切り１⽉３１⽇必着）
マズイ・・・

... 2008/01/06(Sun) 12:12  

◇追伸（及びお詫び） 投稿者︓くらげ  Rank:10回

下のレスを⾒ていませんでした
⾃分で解答まで作って努⼒されているんですね
すみません。
他のＨＰの⽅も書いていましたが、やはりレポート
を丸暗記するのがいいそうです。特に、最初の試験
問題と１単位⽬の課題はほぼ同じですので。有効かも
しれません。役に⽴たなくてすみませんでした

... 2008/01/06(Sun) 12:24  

◇Re: ⼿ごわい特別活動研究 投稿者︓きょうこ  Rank:5回

くらげさん、こんにちは。
「役に⽴たない」なんてとんでもない。情報はあればあるほどいいので、助かりました。
そうですね、特別活動研究は、レポートは⽐較的楽に通ったのに、テストが⼤変…。
⾃分のレポートも読み返してみます。
どんな答案を作られたのか、参考までに拝⾒できれば助かりますが。

... 2008/01/07(Mon) 17:08  

◇Re: ⼿ごわい特別活動研究 投稿者︓くらげ  Rank:11回

こんばんは、きょうこさん
解答は⼿書きで作ったためありませんが、
解答のためのキーワードやレポートは
送ることができます。
メールフォームを作ってくだされば
送れますので、よろしくお願いします



メールフォームを作ってくだされば
送れますので、よろしくお願いします

... 2008/01/07(Mon) 21:16  

◇Re: ⼿ごわい特別活動研究 投稿者︓きょうこ  Rank:6回

くらげさん
これで⼤丈夫でしょうか︖ よろしくお願いします。

... 2008/01/08(Tue) 09:19  

◇Re: ⼿ごわい特別活動研究 投稿者︓きょうこ  Rank:7回

くらげさん、届きました。
わざわざタイプしてくださったんでしょうか︖ 申し訳ないです。
パッと拝⾒したところ、やはり私の勉強⽅法とは違うところも多くあって、参考になりそうです。
ありがとうございました。

... 2008/01/09(Wed) 07:30  

  ☆hgh 投稿者︓Bill  Rank:1回

Interesting web page is, i\'ll see you later one more time�

... 2008/01/08(Tue) 18:50  

  ☆はじめまして 投稿者︓あっきー  Rank:1回

はじめてメールします︕

実はまだ１回も試験を受けたことがなく２⽉が初試験になります。
道徳・特活・児童⼼理・教育相談を受ける予定ですが・・・
何か対策とかありますか︖︖
ちゃんと受かるか不安です。

... 2007/12/31(Mon) 01:20  

◇Re: はじめまして 投稿者︓うめ  Rank:7回

過去問をしっかり⽬を通して、その教科の傾向を把握するといいです。
で、過去問に対して⾃分で回答をまとめ、それを暗記する⽅法で私は⼤体通りました。
４教科、かなり気合がいると思いますが、頑張ってください。
あくまで個⼈的意⾒ですが、２教科くらいずつの⽅が確実に拾っていけるような気がします。
頑張ってください(*- -)(*_ _)ペコリ

... 2007/12/31(Mon) 02:19  

◇うめさん︕︕ 投稿者︓あっきー  Rank:2回

うめさん︕貴重なご意⾒ありがとうございました。
やっぱり２教科ずつの⽅がいいですよね〜︖︕
１回も試験を受けてないので少々焦り気味です・・・

気合いで頑張ります（*^_^*）
・・・が・・・児童⼼理のレポートが再提出になり落ち込み気味です・・・

... 2007/12/31(Mon) 03:01  

◇Re: はじめまして 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

はじめまして︕
試験は運（⾃分にとってストライクゾーンの問題とどうにもならない問題がある）もあるので、４科⽬申請してそのうちいくつか取るというくらいの気持ちで
受け続けるといいと思います。４科⽬受け⼿４科⽬合格することもあれば、２科⽬受けて２科⽬ともダメなときがあります。⼀応レポートの⾒直しと、過去問
を⾒てポイントを整理して試験に臨むようにしています。ちなみに過去問はインターネットでも探せばありますが、問題を持ち帰ることができるので１，２回
⾃分で試験を受ければ⼗分だと思います。情報は蓄積されていきますので。頑張ってください。

... 2007/12/31(Mon) 13:15  

◇たけさん 投稿者︓あっきー  Rank:3回

たけさんもご意⾒ありがとうございます︕︕

試験・・・やっぱ難しいんですね・・・
友達も不合格だったみたいで落ち込んでました。

ちなみに・・・体育科教育とか初等体育って難しいんですか︖︖
皆さんの読むと⼤変なのかな〜って・・・
スクーリングだともちろん実技ありますよね︖︖

... 2007/12/31(Mon) 17:58  

  ☆恐るべし特別活動 投稿者︓Qoo  Rank:2回

おべりべりさん、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
とりあえず、⽇曜⽇に試験を受けてきました。
この掲⽰板に初メールをしてから、やはり不安になり教科書と
学習指導要領を照らし合わせ、再度、過去問に対してノートを
まとめなおしました。←ここまではよかったのですが。。。。
そのあと、きちんと覚える時間＆気⼒ともになかった・・・・
(T T)
試験は覚えている限りのことを時間いっぱいに書いてきました。
これで不可になるようなら、暴れてやる（＞＜）︕︕って気持ち
です。
ちなみに、道徳教育は過去問とはまったく違う傾向の問題が
出題されていますね〜。これも試験を受けましたが、果たして
合格していますかね。。。。︖︖︖︖

... 2007/12/05(Wed) 21:28  

◇お疲れ様でした︕︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:43回

 Qooさんこんにちは︕科⽬修了試験お疲れ様でした︕
 ⾃分も図画⼯作Ⅰと初等社会科教育法を受けてきました。
 今回は対策が充分に練ることができず、⼭を張っていったので・・・
 
 たぶん散々な結果に終わるかと思いますが



 たぶん散々な結果に終わるかと思いますが
 ラッキーパンチで合格をもらえるといいいなと⼼で思ってます︕
 これまで科⽬修了試験を受けて思ったことは

 前半の４〜６⽉は結構、たけさんの過去問のお題とかぶっていた気がしてます。。。
 ⾃分は最初、情報不⾜でたけさんのHPが唯⼀の情報源だったので
 その過去問を参考にして対策を練って、合格していきました︕

 でも最近のお題は、今まで⾒たことのない傾向のものが多いですよね・・・
 なので過去問だけでは対策はできないです。。。
 特に教科系は難しいですよね〜

 特別活動や教師論、道徳教育、教育相談研究などはまだ⾃分の経験を書くことが可能な 教科だと思うのであきらめずがんばってください︕
 特に４⽉はまるっきし道徳教育のお題は前年度の４⽉と同じだったのでねらい⽬かもし

 れませんね︕︕
 それでは１２⽉の末によい結果が来ることをお互い願いましょ︕︕
 ところでQooさんは冬スクは参加しますか︖

 ではではまたまたです︕︕

... 2007/12/06(Thu) 11:18  

◇Re: 恐るべし特別活動 投稿者︓きょうこ  Rank:3回

12⽉の試験で特別活動研究、また落ちました（泣）。
もう4回か5回受けてる。今回は本当に決めようと思って、テキストをもとに答案を作って、それを暗記するぐらいの勢いで勉強して臨んだのに。
しかたないので、先⽣に質問を送ろうと思っています。
どうして他の教科に⽐べてこんなに難しいんだろう…。

... 2007/12/31(Mon) 16:41  

  ☆スクーリング評価について 投稿者︓れい  Rank:1回

私は、今回の冬スクーリングに参加しました。
このスクーリングの結果によって、２⽉に実習ができるかどうかなのですが、
スクーリングで不可となることはあるのでしょうか︖
ちなみに、無遅刻無⽋席でした。
最後の授業でのレポートもそんなにひどいものを作成したつもりはありません。
今まで周りの⼈からもスクーリングで不可を取ったという話を
聞いたことがないので、不可にならないかとても⼼配しています。

あと、２⽉に実習をしたいのですが、３⽉までで免許取得要件が揃いそうにありません。
免許取得要件までに２単位⾜りません。
そうすると、２⽉の実習には⾏けなくなるのでしょうか︖
教育実習ガイドブックには、「３⽉で免許取得要件を揃えられるように
計画をしてください」と書いてあるので不安です。
明星の窓⼝に相談にしようとも思いましたが、
あまり対応が良くなく、相談しても「はい︖」という感じで、
悩みに対する不安は解消されず、むしろやる気がなくなる状態です。

もし、何か分かることがあれば教えてください。

... 2007/12/28(Fri) 21:42  

◇Re: スクーリング評価について 投稿者︓クボスラ  Rank:2回

はじめまして。
私も教育実習について分からないことだらけだったので、
少しでも役⽴てばいいなと思い書かせてもらいます。

まず、４⽉〜12⽉の22単位以上、１、２⽉の34単位以上というのは、
いわゆる受講資格で、3⽉に免許取得の為の最低ラインです。
例えば、「来年度以降も続けるので」と⾔っても22単位では１、２⽉は実習できません。
学習の⼿引きなどにも免許取得要件を揃えられるよう計画することとありますが、
3⽉までに免許取得に必要な単位が揃わなくても、実習はできると思います。
（私もその実習した年度の3⽉までに単位が揃いませんでした。）

問題は実習の20⽇前（実習申し込み期限）までに単位が確定しているかどうかです。
冬スクの結果は1⽉下旬︖だとしたら、実習は早くても２⽉中旬〜下旬になると思います。
私も児童⼼理学の試験⼀発勝負で、内定をもらっていた実習が結果次第では⽩紙になるかもという恐ろしい状態でした。（⾟うじて可で合格）

期待されている答えにはなっていませんが、
やはり明星の窓⼝に相談するのが⼀番だと思います。
（私も分からないことは電話で何回も聞きました）
⾼いお⾦を払って受けているのだから、どんどん聞いてみましょう。

... 2007/12/30(Sun) 00:41  

◇Re: スクーリング評価について 投稿者︓れい  Rank:5回

クボスラさん、はじめまして。
貴重なお話ありがとうございました︕

実は既に実習先から内諾書をいただいていて、２⽉１２⽇からの予定なのです。
なので冬スクーリングの結果を待つ前に、⽇程変更していただかなければですね・・・
もしかしたら、OKしてもらえないかもしれない・・・そしたら仕⽅がない。
とにかく、年明け早々に明星窓⼝へ相談へ⾏きたいと思います。
ありがとうございました☆

... 2007/12/30(Sun) 20:25  

  ☆お知らせ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

みなさん、こんばんは。
私は今⽇、科⽬修了試験の結果が届き、⼀種免許を取得するために必⽤な単位は「あと1科⽬」となりました。利⽤していただいている⽅が多いので、通信教育の過程
が終了しても、このサイトは続けていきたいと思います。

さて、お知らせですがこの掲⽰板は携帯電話でもご覧いただくことができるようになりました。ぜひご活⽤下さい。



さて、お知らせですがこの掲⽰板は携帯電話でもご覧いただくことができるようになりました。ぜひご活⽤下さい。

http://k.n-hokkaido.com/

... 2007/12/29(Sat) 17:27  

  ☆免許申請 投稿者︓こうた  Rank:4回

こんにちは︕︕久々に書き込みます。たけさん 免許申請は進⾏中ですか︖︖

... 2007/02/19(Mon) 12:52  

◇Re: 免許申請 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。申請中ですよ︕でも、外国語コミュニケーションが今になって不可でもどってきて必死に再提出レポートを作成しています。不可になったレポー
トは⾳楽科教育Ⅰの１単位⽬に続き、２科⽬⽬。でもこの時期に・・・きついです。

... 2007/02/19(Mon) 23:51  

◇Re: 免許申請 投稿者︓こうた  Rank:5回

たけさんは、他の教員免許はもっていないのですか︖ぼくも申請でかなりつまづいているのでいろいろ教えてください。

... 2007/02/20(Tue) 11:54  

◇Re: 免許申請 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

免許はいっぱいあります・・・。
⾼校地理歴史・公⺠・中学社会の専修。全部社会科系です。

... 2007/02/20(Tue) 21:38  

◇Re: 免許申請 投稿者︓こうた  Rank:6回

僕の調べたところ 他の免許持っていたら免除される科⽬があって、外国語なども免除されますよ︕︕そこで他の免許を使って、申請してるのかな〜思いまし
て︕︕

... 2007/02/21(Wed) 08:47  

◇Re: 免許申請 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ところが・・・。同じ免許を持っている⼈でも、取得した年度によって「外国語」「情報」は新たに取らないといけないのです。

... 2007/02/21(Wed) 17:07  

◇Re: 免許申請 投稿者︓こうた  Rank:7回

そうなんですか︖︖年度はいつならだめで、いつなら免除されるんですか︖︖

... 2007/02/21(Wed) 22:16  

◇Re: 免許申請 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

平成１０年度が１つの⽬安です。平成１１年以降に⼤学に⼊学して免許を取得した⼈は⼤丈夫だと思います。

... 2007/02/21(Wed) 22:35  

◇Re: 免許申請 投稿者︓クボスラ  Rank:1回

管理⼈様、皆様、はじめまして。

気になっていた件で話題でありましたので、書かせて頂きます。

私も中・⾼と免許を持っており（平成８年度⼊学１２年卒業で免許取得）、
改めて明星で⼩学２種を取り直してます。
その際、情報機器の操作の単位と外国語コミュニケーションの単位が気になってました。

そこで事前に北海道の教育委員会と地元（道外ですが）の教育委員会に問い合わせたところ、
両⽅から、中学の免許を免許法５条別表第１で取得したのであれば
（教職課程のある⼤学に通って普通に取得するパターン）、
免許法改正（平成10年）で必要となった単位（上記の単位）は必要ないというお答を頂きました。
⼊学年度についてもお聞きしましたが、関係ないとのことでした。

もしかしたら、私の説明不⾜での教委側のお答の可能性もあるので、
単位に関しては直接教育委員会にお聞きするのが良いと思います。
（確か北海道の教委なら書類での問い合わせもでき、記録に残るので、教委に指⽰された単位を取得されれば問題ないと思います）

⻑⽂失礼致しました。

... 2007/12/23(Sun) 02:53  

  ☆冬季スク 司書コースの⽅いますか... 投稿者︓もんじゃりか  Rank:1回

はじめまして、もんじゃりかといいます。今年の１０⽉⼊学です★
正課・課程履修⽣で、司書資格を取ろうとがんばっています。
通教も初めてだし、東京も初めて（＾＾︔もちろんスクーリングもです。
明⽇からの演習、とても緊張しています・・・
冬季スク参加される⽅、⼀緒にがんばりましょうね︕︕
いろいろと教えてください。

... 2007/12/22(Sat) 20:47  

  ☆はじめまして 投稿者︓mae  Rank:1回

はじめまして１０⽉に⼊学したばかりのmaeと申します。⼿続きが遅れて教材が届いたのは１１⽉上旬でしたが…仕事が忙しくつい最近やっとレポートに⼿をつけたば
かりです。ですが、レポートの書き⽅、まとめ⽅が分からず進みません。課題集の解説を参考にテキストを抜粋すればいいとは思ってはいるのですが、それだとテキス
ト写しただけになってしまいました…レファレンスの課題ページに写しただけ、⾃分の思いつきを書いたものはレポートとして評価されないと書いてあったので余計分
からなくなってしまいました。初⼼者の質問で申し訳ないのですが、なにかアドバイスがあれば教えて頂けませんか︖

... 2007/12/10(Mon) 09:48  

◇Re: はじめまして 投稿者︓momota  Rank:1回

maeさん、はじめまして。
実はこの掲⽰板を今⽇知ったので、レス初⼼者ですが。
momotaと申します。

レファレンス科⽬ってことは司書コース、正科⽣3年次編⼊ですか︖
ここは教員コースの⽅が圧倒的に多いみたいですので、
私は1年次⼊学の司書コース2年⽬ですが、もしお役に⽴てることがあればと思い、
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私は1年次⼊学の司書コース2年⽬ですが、もしお役に⽴てることがあればと思い、
お返事してみました。

... 2007/12/10(Mon) 22:30  

◇無題 投稿者︓mae  Rank:2回

momotaさんお返事ありがとうございます☆ご察しのとおり１０⽉に司書コース、正科⽣３年次編⼊しました。今、図書館情報サービス論のレポートを書こう
と思っています。
ですが、１単位⽬から書き⽅がいまいちつかめなく進まない状況です。何かアドバイスがあれば教えて頂けますか︖

... 2007/12/10(Mon) 22:58  

◇Re: 投稿者︓momota  Rank:2回

図書館情報サービス論︕よかった、単位取れてます。笑
（レファレンスサービスはまだ履修してないんです）
私も他の⼈のレポートを読んだことがないので、これでいいかどうか悩みつつですが、
⼀応合格してるので、アドバイスとして聞いてくださいね。

科⽬によっては教科書だけで書けるのもありますが、
情報サービスは、課題報告集に載っている「中⼩レポート」と「市⺠の図書館」は読むことをお奨めします。
私は県⽴図書館から借りました。
教科書じゃないから、読みやすいし、
気持ち的にわかっておくと、科⽬終でも役に⽴ちます。
⽣涯学習と図書館のテキストも⾯⽩いですよ。
まず1本レポートを仕上げたい気持ちもわかりますが、
図書館科⽬は、先⽣も厳しいので、付け焼刃が効かないなぁ、と感じています。
（レファレンスの「レポート全体についての解説」、怖いですよねー）

レポートの話に戻ると、課題報告集で提⽰された要点を漏らさず記述するのがいいと思います。
（１－２の最⼤理論なんて、教科書に載ってないですぅぅ。）

ちなみに12⽉の科⽬修の試験問題は、
１）資料提供の意義について、その携帯にも触れて述べよ。
２）著作権問題を図書館サービスと関連させて考察せよ。
の2問でした。

... 2007/12/11(Tue) 00:03  

◇訂正 投稿者︓momota  Rank:3回

試験問題の１）
１）資料提供の意義について、その形態にもふれて述べよ。

でした。失礼しました。

... 2007/12/11(Tue) 00:04  

◇Re: 投稿者︓mae  Rank:3回

momotaさん貴重なアドバイスありがとうございます︕レポートのことで頭がいっぱいで試験のことすっかり忘れてました…試験対策はレポートの丸暗記でし
ょうか︖
やはり教科書だけではまず理解に苦しみますよね。確かに読んでいてわからない事がいろいろありました。私も図書館に⾏ってさっそく借りてこようと思いま
す。
考察せよ、論じなさいとか難しいですね…（もう弱⾳）
１５⽇に間に合うかわかりませんが、頑張ってみます︕
momotaさんありがとうございます︕︕

... 2007/12/11(Tue) 10:26  

◇Re: 投稿者︓momota  Rank:4回

maeさん、こんばんは。
科⽬終了試験のこと。
このHPの管理⼈さんのサイトにもありますが、試験問題は毎回違います。
科⽬によっては、過去問で傾向が⾒えたり、パターンが決まってたりもありますが、
レポートとは関係ない設問の⽅が多いような気がします。
某先⽣が出していると思われる科⽬は、
「なんで、こんな細かいこと出すんじゃー。怒」ってな問題だし、
しかもパターン多すぎだし。

スクーリング(演習）も厳しいものがありました。
図書館学の先⽣って、やっぱり変わり者なんでしょうかねえ。┐(´ー｀)┌

私も情報資料利⽤論、今⽉だすべく頑張りますっ。
（夏秋スクーリングのレポートも１２単位残ってるけど…）
お互い、頑張りましょうね。

... 2007/12/11(Tue) 20:43  

  ☆⾳楽科教育1 投稿者︓けいん  Rank:1回

⼀単位⽬の問Ⅰの①五線譜が楽譜として優れている点と、②五線譜では表すことのできないもの(五線譜の限界)について。という問題なのですが・・・指摘されている
部分を直して再提出をしても ⾚線がビー って引いてあるだけで何を求めているのかさっぱり分からなくなってきました。同じ境遇の⽅いませんか︖⾳楽だけはちん
ぷんかんぷんでこのレポートが合格すればオールクリアなのに・・・。
難しいです・・・。

... 2007/08/04(Sat) 23:02  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓かっちゃん  Rank:1回

はい、私もけいんさんと全く同じ境遇です。最後に残っているのが、このレポートです。
今２度⽬の再提出の準備をしています。採点者がどのような回答を求めているのかがよくわかりません。同様に指摘された部分を修正しても、だめなんですよ
ね。明⽇三度⽬の正直で出してみます。あーあ、また採点に2ヶ⽉待たされるなあ。

... 2007/08/06(Mon) 21:51  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓プー  Rank:1回

⾃分も同じです。２度⽬の再提出を終わって今は結果待ちです。指摘されたとこ直してるのになんで合格しないんだろう・・・

... 2007/09/05(Wed) 15:28  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

遅いかもしれませんが・・・。
⼀応参考になるかもしれませんので載せました。
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... 2007/10/08(Mon) 23:41  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓かっちゃん  Rank:2回

たけさん、ありがとうございます。
再提出してから⼆ヶ⽉がたつので、そろそろ戻ってくるような気がします。
今⽇、夏スクの結果が届きました。あとは、レポートが合格してくれれば良いのですが。

... 2007/10/09(Tue) 20:14  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓かっちゃん  Rank:3回

やっと今⽇レポートが返却されました。夏スク時に提出したので三ヵ⽉半待ったことになります。３度⽬にして、合格をもらえてほっとしています。それにし
ても、もう少し早く返却してくれれば、不合格でも対策のしようがあるのですが。

... 2007/11/24(Sat) 21:48  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓うめ  Rank:3回

提出して２ヶ⽉たちますが、⾳楽科教育も初等⾳楽科教育法も帰ってきません・・・・
これで帰ってきて再提出をもらったら・・・・・・・間に合いそうに無いですよね︖

( ´△｀)アァ- 早く帰ってきて欲しいです。

... 2007/11/27(Tue) 21:46  

◇Re: ⾳楽科教育1 投稿者︓ゆかこ  Rank:4回

〜たけさんへ〜

いつもお世話になっております。
私も再提出で返却されたため、ＵＲＬをはってくださっている
ページを拝⾒しましたが、たけさんはこの内容で合格をもらえ
ましたか︖
私が提出したレポートもほぼ同じ内容を書いたのですが・・・。

... 2007/12/07(Fri) 15:54  

  ☆教育実習 投稿者︓めい  Rank:22回

研究授業おわりました☆いよいよあと⼆⽇です︕︕おもいっきり楽しみたいと思います☆

... 2007/12/06(Thu) 01:10  

  ☆卒業資格試験 投稿者︓ＭＫ  Rank:1回

はじめまして。どなたか、卒業資格試験について教えていただけませんか。どのような問題が出されるのでしょうか?どのような事を勉強していいか解りません。どな
たかお願い致します。

... 2007/12/05(Wed) 23:04  

  ☆レポート受付不許可の場合 投稿者︓みい  Rank:1回

提出したレポートに不備があり受付不許可で戻ってきました。
訂正箇所はほんの⼀部ですぐに修正可能で、⾒た⽬も全然汚くならないのですが、
その場合でも改めて新しいレポート⽤紙に書き直さないと
受け付けてもらえないのでしょうか︖
戻って来た受付不許可のレポートを修正したうえで張りなおして提出した場合は
やはり受付不許可で戻ってきてしまうのでしょうか・・・
どなたかご存知の⽅がいらしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

... 2007/12/03(Mon) 15:30  

  ☆初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:1回

 はじめまして。
 今⽇、科⽬終了試験の結果が来て、ショックを受けてしまい・・・
 アドバイスをいただけたらな、と思っています。
 
 初等体育科教育法の科⽬終了試験、４回⽬だったのですが、またまた不可でした。
 今回は、⼤丈夫だと踏んでいたのですが・・・

 ⼩学校学習指導要領体育編解説を中⼼に勉強しています。
 ポイントや押え⽅を教えていただけませんか。

 宜しくお願いします。

 

... 2007/11/29(Thu) 21:04  

◇初等体育科教育法 投稿者︓おべりべり  Rank:39回

 はじめまして︕おっきーさん。
 教採合格おめでとうございます︕ちなみに何県ですか︖
 ⾃分は１１⽉の科⽬修了試験で初等体育科教育法が取れました。

 めいせいに書かれていたことをチェックして、まとめていきました。
 ですが、試験内容は必ずしもあっていたとは思わなかったけど
 なんとかまとめていったものを書いてきました。
 
 そしたら合格いただけたので・・・アドバイスにもなりませんですいません。
 スクーリングならちゃんと出席していれば、単位をもらえるので安⼼ですね︕
 がんばってください︕︕

... 2007/11/30(Fri) 11:04  

◇Re: 初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:4回
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◇Re: 初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:4回

 おべりべりさん、アドバイスありがとうございます。
 やっぱり、勉強が⾜りなかったんでしょうね。
 
 おべりべりさんは『めいせい』に書かれていたことを、何を参考にまとめましたか︖
 私は、ランナーと、指導要領だけでまとめたのですが・・・
 
 １２⽉の試験もチャレンジしてみようと思うので、参考にさせてください。

... 2007/11/30(Fri) 11:39  

◇初等体育科教育法 投稿者︓おべりべり  Rank:40回

いえいえ⾃分はラッキーパンチですよ。。。
⾃分はテキストとわからないところはインターネットで調べたぐらいで
指導要領は読んだぐらいでした。

だから本当に合格もらえたのがラッキーですよ︕︕
おっきーさんもがんばってください︕︕

... 2007/11/30(Fri) 13:42  

◇Re: 初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:5回

 おきべりべりさん、ありがとうございます☆
 
 何度も質問して申し訳ありません。
 テキストというのは初等体育科教育法の『体育の授業を創る』ですか︖
 私は、テキストをさらっと⽬を通したぐらいで・・・
 試験内容と直接リンクしていないような気がして、ほぼ使っていませんでした。
 

... 2007/11/30(Fri) 14:25  

◇Re: 初等体育科教育法 投稿者︓おべりべり  Rank:42回

おっきーさんおはようございます︕
お返事が遅くなりすいません。
１２⽉も初体は受験なされるのですか︖

⾃分がいうテキストは明星⼤学から配布されたものですよ〜
⾃分も試験内容に合っているかはわかりませんでしたが
基本はやはりテキストだと考えます。

なので⼤したアドバイスができず申し訳ないのですが
がんばってください︕︕

... 2007/12/03(Mon) 09:05  

◇Re: 初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:6回

 おべりべりさん
 いろいろアドバイス、ありがとうございました☆
 今週の⼟曜⽇に試験受けてきます︕
 
 がんばりまっす︕︕

... 2007/12/03(Mon) 12:34  

  ☆明⽇、試験なんだ〜（＾＾︔ 投稿者︓Qoo  Rank:1回

４⽉に明星⼤通信に⼊学したものの、なかなか勉強が進まずいつもこの掲⽰板を参考にさせていただいていました。
要約、最近になってみなさんについていけるようになりました。
これからは積極的に書き込みし、みなさんとともにがんばりたいと思います。
さて、おべりべりさんに質問です。
特別活動教育ですが、私もたけさんの過去問を参考にして、特別活動のもつ教育的意義や学級活動、クラブ活動、児童会活動、学校⾏事などそれぞれの特質と指導上の
留意点をまとめ、それを暗記し試験に臨みました。しかし、結果は「不可」（。。）（時間配分を間違えて、最後の問題が途中になってしまったのですが・・・・）
やはり、まとめたことが問題に対してのポイントをはずしていたのでしょうか︖︖
ちなみに、特活の学習指導要領を中⼼にまとめました。
おべりべりさんは、その他参考書などは使われましたか︖
ぜひ、アドバイスお願いします︕

... 2007/12/01(Sat) 08:41  

◇遅くなりました。。。 投稿者︓おべりべり  Rank:41回

Qooさんこんばんは︕はじめまして︕
⾃分は試験会場が近くにないのでいつも遠くに遠征しなければならなく今、掲⽰板を⾒てお返事のほうが遅くなり⼤変申し訳ありません。。。

もしかして今⽇また特別活動受験してきていますか︖
もしそうやったらごめんなさいです︕
もう遅いかもしれませんが⾃分の対策⽅法は本当にたけさんのＨＰを参考に過去問を拾い

集めてテキストでKEYとなるものをまとめて、あとはレポートの読み返しとこの際に使わせてもらっているのがたけさん要約でして・・・とても役に⽴っていま
す︕
たけさん感謝〜︕︕

なのでQooさんのように学習指導要領まで勉強する時間がない状況で、いつも前⽇に焦って⽤意して試験に挑んでいる状況ですよ。。。
でも今回は⽤意していったものもダメであとは⾃⼒でやって合格もらえたラッキーといっ

たように何度もあきらめずやるしかないですね︕
⾃分は２単位ものは意外と合格もらえたのですが、４単位ものの児童⼼理学でQooさんと同じようにある程度書けたのに不可だったことが２回ありましたが、
あきらめずにがんば

って、テーマにあったことが書けた時に合格できたのでとにかくがんばってください︕
もしなにかわからないことや⾃分に役に⽴てれることがありましたら
メールください︕ではお互いにがんばっていきましよ︕︕

... 2007/12/02(Sun) 19:39  



  ☆教育実習 投稿者︓めい  Rank:21回

教育実習も残り6⽇となりました。精錬授業に向けて、頑張って準備しています。

⼦どもと過ごすのもあと6⽇と考えると、本当に本当に寂しいです・・・
最後まで頑張るぞ︕︕

... 2007/11/29(Thu) 21:15  

◇Re: 教育実習 投稿者︓⾦⻨  Rank:1回

教育実習ご苦労様です。
いろいろいい体験ができているのではないかと思います。
私は１⽉に教育実習を受けます。
準備しておいたほうがいいこと等、コツというか助⾔があれば教えてください。

... 2007/12/02(Sun) 00:25  

◇Re: 教育実習 投稿者︓たか  Rank:3回

めいさん、教育実習ご苦労様です。

私は先週無事に実習を終えることができました。
２週間とても短い期間でしたが、
たくさんの先⽣⽅に⽀えられ乗り越えることができました。
最終⽇のお別れ会ではクラスの⼦ども全員に簡単なお⼿紙を書いて渡したら、
とても喜んでくれました。

めいさんも精錬の準備で⼤変かと思いますが、
余裕があれば最終⽇にでも⼦どものために何かしてあげれば
きっと喜んでくれると思いますよ。

実習を通して感じたのは、
各学年で習う漢字を事前にもっと把握しておけばよかったかなと思いました。
私は３年⽣を担当したのですが、⼦どもの意⾒を板書する際など、
つい⼦どもがまだ習っていない漢字を使⽤してしまったので…。
最低限⾃分が担当する学年で習う漢字は確認しておいた⽅が良いと思います。

実習中は授業準備など⾊々と⼤変ですが、⼦どもといると本当に楽しいと思います。

⾦⻨さんも是⾮、楽しんで実習に臨んで下さい。

めいさんも残り６⽇頑張って下さいね。

... 2007/12/02(Sun) 01:14  

  ☆きょうこさんありがとうございまし... 投稿者︓コバヤシ  Rank:2回

きょうこさんありがとうございました︕おかげさまで、テストはとおりました。レポートは、まだ返却されてませんが、⼀応、出してみました。私は、テストについて
は、教科書の必要と思われる部分はほとんどすべて暗記して挑みましたが、良でした。なかなか厳しいと思いました。１２⽉は、初等理科教育法の試験を受けます。こ
れまた、難関で、どうしたらよいか悩みながら勉強しています。

... 2007/12/01(Sat) 19:06  

  ☆追︓初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:2回

 追伸
 初等体育科教育法は、冬季スクーリングを受けようとも考えています。
 実は、今年採⽤試験に合格して、免許を取るのに焦っています。
 残るは、初等体育科教育法だけ・・・。

 スクーリングなら、かなりの確率で単位は取れるのでしょうか︖
 情報があれば嬉しいです☆

... 2007/11/29(Thu) 21:09  

◇Re: 追︓初等体育科教育法 投稿者︓あや  Rank:1回

おっきーさんへ

わたしは、夏のスクーリングでとりました。
⽳うめの問題で、簡単でした。スクーリングの⽅が確実だと思います。
がんばってください(^_^)v

... 2007/11/29(Thu) 21:57  

◇Re: 追︓初等体育科教育法 投稿者︓おっきー  Rank:3回

 あやさん、ありがとうございます。
 がんばります︕︕
 
 

... 2007/11/29(Thu) 23:27  

  ☆vinyl-arbor 投稿者︓Britney  Rank:1回

huyakﾘ

... 2007/11/29(Thu) 09:43  

  ☆レポートの提出から返却までの期間 投稿者︓うめ  Rank:1回

こちらのHPいつも参考にさせていただいています。



こちらのHPいつも参考にさせていただいています。

今年度1年で⼩学校2種の免許をとるため学習計画を⽴てています。
今年度、レポート返却期間が２ヶ⽉を超えるものというのがあるのでしょうか。
こちらのHPでは初等家庭科が４ヶ⽉とありますが今年はどうでしょうか。
今年度これは返却が遅いよというものがあれば、教えていただけると嬉しいです。
３科⽬選択は、初等国語、初等家庭科、初等⽣活です。

お忙しいところとは思いますがよろしくお願いします。

... 2007/10/15(Mon) 16:54  

◇Re: レポートの提出から返却までの... 投稿者︓うめ  Rank:5回

２ヶ⽉たっても返ってこないレポート

⾳楽科教育Ⅰ
初等⾳楽科教育法
総合演習
初等体育科教育法

スクーリング関係遅いですね・・・

初等家庭科と⽣活かもまだです・・・・受かっていれば問題ないのですが
⾃信が無いので再提出なら早くぅぅぅぅという感じです。

... 2007/11/27(Tue) 21:50  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓まいまい  Rank:1回

はじめまして。
⼩学校２種を取得中のまいまいと申します。
初等国語科教育法のレポート作成で困っています。
課題に、「私の住んでいる町」を調べて報告するというのがありますが、
どの程度まで調べればいいのでしょうか。
仕事をしているので、インタビューをしたりなど⼤掛かりな報告はできません。
普通に本だけで調べたのでは不⼗分なのでしょうか・・・。
アドバイス、よろしくお願いいたします。

... 2007/11/12(Mon) 21:09  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓くらげ  Rank:3回

こんばんは。
初等国語はとても難しいです。私も過去Ｃ評価でした。
講評のアドバイスには「主題と⽂章が対応していない。何が⾔いたいのか、はっきりさせること」とありました。ただ、インタビュー等まではいらないと思い
ます。
参考になるかわかりませんが、メールに参考ＨＰを送らせていただだきます。
また、１単位⽬のこの課題は何についての作⽂を書くのか、その中⼼となるテーマを作⽂でかく場合、どんな材料が必要なのかを考えるといかかでしょう。
検討を祈っています。

たけさんへ
メールフォームを付けました。アドバイスよろしくお願いします
他⼈のレスをつかってすみません

... 2007/11/12(Mon) 22:07  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓まいまい  Rank:2回

くらげさん
メール受け取りました。
⼤変、参考になるＨＰでした。
本当にありがとうございました︕
頑張って書いてみようと思います。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

... 2007/11/13(Tue) 21:10  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓うめ  Rank:2回

先⽇レポートが返却されてきました。
結果は【再提出】
もう⼀度よく課題集を⾒て再提出してくださいというコメントでした。
⼀体何を書いて良いのかわからなくなってしまいました。
この単位は夏のスクーリングでとっていたので後はレポートだけなのですが
インターネットで調べた町の情報を「紹介」するような形で⽂章を書いて
それが上⼿くかけたか⾃分で批評する感じなんでしょうか︖

... 2007/11/24(Sat) 09:30  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓うめ  Rank:4回

くらげさん、メールありがとうございました。
今は実習中なので、空き時間に下書きを進めています。
ありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ

... 2007/11/27(Tue) 21:48  

  ☆初等国語科教育法 投稿者︓まちゃちゃ  Rank:1回

こんばんは。
今年こそ免許取得のために頑張らねばと思いつつも、育児に疲れてしまい勉強にまで⼿がまわらない⽇々を過ごしております…
まいまいさんやりんりんさんの書き込みを読ませていただきました。
初等国語科教育法のレポートの作成にあたり、私にも⼒を貸していただけないでしょうか…
よろしくお願いいたします。

... 2007/11/26(Mon) 23:10  

◇Re: 初等国語科教育法 投稿者︓まちゃちゃ  Rank:2回

くらげさん、ありがとうございます。
また参考になるものがありましたら教えてください…
頑張りたいと思います。



... 2007/11/27(Tue) 21:11  

  ☆教育実習三週⽬ 投稿者︓めい  Rank:19回

明⽇から三週⽬です。⼤変ですが楽しくやってます︕︕が、授業観察がいまいち・・・なんだか、どのようなことに気をつけて⾒ればいいのかわからなくなってしまっ
てます。たくさん観察させてもらっていますが、いまいち⾃分⾃⾝勉強できているのか・・・と思ってます。
みなさん、どのようなことに気をつけて⾒ていらっしゃいますか︖

... 2007/11/25(Sun) 21:44  

◇Re: 教育実習三週⽬ 投稿者︓くらげ  Rank:6回

お疲れさまです。
私が授業参観するときは２つの点を考えながら⾒ています。
①「⾃分だったらこの指導はこうする。」
②「発問と指導⽅法」
です。①は、⾃分がこの単元を教えるときにはこうする、こんな流れでするなど・・・
⾃分が教える⽴場であったらを考えます。
②については、毎時間、授業には当然「⽬標」があります。例えば、「２ケタのわり算のやり⽅がわかる」などです。その⽬標を達成するために、どのような
流れを構成しているのか。そして、思考⼒や理解を深めるために、どんな発問をしているかということです。

参観で⼀番⼤切なのは、やはり、「⾃分が授業をもつ」という⼼構えです。⼦どもたちにとっては、⼀⽣で⼀度しかない授業を受けるのです。貴重な時間を共
有し、お互いが「わかった」と思える授業を作るために、参観は必要だと思います。 

なんてな。昔の指導教官がおっしゃっていたことをそのまま書きました。⻑⽂失礼しました。参考になりますかわかりませんが。

... 2007/11/26(Mon) 18:36  

◇Re: 教育実習三週⽬ 投稿者︓めい  Rank:20回

くらげさん、ありがとうございます。

毎⽇、授業は⾒せていただくものの、いまいちなにかを学んだ︕︕つかんだぞ︕︕という実感がなく、なんとなく⾒ていたような気がします。。

くらげさんが教えてくださったことを、さっそく毎⽇持ち歩いてるメモ帳に書かせていただきました。

今⽇から実践させていただきます☆

ではでは、11⽇⽬も頑張ってきます︕︕

... 2007/11/27(Tue) 06:27  

  ☆初等⾳楽科教育法について 投稿者︓グラ  Rank:4回

来⽉、科⽬終了試験を受けるので勉強しています。でも、ひたすら書いて読んで覚えてる勉強法はなんだか効率の悪いような気がして・・・・(^_^;)
皆さんは試験に向けてどうやって勉強していますか︖

... 2007/11/26(Mon) 17:21  

  ☆体育科教育Ⅰ（11⽉科⽬終了試験） 投稿者︓ぽん  Rank:1回

先⽇11⽉の科⽬終了試験で体育科教育Ⅰを受験しようとしましたが、問題を読んだ瞬間「棄権」の⽂字が頭に浮かびました。
「学習曲線」って︖「プラトー現象」って︖来⽉再度挑戦のため、教科書を何度も読み返しましたが、どこにも載っていないじゃありませんか︕︖
何をどう勉強したら良いのかわからなくなってしまいました・・・。参考⽂献もくまなく読んで勉強しろってことでしょうか︖皆さんは配布された教科書以外にもたく
さん使⽤されていますか︖教えてください。

... 2007/11/25(Sun) 18:33  

◇Re: 体育科教育Ⅰ（11⽉科⽬終了試... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

「学習曲線」「プラトー現象」は児童⼼理学のテキストに載っています。参考にしてみてください。

私は、あまり本を読むことが好きではありませんので、配本されたものしか読んでいません。

... 2007/11/25(Sun) 21:47  

◇Re: 体育科教育Ⅰ（11⽉科⽬終了試... 投稿者︓ぽん  Rank:2回

たけさん、ありがとうございます︕児童⼼理学のテキストですかぁ。参考にしてみます。
しかし、まぁ、体育科教育Ⅰの試験勉強法がわかりません。過去問を⾒ても解答を書ける⾃信がありません・・・この12⽉の試験は絶対に落とせないので、も
ぉ〜って感じです（＞＜）

... 2007/11/26(Mon) 10:09  

  ☆科⽬修了試験 投稿者︓おべりべり  Rank:36回

 こんにちは︕１２⽉の科⽬修了試験で図画⼯作科教育と初等社会科教育法を受ける予定なのですが、対策⽅法が進みません。なにか良いアドバイスありましたら、お
⼿数ですがよろしくお願いします︕

... 2007/11/21(Wed) 14:05  

  ☆実習⼀⽇⽬ 投稿者︓めい  Rank:17回

本⽇実習⼀⽇⽬を終えました。

教師の⼀⽇ってあっという間だと実感しました。

今⽇は、⼦どもとたくさん遊び楽しかったです。まだ、名前と顔が⼀致しないので、明⽇中には覚えたいと思っています。

... 2007/11/12(Mon) 21:20  

◇Re: 実習⼀⽇⽬ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

実習お疲れさまでした。前半は慣れない環境でドキドキですが、慣れるにしたがって、もっと⼀⽇が早く感じられると思います。授業をはじめたら本当にあっ
という間ですよ。

... 2007/11/12(Mon) 22:24  

◇Re: 実習⼀⽇⽬ 投稿者︓くらげ  Rank:5回

お疲れさまでした

これからが本番です。特に研究授業に向かって・・・



これからが本番です。特に研究授業に向かって・・・
でも、絶対楽しくなると思います。がんばってください。

... 2007/11/12(Mon) 22:40  

◇Re: 実習⼀⽇⽬ 投稿者︓うさりん  Rank:15回

こんばんは︕
私も１２⽇から２週間の実習です。
来週は授業実習も増えてくるし、研究授業もあって⼤変そう・・・
けれど、頑張りましょうね︕

... 2007/11/18(Sun) 00:01  

◇Re: 実習⼀⽇⽬ 投稿者︓めい  Rank:18回

実習⼆週⽬に突⼊しました。
いよいよ明⽇から授業です︕︕

みなさん、⽇誌にはどのようなことを書かれていますか︖毎⽇、何を書こうか悩みに悩んで、かなり時間がかかってます・・・

... 2007/11/21(Wed) 00:28  

  ☆採⽤試験にむけて 投稿者︓ポンチ  Rank:1回

来年度の採⽤試験を受ける者です。本屋に⾏くと、採⽤試験に関連した問題集やテキストがありますが、どれを買ったらいいか悩んでいます。勿論、過去問は買うつも
りですが・・。ちなみに私はまだ、採⽤試験に向けてこれから勉強する⾝です。何かお勧めなテキスト等あれば、参考に教えてください。

... 2007/11/20(Tue) 15:12  

  ☆明⽇から教育実習 投稿者︓めい  Rank:15回

お久しぶりです︕あっという間に11⽉。そしていよいよ明⽇から教育実習です。
明⽇から教育実習という⽅、他にもいらっしゃいますか︖みなさんどんな準備をしてらっしゃいますか︖

たけさんは、実習直前はどのようなことをしましたか︖よかったら教えてください。

... 2007/11/11(Sun) 14:45  

◇Re: 明⽇から教育実習 投稿者︓くらげ  Rank:2回

たけさんではなくてすみません。下の投稿についてチェックにきたら質問があったので
参考までに書きたいと思います。

教育実習はとても緊張するものですが、始まってしまうとあっという間に終わってしまうものです。初⽇、２⽇⽬はほとんど講話（先⽣⽅の話）で終わってし
まうはずです。
ですから、その間に職員室や学校の雰囲気が何となくわかればいいと思います。

また、⼩学⽣（たぶん）は低学年になればなるほど、教育実習の先⽣に興味津々です。積極的にあいさつをすれば、⼦どもから「あそぼ」と⾔ってくれます。
そうなればもう⼤丈夫です。

私の知り合いに、初⽇に⽇誌と印鑑を忘れた⼈が今したので、荷物は今⼀度確認することをおすすめします。

楽しい実習になることを願っています。がんばってください。

... 2007/11/11(Sun) 20:11  

◇Re: 明⽇から教育実習 投稿者︓たか  Rank:2回

こんばんは。私も明⽇から教育実習に⾏ってきます。
担当は３年⽣です。
２週間と短い期間なので４⽇⽬から教壇実習が始まります。

知り合いの先⽣から「休み時間に⼦どもといっぱい遊んで信頼関係をつくっていけば授業にも協⼒してくれるよ」というアドバイスを頂いたので、
休み時間や給⾷、たくさんの時間を児童と⼀緒に過ごそうと思っています。

不安でいっぱいですが、お互い頑張りましょう︕

... 2007/11/11(Sun) 21:12  

◇Re: 明⽇から教育実習 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。いよいよ実習ですね。私はちょうど⼀年前に⾏きましたよ。
実習前は特に何もしませんでしたが、実習中に提出物をすべて作ろうと必死に頑張りましたよ。実習が終わったらいつも通り仕事があったので、毎⽇頑張りま
した。
途中⾵邪を引いてしまったので、環境の変化にきをつけて体調を整えて頑張ってください。あとは、短い期間ですから⼦どもと⼀緒に遊べるといいと思いま
す。遊ぶのも仕事なんだなぁと今でこそ思いますが、実習中は「遊んでていいのか︖」なんて思ったものです・・・。

... 2007/11/11(Sun) 22:30  

◇Re: 明⽇から教育実習 投稿者︓めい  Rank:16回

くらげさん、たかさん、たけさんありがとうございます︕︕

実習中は、⼦どもたちと遊ぶなど、とにかく“⼀緒にすごす”ことが⼤事なようですね。積極的に⼦どもたちにかかわっていきたいと思います。

事前の準備は結局これといってできませんでした・・・あっという間にここまで来てしまいました。もう、明⽇から精⼀杯頑張るだけですね︕︕

たかさん、明⽇からお互い頑張りましょう☆

... 2007/11/11(Sun) 23:52  

  ☆科⽬終了試験について 投稿者︓もと  Rank:1回

私は先⽉に⼊学しました。いろいろ不安なこともあり、⼼配なのですが１つだけ聞きたいことがあります。
科⽬終了試験に不合格となった場合は、また同じ教科のレポートも提出して、再度試験を受けることになるのでしょうか︖︖レポートも書き直さなくてはいけないのな
らば結構な負担ですよね︖︖
いろいろ⾃分でも調べてみたのですが、レポートが不合格の場合は分かったのですが、科⽬終了試験については⾒つけられませんでした。
すいませんが、誰か分かる⼈がいたら教えて下さい。
これから⼤変だとは思いますが、単位修得のために頑張ります︕いろいろ困ったことがあったら質問するとは思いますが先輩⽅、よろしく御願い致します︕

... 2007/11/11(Sun) 23:21  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

はじめまして、こんばんは。



はじめまして、こんばんは。
科⽬修了試験不合格の場合は、次回の科⽬修了試験を頑張って受験します。レポートは合格したらもう出さなくていいですよ。でも、逆はダメみたいですね。
試験に合格してレポート不可の場合は、早く出さないとよくないみたいです。（すぐに試験結果取り消しとはならないでしょうが・・・）

... 2007/11/11(Sun) 23:24  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓もと  Rank:2回

なるほど、わかりました︕︕
とてもレスポンスが早くてびっくりです。ありがとうございます︕
なるべく落ちないように頑張りたいです。。。

... 2007/11/11(Sun) 23:29  

◇Re: 科⽬終了試験について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

この掲⽰板だけは、書き込みがあるとメールが来るようにしています。その割に、いつも書き込みが遅くて申し訳ないですが・・・。今⽇はたまたまＨＰ更新
に時間を使っているので返信が早くできました。

でも、これからもよろしくお願いします。

... 2007/11/11(Sun) 23:36  

  ☆冬スク 投稿者︓おべりべり  Rank:33回

たけさん、りんりんさん、みなさんおはようございます︕
今⽇は昨⽇と打って変わって激寒の気温になった北海道です。
冬スクなんですが、⼀応、総合演習、⾳楽科教育Ⅰ、初等⾳楽科教育法で受講することに決定しました。
やはり⾳楽に関して無知な⾃分にとっては科⽬終了試験でのクリアは無理ですので。。。とりあえず冬スクの⽇程が終業式前なんですが、お休みもらって２１⽇から上
京しようと思います。りんりんさんはいつから⾏く予定ですか︖
帰りは２８⽇で、安い帯広⾏きはゲットできなかったので千歳に降りることにしました。
ではではまた冬スク科⽬決まったら教えてくださいな︕
今⽇も⼀⽇頑張っていきましょい︕︕

... 2007/11/07(Wed) 10:30  

◇Re: 冬スク 投稿者︓りんりん  Rank:15回

おはようございます︕
冬スク、科⽬は決定ですね。私も初志貫徹でいこうかと・・・（ちょっと弱気）
上京するのは２３⽇当⽇です。前泊は費⽤がかさむので早起きして⾏きます。
千歳までは⾞を運転するので凍らないことを願うだけです。
帰りも終了⽇の８時代の⾶⾏機に乗って帰って来ます。
なんとも慌しいのですが、仕⽅ないですね。
今朝はちょっと寒いですねー。私の住んでる苫○○市は２度でしたよー
昨⽇の⼣⽅は雪⾍が⼤量に⾶んで⾞のフロントガラスにも必死にくっついていました︕
昨⽇はインフルエンザの予防接種を受けてきましたよ。
もう札幌で学級閉鎖の声も聞かれるので、ちょっと慌てて・・・(^^:)
それでは今⽇も寒さ負けず頑張りましょう︕︕

... 2007/11/08(Thu) 09:21  

◇仕⽅ないけど・・・。 投稿者︓おべりべり  Rank:34回

 こんにちは︕冬スクは結構、ハードなスケジュールになっているんですね。。。
 ⾃分も⾶⾏機のチケットが取れたなら、当⽇に帰って来たかったけど無理でした。
 しかしながら、北海道から⾏くのにはお⾦もかかるし、体⼒も必要ですよね。
 とりあえず⾃分はあんまり計画性がないので時間を充分に確保しておかないと危険なので・・・りんりんさんも気をつけて来てくださいね︕
 もし不都合じゃなければ、冬スクの前にでも連絡交換しませんか︖
 ⾃分も友達が来るかわからなく、１⼈かもしれないので・・・。
 ではでは寒さに負けず、インフルエンザにも負けずがんばりましょ︕︕

... 2007/11/08(Thu) 12:22  

◇Re: 冬スク 投稿者︓りんりん  Rank:16回

こんばんは、今⽇も⼀⽇お疲れさまでしたm(__)m
冬スク、ちょっとハードですよ。もし万が⼀、間に合わなかったことを考えると不安です。
実は旭川に試験に⾏った帰り、予定より１本早いＪＲに乗ったら深川あたりで約１時間
停まってしまい、⼤変な⽬に遭いました。しかも途中で携帯の充電は切れるし・・最悪でした(^^;)
スクーリング、私もきっと⼀⼈です。冬スクの前に連絡交換ＯＫです︕
「総合演習」では最終⽇、みんながアドレス交換してたとき、コピーとったりしてて、結局グループの⽅のアドレスしか教えて頂いてない状態です。
それではまた︕

... 2007/11/08(Thu) 22:10  

◇冬スク 投稿者︓おべりべり  Rank:35回

Ciao!今朝は寒かったですね。。。布団から出るのが億劫でした。
こっちではいよいよ初雪が降りました。りんりんさんの所はどうですか︖
りんりんさんはわざわざ旭川まで受験に⾏っているんですか︖
⾃分は⼀番近い試験地が全８回やっている北⾒なので、
いつも北⾒で受験しています。
雪が降る前は⿅だけに気をつければ良いんですけど、
これからはアイスバーンが恐いですよ。お互い事故らないことを祈ります︕
連絡交換ＯＫで良かったです︕
この場に書くのもなんなので、katch.rudeboys0708@hotmail.co.jpにメールくださいな︕
やはり総合演習は仲間を増やせるチャンスなのか〜
楽しみ半分、ほぼ⼀⽇⽸詰状態で脳みそが溶けそうな気がして・・・
とりあえず⼀週間頑張って、良い年越しができたらいいいな︕っと思います︕
では今⽇で今週も終わりなのでがんばりましょ︕
今週は２年⽣が⾒学旅⾏で沖縄⾏き、部活が⽇曜⽇オフなのでラッキーですよ!
ではBon-weekends!

... 2007/11/09(Fri) 12:10  

  ☆りんりんさんへ 投稿者︓ゆかこ  Rank:2回

りんりんさん、コメントありがとうございました。
やっぱり「五線譜の約束」には載っていない項⽬ですよね。
後で課題報告集を⾒て分かったのですが、２００５年度までの
テキスト「⾳楽科教育Ⅰ」には載っているようです。
こういうことって、⼤学に問い合わせてもどうにもならないもの

でしょうか︖



でしょうか︖
この単位が取れないと介護実習ができず修業が１年延びるので、
とても困るのですが・・・。

... 2007/11/07(Wed) 14:30  

◇Re: りんりんさんへ 投稿者︓りんりん  Rank:14回

おはようございます。
科⽬終了試験、⼤学に問い合わせてみても良いかと思います。
ただ、裏・表で選択が出来るため、⽴場は弱いかなぁ・・・
これから先もゆかこさんのように困る⽅もいますよね、それを思うと問い合わせも必要かな、という思いも・・・曖昧なことしか⾔えず申し訳ありません。
それから、わたしも２００５年度までの課題報告集をみて、あっ、そうなんだぁ・・と思いました。ゆかこさんのメールを⾒て思い出しました（にぶくてすみ
ません）
介護実習、早くいけるといいですね。

... 2007/11/08(Thu) 09:09  

◇Re: りんりんさんへ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。いつも書き込みをありがとうございます。
古い課題報告集や、テキストに載っているということであれば、おそらく古いテキスト所持者⽤の問題ということではないでしょうか。テキストが変わったと
きに、選択問題が増えるなどの移⾏措置が取られているようですので。どちらか選択ができる問題で、⽚⽅はテキストに載っているような問題の場合はそちら
をやってくださいという意味だと思います・・・。

※掲⽰板の使い⽅のアドバイス
 コメントに返信する時は、右上のResというボタンをクリックしてください☆

... 2007/11/08(Thu) 20:53  

◇Re: りんりんさんへ 投稿者︓りんりん  Rank:17回

たけさんこんばんは、掲⽰板利⽤させて頂いています。
試験問題はやはりそういうことなんですよね、でもゆかこさんの切実な思いも分かります。やはり⾃分⾃⾝、納得いくことが１番重要だと思います。
ゆかこさん、⾃分の気持ちが少しでも晴れたらいいですね。

... 2007/11/08(Thu) 22:25  

  ☆りんりんさんへ 投稿者︓ゆかこ  Rank:3回

お返事ありがとうございます。とても勇気づけられました。
やっぱり納得がいかないので、ダメもとでアクションを
起こしてみようかと思います。
結果が出たらまたご報告させていだだきますので、
そのときはよろしくお願いします。

... 2007/11/08(Thu) 15:36  

  ☆無題 投稿者︓アン  Rank:2回

たけさん、ありがとうございました︕なんとか頑張ってみます︕
４⽉⽣で⼊学したのですが、⼿続きに時間がかかってしまい、教材が届いたのがなんと５⽉に・・・。出来る限り科⽬終了試験で頑張っているのですが、レポートが間
に合わなくて・・・（︔︔）アドバイスすごく助かりました。
まだまだ先は⻑いですが地道にやってみます。またよろしくお願いします（＞＜）

... 2007/11/06(Tue) 21:40  

  ☆テキストに載っていない事項が試験... 投稿者︓ゆかこ  Rank:1回

１０⽉の科⽬終了試験で、⾳楽科教育Ⅰを受験しました。
⾳楽には疎いためレポートを仕上げるのもやっとで、テキスト「五線譜の約束」は
かなり⼀⽣懸命勉強したつもりです。
ところが、試験問題に“各調の関係を答えよ”という問題が出て、属調・下属調
・同主調・平⾏調といった聞いたこともない⽤語が出たのです。
テキストに全く載っていない問題を出すのは、出題ミスにはならないのでしょう
か︖テキストのみで勉強を完結してはいけないのは分かりますが、⾳楽のような
教科では専⾨⽤語が分からなければ全くアウトですので、テキストにない項⽬を
取り上げられるのは素⼈にはとても痛いのですが・・・。
試験の結果が不可で戻ってきましたが、この単位が取れないと修業が１年伸びる
ため、本当に困っております。どうしたらいいでしょうか・・・︖

... 2007/11/06(Tue) 15:48  

◇Re: テキストに載っていない事項が... 投稿者︓りんりん  Rank:13回

こんばんは、はじめまして︕
「⾳楽教育Ⅰ」の試験、私も１０⽉に受けました。私も問題を⾒て、あれ︖これって教科書外だな・・とは思いました。でも、裏か表を選択して回答するの
で、教科書外のことが出ていても、そちらを選択しなければ問題はないか・・・と思いました。
わたしは⾳⼤受験の際に勉強済みなんである程度のことは対応できますが、確かに⼀般の受験者にはきついですね。
問題を選んで受験するしかないような気がします。
ちなみにわたしが勉強した本は⾳楽之友社・楽典（理論と実習）という本です。
もし必要ならこれも使って学習してはどうでしょうか。（楽器店にあります）
分からないことがあったら⾔ってくださいね。

... 2007/11/06(Tue) 20:31  

  ☆big-big-tit 投稿者︓Bush  Rank:1回

huyakﾏ

... 2007/11/06(Tue) 10:47  

  ☆科⽬終了試験について 投稿者︓ぷよこ  Rank:1回

⼩学校２種免許取得まで残り３教科がんばるぞ︕︕と思いきや︕︕残った教科が初等国語科教育法・初等算数科教育法・初等理科教育法と残った教科の科⽬終了試験が
ななか合格できません（〜０〜）アドバイスいただければ助かります︕︕特に「国語科における・・・指導の意義・⽬標・⽅法について例をあげて具体的に説明せ
よ。」という系統の問題の具体例とはどのように書けばいいのですか︖指導案のように書けばいいのですか︖誰か合格している⽅いましたらぜひアドバイスお願いいた
します。



... 2007/11/05(Mon) 21:45  

  ☆情報学概論レポートに悪戦苦闘中（... 投稿者︓アン  Rank:1回

初めて投稿します。私は、⼩学校教諭２種免許と学⼠取得のために、２００７年４⽉⽣で３年時編⼊しました。始めは何がなんだかわからなくて不安もいっぱいだった
のですが、このホームページを⾒つけ、いろいろ参考にさせていただきながらなんとか今⽇までやってこれました。
最近情報学概論のレポートに苦しんでいます（＞＜）。１単位⽬と２単位⽬はホームページを参考にさせていただきながらなんとか出来ました。３単位⽬と４単位⽬も
アドバイス教えていただけたらと思います。どうかよろしくお願いします（︔○︔）

... 2007/10/30(Tue) 11:46  

◇Re: 情報学概論レポートに悪戦苦闘... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

情報学概論の３単位⽬と４単位⽬ですね・・・。
今、データを⾒たのですが無いようです。もどってきたレポートもすぐに⾒つからないのです（汗）
でも、レポートのやり⽅としては、教科書に出てくるキーワードをインターネットで検索して、⾃分なりの⾔葉に置き換えながらつなぎ合わせたような感じで
す。まず、１回で合格をもらおうと思わず、書いて出してみてはいかがでしょうか。ダメならアドバイス付きで戻ってきますので、⼆回⽬から楽になります
よ。

... 2007/11/05(Mon) 18:58  

  ☆１０⽉⼊学⽣のオリエンテーション... 投稿者︓グラ  Rank:2回

11⽉３⽇に１０⽉⼊学⽣のオリエンテーションがあるんです。開催地が遠いし４５分と短い時間なので、⾏くか迷っています。みなさんはオリエンテーション⾏きまし
たか︖

... 2007/10/21(Sun) 18:50  

◇Re: １０⽉⼊学⽣のオリエンテーシ... 投稿者︓たか  Rank:1回

こんばんは。
私は４⽉⽣ですが、オリエンテーション（学習相談会）には参加しましたよ。
内容は、学習⽅法や単位習得⽅法などについての全体説明後、個別相談といった流れでした。「ハンドブック」や「学習の⼿引」を熟読して、学習⽅法に全く
不安がなければ参加する必要はないと思います。
私の場合、教育実習について知りたかったので、個別相談を⽬当てに参加しました。それに、そこで友達もできたので、⾏って良かったと思いました。オリエ
ンテーションは仲間作りのきっかけにもなりますので、参加して損はないと思います。
お互い頑張りましょう︕

... 2007/10/22(Mon) 00:01  

◇Re: １０⽉⼊学⽣のオリエンテーシ... 投稿者︓グラ  Rank:3回

たかさん
お返事ありがとうございます。
たかさんのコメントを読んで、友達も作りたいなと思ったし、これから先に不安がないわけでもありません。
おもいきって⾏ってきますね︕︕

... 2007/10/22(Mon) 16:53  

  ☆児童⼼理学について 投稿者︓ばさ  Rank:1回

②の課題、思考推進機能の分化とは何かを2回再提出したのに、毎回同じコメントで不合格になります。どこをみて書けば合格をもらえるのでしょうか。分かる⽅がい
らっしゃったら教えてください。

... 2007/10/07(Sun) 14:58  

◇Re: 児童⼼理学について 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ばささん はじめまして。
どのようなコメントで不可なのか分からないので、アドバイスのしようがありませんが。私はテキストだけでまとめて通りました。⼀応要約したものはここに
載せています。

http://meisei.n-hokkaido.com/kamoku/zidoushinri.html

... 2007/10/08(Mon) 23:21  

◇Re: 児童⼼理学について 投稿者︓ばさ  Rank:2回

たけさん。
早速のお返事をありがとうございました。
評価表には
「思考推進機能の分化について正しく理解しまとめなおしてください。乳児期からの⾔語発達の流れも記述してください。」とありました。
要約を教えていただき感謝です。
頑張ってみます。

... 2007/10/18(Thu) 18:37  

  ☆いよいよ明⽇・・ 投稿者︓りんりん  Rank:5回

おべりべさんこんばん︕︕
いよいよ明⽇出発ですが、たどり着けるのだろうか︖という不安と「総合演習」でグループの⾜を引っ張らないか、という不安でいっぱいです。
⾊々親切に質問に答えてくださりありがとうございます。
要項をきちんと⾒ず恥ずかしいしだいです。
私は胆振の○○○市に住んでいるので、千歳や江別は⾞で簡単に⾏けてしまうので安易に
⾞で・・と考えていました。
典型的な北海道⼈で交通⼿段はマイカー第１なので電⾞の時間感覚もまるでないんですよ
(^^;) 情報交換といっても始まったばかりの私で教えて頂きたいことがたくさんあります︕是⾮、これからも⾊々教えてくださいね。
では、⾏ってきまーす。(^0^)/~

... 2007/10/04(Thu) 21:33  

◇Re: いよいよ明⽇・・ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

スクーリングはいかがでしたか。⾏く前にいろいろとコメントできなくて申し訳ないです。北海道の場合、最寄り駅から⽬的地まで結構歩くので嫌ですよね。
北翔⼤学は前⾝の浅井学園時代に学会で⾏きました。駐⾞場もあって使えましたが、学会とスクーリングじゃ状況は違いますよね。ただ、その⼤学に通う学⽣
も⾞を使っているはずなのでスペースはあると思うんですけどね。どうなんでしょう。⼀度徒歩で⾏き、次は様⼦をみて・・・。そんな感じでしょうか。情報
提供できなくて残念です。

... 2007/10/08(Mon) 23:27  

◇どうでしたか︕︖ 投稿者︓おべりべり  Rank:25回

 りんりんさん、たけさん、こんにちは︕

 秋スクはどんな感じでしたか︖ちゃんと計画通り⾏けたのかな︖

http://meisei.n-hokkaido.com/kamoku/zidoushinri.html


 秋スクはどんな感じでしたか︖ちゃんと計画通り⾏けたのかな︖
 ⾃分もまだ総合演習を取っていないので冬スクには⾏かなければ・・・。
 友達の話だと、総合演習でかなり友達も増やすことができる聞いたので
 りんりんさんもたくさん仲間ができて帰ってきたんでしょうね︕︕
 それで⾃分は秋スク参加する予定だったのですが、急遽仕事の都合で駄⽬になりまし  た。。。
 なので残り３回の科⽬修了試験で踏ん張ります︕
 昨⽇、夏スクの結果が来たんですが、やっぱり科⽬修了試験に⽐べて易しいのかもしれ ませんね・・・正直、⼤して答えることができなかった科⽬も
「優」がついていてびっ くりしました︕
 でもとりあえず全部「優」をもらえただけで嬉しかったです︕
 ではではまだまだ⻑い道のりですがお互いがんばっていきましょい︕︕

... 2007/10/10(Wed) 10:04  

  ☆相談にのってください 投稿者︓ラガーマン  Rank:1回

現役の私⽴中学校教員です こんなホームページがあるのに気づきませんでした
私は国語科の教員をしています その他、中学の保健体育⼆種を持っています
現在は⼩学校⼆種に挑戦中︕ いま初等算数教育法に苦戦中、⽤語も分からないし、
包含とかなんだ〜って感じです
誰かアドバイスください
私ができるアドバイスは どんどんします

... 2007/10/09(Tue) 19:43  

◇Re: 相談にのってください 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

初等算数科教育法ですか。私もスクーリングで説明を聞きながら勉強してなんとかできたという感じです。今週は切⽻詰まっていますので良いアドバイスはで
きないと思います。

あと、できるだけ具体的に質問していただけないでしょうか。
掲⽰板を観ている⽅も、何をアドバイスして良いのか困るので、コメントしずらいと思います。

... 2007/10/09(Tue) 20:32  

  ☆おべりべさん、ありがとうございま... 投稿者︓りんりん  Rank:4回

私の質問の仕⽅、悪かったですね。
実はこの３連休明星⼤⽇野校で「総合演習」を受講します。
恥ずかしながら⼀⼈で上京するのは初めてで（北海道在住です）
その所要時間を知りたかったのです。でもなんだか少し⼼強くなりました。
北翔⼤にも「初等国語教育」で参加します︕︕
これは⾞で⾏くと駐⾞場はあるのでしょうか︖

... 2007/10/02(Tue) 10:46  

◇どういたしまして。。。 投稿者︓おべりべり  Rank:24回

 おはようございます︕天気はいいけど寒くなってきましたね。
こちらこそちゃんと理解しないで的確な解答をせずごめんなさい。
りんりんさんは北海道なんですか︖
⾃分も北海道です。ちなみに⼗勝です。
⾃分は受験者が少なくてなかなか科⽬修了試験で仲間も増やすことができず、
1⼈格闘していたんですけど、夏スクは仕事上⼀週間しか参加できなかったんですが
そこで仲間もたくさん作ることができたので、今はなんとかがんばっています︕
りんりんさんは秋スクがんばりますね︕
⾃分もスクーリングでたくさん単位を取りたいんですけど、お⾦も時間もありません。
とりあえず北翔⼤での秋スクに参加する予定ですが
科⽬が違いますね・・・残念です。
要項には⾞での通学は不可となっていましたが、駐⾞するスペースはあると思います。
どうなんでしょうね︖
それでもしよかったら情報交換とかできる友達になってくださいな︕︕
あと明星⼤学から⽻⽥までは乗り継ぎを考えると2時間は考えておいた⽅がいいんじゃないですかね︕これが聞きたかったんですよね︖
とりあえず前もってちゃんと路線をインターネットで確認していった⽅が安全です︕
⾃分も夏スクの時に、危うくやらかすところでした・・・。
北海道⼈は⾃分だけかもしれないですが、時間の間隔が・・・。
それではお互いがんばっていきましょうね︕︕

... 2007/10/03(Wed) 09:25  

◇Re: おべりべさん、ありがとうござ... 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

スクーリング、終わっちゃいましたね。
⼒になれず申し訳ないです。

... 2007/10/08(Mon) 23:30  

  ☆質問です 投稿者︓ゆうすけ  Rank:3回

⾳楽科教育Iの科⽬終了試験を、五⽉に受けて合格しました。でも、六⽉にレポートは、再提出で戻ってきました。その際⼆週間以内にレポートを再提出しないと、科
⽬終了試験の合格は、取り消されてしまうんですか︖

... 2007/09/03(Mon) 22:26  

◇Re: 質問です 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

科⽬修了試験の合格は取り消されないと思いますが（２週間を少しすぎたくらいなら）、早めに出した⽅が安全です。不安なら事務局に電話して聞いてみると
いいと思います。できるだけ早くやることが⼤切ではありますが・・・。

... 2007/10/08(Mon) 23:29  

  ☆はじめまして★ 投稿者︓グラ  Rank:1回

10⽉から⼊学しました︕︕通信って⾃分で全部判断しないといけないから不安もありましたが、こんなサイトがあって⼼強いです（＾－＾）♪
今、初等⾳楽科教育法のレポートに苦戦中です。がんばります

... 2007/10/06(Sat) 21:59  

◇Re: はじめまして★ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

始まったばかりですね︕これから試験にスクーリングにと⼤変ですが、楽しいこともいろいろあります︕⽬標に向かって頑張ってください。



私は・・・２種を取ったまではいいのですが、最近は化⽯状態。固まっています（汗）仕上げなきゃ。そして、サイトも更新しなきゃ。参考にしてくれている
⽅もいるので頑張ります。

... 2007/10/08(Mon) 23:23  

  ☆無題 投稿者︓りんりん  Rank:3回

１０⽉の三連休にスクーリングに参加します。
千歳空港からの出発ですが、最終⽇のスクーリングは１６時１０分終了ですが、空港までどの位時間をみたらよいですか︖どなたか教えてください。

... 2007/09/05(Wed) 22:32  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:23回

こんにちは︕りんりんさん︕
秋スクには何の教科で参加予定ですか︖
⾃分もまだスケジュール的に微妙なのですが初等社会を受講しようと考えています。
それで千歳空港からは北翔⼤学（最寄り駅は⼤⿇駅）は約1時間を⾒た⽅がいいでしょう︕ただし、それは移動時間なのでその他駅までの移動時間等は別計算し
てください。
それではもし秋スクに参加できたらよろしくお願いします。

... 2007/10/02(Tue) 08:24  

  ☆無題 投稿者︓めい  Rank:14回

スクーリング終わりました。まだ、終わってない⽅もいらっしゃるかと思いますが、最後まで⾝体に気をつけて、頑張ってください。

私は、1週⽬から昨⽇までずっと⾏っていたのですが、この期間にたくさんの友達ができ、本当に充実していました。通学時間が往復４時間以上だったので、なかなか
きつかったのですが、同じ夢に向かう友達ができたのは、本当によかったです。今後とても⼼強いです。
みなさんはスクーリング、いかがでしたか︖

... 2007/08/23(Thu) 21:04  

◇お疲れ様でした︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:22回

めいさん、たけさんこんにちは︕お久しぶりです。
スクーリングお疲れ様でした︕
⾃分も仕事＆夏休みの⽇数上第2クールしか⾏くことができなかったのですが

たくさんの仲間ができ本当に良かったです︕︕
めいさんは、１〜４クールまで参加してたということはかなり単位も取得できそうですか︖

⾃分は都合上、地道に科⽬修了試験で頑張るしかなくて⼤変です・・・。
おまけに2単位ものは単位取得できているのですが、
4単位もので苦戦していますよ。。。

めいさんの⽅はどんな感じですか︖
あと、教育実習の⽅も了承を得ているんですが、
単位取得の⾒込みがなかなかつかなくて進まない状況です。

とりあえずお互い夢実現に向けて頑張っていきましょう︕︕
またまたです︕

... 2007/08/28(Tue) 14:31  

  ☆科⽬修了試験について 投稿者︓よっちー  Rank:1回

 こんばんは。
はじめての投稿になります。
今回たまたま科⽬修了試験の過去問を探そうとネットで調べていたらこんな掲⽰板を⾒つけたので書き込みしてみました。
 今度初の修了試験を受けようと思うのですが、過去問ってどうやったら⼿に⼊りますか︖友達にはネットで調べればと⾔われたのですが、私には⾒つけられないので
すが・・・(T_T)
わかる⼈は教えてください。

... 2007/08/27(Mon) 20:40  

  ☆スクーリング 投稿者︓りょう  Rank:1回

こんにちは、早速質問があります。
今年東京の教員採⽤試験を受け2次に進むことになったのですが、2次の受験⽇が8/18に決まり、スクーリングの⽇とかぶってしまってます。
事務局に電話をかけ確認したところ、テストとかぶってしまった場合は、採⽤試験が理由でも単位取得は認めないとの回答でした。
何を⽬標とするための⼤学かわからない怠慢な対応と思いますが、同じ状況の⽅で、例えば担当教師に相談したら、テストを事前に受けさせてくれたなどの明るい話題
はありませんか︖
※⼤学側では、毎年の問題と認識があるにもかかわらず、何の配慮もなしなんて⼀般社会のサービス業であれば即倒産ですね。組合/⽣徒会でもでもあれば学校と遣り
合ってもらいたい問題です。

... 2007/08/10(Fri) 22:24  

◇Re: スクーリング 投稿者︓takasi  Rank:1回

たしかに採⽤試験と被るのは痛いですね。
けど私が知っている⽅々はそのことを頭に⼊れ考慮したうえでスクーリングと採⽤試験の兼ね合いをしています。
りょうさんの⾔いたいことはもっともなんですがそれはりょうさんのエゴではないでしょうか︖

... 2007/08/12(Sun) 07:04  

◇Re: スクーリング 投稿者︓りょう  Rank:2回

そうですか。
社会⼈の私にとっては、夏休みを調整することは難しいことですし、当然教員採⽤試験も⽇時の調整ができないですようね。
私も当然⽇程は頭に⼊っていましたが、採⽤試験とスクーリングの兼ね合いを調整しきれない⼈って、私以外にも結構いるんじゃないでしょうかねー。
まあ、残念ですがあきらめます。

... 2007/08/13(Mon) 21:25  

  ☆スクーリング成績 投稿者︓ゆうすけ  Rank:1回

スクーリングで初等算数科教育法を受けました。そして最後の授業の際にテストがあったんですけど、全然できませんでした・・・



スクーリングで初等算数科教育法を受けました。そして最後の授業の際にテストがあったんですけど、全然できませんでした・・・
スクーリングでも単位とれないってことはけっこうあるんですか︖︖

... 2007/08/11(Sat) 17:16  

◇Re: スクーリング成績 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

わたしもあまりできませんでした。⼀応、⼀番下の２問は⼤丈夫だと思いますが、⽂章題は・・・。スクーリングで単位がでなかったという話は聞いたことは
ありますが、でも⼤丈夫だと思いますよ。ちなみに、おなじ教室だったのでしょうか︖私は２６号館で３時間⽬の⼩野先⽣でした。

... 2007/08/13(Mon) 01:24  

◇Re: スクーリング成績 投稿者︓ゆうすけ  Rank:2回

コメントありがとうございます☆⽂章題難しかったですよね〜僕は３時間⽬の塚⽥先⽣でしたよ〜

... 2007/08/13(Mon) 19:51  

  ☆⾳楽教育Ⅰ 単位2-④-2 投稿者︓ルンルン  Rank:2回

はじめまして。
⾳楽のレポートに取り掛かっているのですが、単位2-④-2の問題が解けません。
《質問》
①コーダーマークの隣についている”to”には意味がありますか︖
②1番カッコのJをリピートしてから、2番カッコに⾏くのでしょうか、それとも、Fに戻るのでしょうか︖
③ABCDEFGHIJJKLMNOABCDEFGHPQRが答えかと思っておりますが、①②の理解ができていないため、正しい答えになっていないと思います。どのような回答が正
しいのでしょうか︖

... 2007/07/08(Sun) 22:49  

◇Re: ⾳楽教育Ⅰ 単位2-④-2 投稿者︓りんりん  Rank:2回

夜中に初めてこの書き込みを知りました。そんなわけでお役に⽴つか分かりませんが
お答えします。
結論から⾔うとABCDEFGHIJ FGHIKLMNO ABCDEFGH PQR で３０⼩節の演奏です。１かっこから２かっこへ移り、その後D.Cして
（始めに戻るtoまで進み、toからはcodaにとんで終了です︕

... 2007/08/02(Thu) 09:25  

  ☆無題 投稿者︓りんりん  Rank:1回

１０⽉⽣として⼊学しました。⽬標は⼩学校２種免許取得です。
勢いに乗って⼊学したものの、よくシステムなど理解しておりません。
レポートも⾳楽教育Ⅰをまず提出しようと作成しています。レポートは答えが１つでも違うと再提出なのですか︖ 

... 2007/08/02(Thu) 01:28  

  ☆⾳楽科教育Ⅰのレポート教えてくだ... 投稿者︓めい  Rank:12回

こんばんは。

6⽉の科⽬終了試験の結果が届き、⾳楽科教育Ⅰの試験は合格することができたのですが・・・レポートの⽅が不可で戻ってきました。

再提出しなければいけないのは、⼀単位⽬の問Ⅰの①五線譜が楽譜として優れている点と、②五線譜では表すことのできないもの(五線譜の限界)について簡潔に述べて
下さい。という問題なのですが・・・

①の五線譜が楽譜として優れている点については、⾳の⻑さと⾼さを確定させるということ、②の五線譜では表すことができないもの（五線譜の限界）については、⾳
楽の⾳⾊や正確な強弱、といった内容を書いたのですが、根本的に回答の内容が間違っているのでしょうか︖

是⾮アドバイスお願いいたします。

... 2007/07/02(Mon) 00:21  

◇Re: ⾳楽科教育Ⅰのレポート教えて... 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:45回

返却されたレポートに先⽣のコメントがかいてありませんか︖私はそれを書き写して出したら合格しました。⼀応、①規則性を知ればだれでも同じ⾳が出せ
る ②演奏の⾃由性や個性を⽣かした解釈の部分として使うことの多い、ある種の⽇本の⾳楽にはふさわしくないものとなる。と書きました。

... 2007/07/02(Mon) 22:49  

◇Re: ⾳楽科教育Ⅰのレポート教えて... 投稿者︓めい  Rank:13回

たけさんこんばんは。

先⽣のコメントには、「問Ⅰだけ再提出してください。」とだけ書かれており、内容については、触れられてありませんでした。

たけさんの書いてくださった回答を読み、さらに何回も教科書を読み直して、何を回答として書くべきだったのかがわかりました。私の回答は、表⾯的な五線
譜の特徴をかいただけだったようです・・・  

どうもありがとうございました。明⽇にでも新たに書き直して、再提出したいと思います。

... 2007/07/03(Tue) 00:53  

  ☆夏のスクーリング 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

今年も夏のスクーリングに参加します。今回は１週間。

期間は、第2週の8⽉6⽇〜8⽉11⽇ 

１、国語科教育 
２、算数科教育 
３、初等国語科教育法 
４、初等算数科教育法 

宿泊地は⼋王⼦アーバンホテル。楽天トラベルでポイントを貯めたいとおもったらここしかあいていなかった。しかも数部屋。たぶん、このあたりのホテルは代理店が
買い占めているのでしょう。 

おそらく、4⽇か5⽇に⾏き、⼀週間東京にいて、11⽇に新幹線か⾶⾏機で福岡に移動。その後、九州オフ会を実施し、北海道に戻り、すぐに⼆学期という流れになり
ます。とりあえず、スクーリング期間中のホテルは押さえました。

交流会やりましょう。学⽣会館で情報交換もしましょう。



交流会やりましょう。学⽣会館で情報交換もしましょう。

... 2007/06/01(Fri) 22:29  

◇Re: 夏のスクーリング 投稿者︓うさりん  Rank:14回

私は、１．３．４週⽬のみの参加です。
ちょうど２週⽬にいないんですよね、、、残念です。
あっ、でも、５⽇の科⽬試験までは東京にいて、⼀時帰宅の予定です。

... 2007/06/10(Sun) 18:41  

◇Re: 夏のスクーリング 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:44回

宿泊場所を変更しました。⻄⽴川ビジネスホテルです。⼀泊５０００円で、しかも駅前です。
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/043111dd.6f718718.043111de.515f140a/?
pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f29962%2f29962.html&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2f

... 2007/06/26(Tue) 22:58  

  ☆教育実習後提出指導案について 投稿者︓たけし  Rank:1回

はじめまして。
先々週に教育実習を終了したのですが、明星⼤学に提出⽤の指導案３通、国語２通に算数１通を作ったんですけど、実習の⼿引きを⾒てたら３教科に及ぶと書かれてい
て・・・３通全て違う教科じゃないといけないのでしょうか︖教えてください。

... 2007/06/22(Fri) 23:21  

◇Re: 教育実習後提出指導案について 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:43回

こんばんは。うーん、どうなんでしょう。私は３科⽬で出しましたが。⼤学に確認するしかないと思います。もう実習が終わってしまったということですの
で、今更というような気もしますが…。このまま出すしかないのではないでしょうか。

... 2007/06/26(Tue) 22:53  

  ☆中学２種免許習得について 投稿者︓葉⼦  Rank:1回

はじめまして。
短⼤卒です。学⽣時代、教育実習と教育原理を取らなかったので、２級（２５年前だからこの名称）を得ることができませんでした。
明星⼤学の通信教育で、教育実習と今の必要な科⽬だけとると国語２種の免許が取れるんでしょうか。ずいぶん以前の科⽬修得は、ダメなんでしょうか︖共通する科⽬
って認可されるんでしょうか︖

... 2007/06/18(Mon) 09:55  

◇Re: 中学２種免許習得について 投稿者︓がんば  Rank:5回

明星では国語の教職免許状はとれません。慶応、法政、⽇⼤などや関⻄なら佛教があります。
また、そのころなかった総合演習が必須になっています。
下記のＨＰもご参考にごらんになってください。

http://www.uce.or.jp/

... 2007/06/18(Mon) 20:30  

  ☆教師になれますか︖ 投稿者︓しゅん  Rank:1回

私は⾼校を卒業し、⼤学に⼊学せず社会⼈として働きながら通信教育を利⽤しています。
明星の説明ですと、事情を考慮し２年で２種免許取得可能とあるのですが、
⼀般的には⼤学を卒業していないと教員採⽤に⾄らないと伺っています。
また２種免許のみで卒業せず教員になれたとして給与などを含め⼤学卒になるのか
どういう扱いになるのか気になっています。 もし何かご存知でしたら教えてください。

... 2007/06/03(Sun) 11:10  

◇Re: 教師になれますか︖ 投稿者︓がんば  Rank:4回

こんばんは。⼀般的には、教職免許状は⼤学卒、あるいは短⼤卒（いわゆる学⼠、準学⼠ですね）でないと取得できないというようですが、明星は独⾃の免許
法の解釈で、ある⼀定数の単位が揃えば、学⼠や準学⼠でなくとも教職免許状の単位が揃う、とされていると聞いたことがあります。2種免許で不利益があると
すれば、いわゆる管理職になれないということがあるようです。給与については都道府県により、事情が違うと思います。
なので、⼤学を卒業しなくても教員採⽤は⼤丈夫ですよ。
ただ、できれば卒業されるほうが喜びも多いと思いますので
ぜひ、多少時間がかかっても、卒業証書を⼿に⼊れられることをお勧めします。

... 2007/06/17(Sun) 23:39  

  ☆無題 投稿者︓めい  Rank:8回

たけさん、お久しぶりです︕

昨⽇、科⽬修了試験を受けました。うまくいくといいのですが・・・少し⼼配です。

たけさんは、スクーリング4科⽬受講するんですね。私も、今受講科⽬を考えているんですが、たくさん取る予定で・・・⼤変そうですが、直接授業を受けられるとい
うことで楽しみです。

去年、たけさんがスクーリングで受講した科⽬で、これはよかった︕⾯⽩い授業だった︕という授業はありましたか︖

... 2007/06/04(Mon) 09:34  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:18回

めいさん、こんにちはです。お元気ですか︖おべりべりです。

通信の⽅は順調ですか︖⾃分は教採がもうすぐなのでそっちの勉強に集中しているところでレポートは停⽌中です。。。
でもなかなかレポートの⽅も科⽬修了試験もハードでやられています。
今回、⾃分も特別活動、教育相談研究、教師論の試験を受験してきたのですが、
過去問を参考に準備していった物がズバリ的中したのは１科⽬で・・・あとはアドリブ状態で⾃信が無い状況ですよ。。。
⾃分もスクーリングを受講する予定なので、もし何か良い情報がありましたらおしえてください︕よろしくおねがいします︕︕

... 2007/06/06(Wed) 10:54  

◇Re: 無題 投稿者︓めい  Rank:9回

おべりべりさんこんばんは︕

私は、先⽇⾳楽科教育Ⅰと図画⼯作科教育Ⅰ、教育⽅法学Ⅰを受けてきました。結果は・・・どれも⾃信がありません。

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/043111dd.6f718718.043111de.515f140a/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f29962%2f29962.html&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2f
http://www.uce.or.jp/


私は、先⽇⾳楽科教育Ⅰと図画⼯作科教育Ⅰ、教育⽅法学Ⅰを受けてきました。結果は・・・どれも⾃信がありません。
私は、今教育課程論のレポートをしているのですが、これが私にはかなり難しくて・・・今まで３回ほどやろうとしては、また今度にしようと先延ばしにして
きた科⽬です・・・今回こそは︕と取り組み始めたものの、やはり・・・おべりべりさんは教育課程論やりましたか︖

ところで教育実習はどうなりましたか︖時期などきまりましたか︖

... 2007/06/07(Thu) 00:00  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:19回

めいさん こんにちは︕

なんだか順調にレポートをこなしている様⼦ですね︕⾃分は教科外の⽅からやっているんですがまだまだですよ・・・。教育課程論はまだやっていませんが、
教採が終了次第やろうと思っています︕しかしながら思い⽴ったときにやらないと、ずるずる時間だけが過ぎていってしまいますよね。。。
おまけに⾃分の科⽬終了試験を受験している地区は受験者も少なく、なかなか気軽に情報交換できる⼈がいない状況ですよ。めいさんはできましたか︖もしよ
かったら、よろしくです︕

あと、教育実習の件については実習校からの承諾を得ることはできたのですが、単位が取れないと話が⾒えてこないので具体的な話には⾄っておりません。な
ので夏休みに再度、打ち合わせに⾏こうとは思っています。めいさんはどんな感じですか︖

ではではお互いがんばっていきましょう︕Keep trying!!

... 2007/06/07(Thu) 11:47  

◇Re: 無題 投稿者︓めい  Rank:10回

おべりべりさん、こんにちは☆

私が科⽬修了試験を受験している地区は・・・９０〜１００⼈くらいだったかなあと思います。話しかけたいなあ、と思ったのですが、3科⽬受験の⼈で135分
いっぱいいっぱい使ったのは私だけで、皆さん終わったら時点でさっさと提出して帰ってしまってました・・・だから、私が会場を出たときには⼈が全然いま
せんでした。
あと、3科⽬受ける⼈でも最初の３０分くらいでいなくなった⼈がいたんですよ・・・わからなかったにしても、随分出て⾏くの早いな〜とびっくりしました。

おべりべりさんは、教育実習は承諾は得ていて、期間はまだ決まってないということなんですね。

私は、⼩学校にお話しに⾏ったとき、いつからがいいか聞かれて、夏のスクーリングで単位をそろえて⾏くぞ︕︕と思っていたので、11⽉10⽇以降でってお話
したんですよ。そしたら、11⽉12⽇から来てくださいという連絡をいただきました。最初に⼩学校にお話しに⾏ったのが3⽉の下旬で、承諾をいただいたのが4
⽉中旬ころだったかと思うのですが、あのころは、夏のスクーリングで単位をとり終えるのはそんなに難しくはないと思っていたのですが、⽇がたつにつれ、
⾮常に厳しいのでは・・・と思ってます。考えがあまかったです・・・

ホント、お互いに頑張りましょう︕︕

... 2007/06/07(Thu) 15:53  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:20回

めいさん、お疲れ様です︕

今⽇の北海道は朝から天気が良くなく、肌寒い⼀⽇でした。
めいさんはどんな⼀⽇でしたか︖
最近は本当に時間が経つのが早くて、⼀⽇が48時間あればな〜って・・・。
現実逃避したくても、仕事の忙しさでそんな余裕さえ無い状況です。
でも今は頑張るしか道は無いのでpositive thinkingです︕︕
めいさんの受験会場は受験者多数ですね︕
僕の会場なんて多くて１０⼈いればいいところですよ。。。
今回はめいさんと同じ状況で、終了したら誰もいないって感じでした。
おまけに１３５分ノンストップはかなりキツイですよね。
でも毎⽉、３科⽬受験していくペースじゃないと厳しいですよね・・・。
やれるだけがんばるっきゃないけど不安だ〜。
でもとりあえずめいさんも教育実習が決まってよかったですね☆★
⾃分も教頭先⽣とお話した時に、クラスは決まっていて時期は希望ある︖と聞かれ単位のことを考えると遅い⽅がいいことを伝えて終了したので、これから次
第ですよ本当に。
ではではスクーリングやレポートで情報交換できることがありましたら、よろしくです︕
今⽇は来週からの考査の試験問題完成したので帰ります︕see you soon!!

... 2007/06/07(Thu) 18:04  

◇Re: 無題 投稿者︓めい  Rank:11回

なんだかこちらは、⼤⾬、雷すごいことになっています・・・こんにちは。

おべりべりさんと同じく⼀⽇⼀⽇過ぎるのが早くて・・・あっという間に６⽉も１０⽇経ってしまいました。。

おべりべりさんのところの科⽬終了試験、⼈数すくないですね。１０⼈いればいいところですか・・・会場によってかなり違いますね。
でも、スクーリングは全国から⼈がくるからすごそうですよね。

教育実習は、クラスは決まってるんですね。何年⽣ですか︖
先⽇、実習をさせていただく学校の運動会があったので⾒に⾏きました。⾃分が⼩学⽣だったときのことを思い出して懐かしくなりました︕︕
学校の雰囲気とか、どのような先⽣、児童がいるか少しわかるので、実習前に、学校の⾏事を⾒ておくのはいいかもしれないなあと思いました。

... 2007/06/10(Sun) 12:35  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:21回

めいさん こんにちは︕︕

ここ数⽇でとても暑くなりました。
って⾔っても東京の梅⾬の時期に⽐べたら全然過ごし易いんですけどね〜
スクーリングは何を受講するのか決めましたか︖
⾃分はなんだかんだ忙しくて、夏季休業中の予定も⽴てることができず、
まだ申し込みが完了していません・・・。
でも⾃分には時間も余裕がないので厳選しなくちゃいけないんですが、どの講義を選択するのがベストなのか迷っていますよ。。。
もし良い情報があったら⾄急よろしくです︕︕

運動会に⾏ってきたんですね〜︕
それはとても良い試みだと思います。
⾃分は週末も部活で時間が無くて⾏けない状況です。
担当クラスはあくまで予定ですが、５年⽣のクラスだと⾔われましたよ︕
めいさんはどんな感じなんですか︖

ではでは今⽇も暑いですが頑張っていきましょ︕︕

... 2007/06/11(Mon) 14:35  



  ☆おしえてください 投稿者︓さん  Rank:1回

はじめまして、たけさん。ひとつ教えていただきたいのですが、今、教師論のレポートを⼿がけています。それで教職と他の専⾨職の違いについてどうしても探し出せ
れません…。アドバイスお願いします。

... 2007/06/02(Sat) 08:08  

◇Re: おしえてください 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

http://meisei.n-hokkaido.com/kamoku/kyoushi.html

私のサイト内の情報です。テキストから読み取りました。でも、コメントが・・・。
もっと明確に書かないとだめなんでしょうけど・・・。まあ、なんとか合格はしています。

... 2007/06/07(Thu) 21:24  

  ☆質問があります 投稿者︓あや  Rank:1回

初めまして︕あやと申します。今⽇、児童⼼理学の試験を受けました。問題が２問あり、１問⽬に語句を４つ説明するものがありました。そのうちの１つでも間違って
いるものがあったら、やはり「不可」となるのでしょうか︖

... 2007/05/06(Sun) 17:57  

◇Re: 質問があります 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

いえ、合否の基準は「めいせい」に書いてあると思いますが、満点でないと合格しないということはありませんので、たぶん⼤丈夫だと思います。

... 2007/05/26(Sat) 19:54  

◇Re: 質問があります 投稿者︓トム  Rank:1回

あやさん、初めまして。
結果がでたら教えてください。
私も今度受験予定なので今後の参考にさせてもらいます。

... 2007/05/28(Mon) 10:40  

◇Re: 質問があります 投稿者︓あや  Rank:2回

たけさん
お返事ありがとうございました。試験直後に解答の間違いに気づき、ショックのあまり思わず書き込んでしまいました。たけさんのコメントに少し安⼼しつ
つ、結果を待ちたいと思います。

... 2007/05/29(Tue) 20:46  

◇Re: 質問があります 投稿者︓あや  Rank:3回

トムさん
児童⼼理学、⼤丈夫でした︕︕勘違いしてて、１問⽬の４つの語句説明の⽅ではなく、２問⽬を間違えていました。もっと危なかったです。
試験頑張ってください☆

... 2007/05/31(Thu) 21:33  

◇Re: 質問があります 投稿者︓トム  Rank:2回

あやさん
児童⼼理学あめでとうございます。
⾃分も合格するようがんばります。

... 2007/06/01(Fri) 12:29  

  ☆こんばんは 投稿者︓うさりん  Rank:11回

今⽇、学⽣証が届きました︕
４⽉の試験までに間に合うのか︕︖と不安でしたが、
無事に届いて良かったです。
改めて「学⽣だぁ〜」って実感です。

４⽉の試験がもうすぐだっていうのに、なかなか集中して勉強
出来る時間がありません。やばいです︕
とりあえず、⾳楽科教育Ⅰのみの受験なので・・・
レポートの範囲を復習しようと思います。

... 2007/03/28(Wed) 23:47  

◇Re: こんばんは 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

うさりんさん、４⽉の試験から受験するのですね。わたしは５⽉からです。今年も５⽉の試験はせめて⼀科⽬でも受験したいなぁと思います。お互い頑張りま
しょうね★

... 2007/04/02(Mon) 19:47  

◇Re: こんばんは 投稿者︓うさりん  Rank:12回

先⽇、結果が届きまして・・・
⾳楽科教育Ⅰ、優で合格しました〜︕
初めての試験だったのでとても嬉しかったです。

５⽉は４科⽬試験です・・・かなり不安ですが、頑張ります︕
たけさんも、５⽉は受験しますか︖︖
お互い頑張りましょう︕

... 2007/04/29(Sun) 15:57  

◇Re: こんばんは 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⾳楽Ⅰ合格おめでとうございます。優ですか、いいですね。私は去年１年間で優がもらえたのは、児童⼼理学・⾳楽Ⅰの⼆科⽬だったような気がします。単位
が取れれば優良可にはこだわらないという状況だったのであまり覚えていませんが。私は、とりあえず、教員採⽤試験の１次が終わるまではレポートも試験も
放置することにしました。

... 2007/05/26(Sat) 19:56  

  ☆無題 投稿者︓バンビ  Rank:1回

はじめまして。
今⾳楽教育１のレポートを作っているのですが、わからない点があります。
具体的には、五線譜の約束使⽤者のレポート、1単位⽬3-①-（10）で
ドとシ♭の⾳程をもとめるのですが、この場合鍵盤数を優先して、⻑６度と

http://meisei.n-hokkaido.com/kamoku/kyoushi.html


具体的には、五線譜の約束使⽤者のレポート、1単位⽬3-①-（10）で
ドとシ♭の⾳程をもとめるのですが、この場合鍵盤数を優先して、⻑６度と
するのか、または、短7度とするのかがわかりません。どなたか教えてください。
お願いします。

... 2007/05/19(Sat) 08:51  

◇⾳楽の課題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

＞この場合鍵盤数を優先して、⻑６度と
＞するのか、または、短7度とするのかがわかりません。

こんばんは。最近時間がなくて全然書き込めていません・・・。さて、ご質問の件ですが、鍵盤の数で考えたような気がします。去年の夏頃にレポートをや
り、テストを受けたときはばっちりだったのですが、もう記憶にありません。レポートを⾒直すと、短７度で提出していました。チェックが⼊っていないので
間違ってはいないと思いますが・・・。

... 2007/05/26(Sat) 19:52  

  ☆初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓おべりべり  Rank:12回

たけさん、こんにちは︕おひさしぶりです。
今⽉、初めて科⽬修了試験を受験するのですが、正直、不安です。
仕事上なかなか⼗分な対策をとる時間がとれないのですが、何かアドバイスください。
よろしくお願いします。

... 2007/04/28(Sat) 12:42  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

アドバイスですか・・・。うーん、詳細はサイト本⽂にもありますが、あとはですねぇ・・・。あきらめないことですかね。レポートを書いた時の知識を総動
員して。あとは、休憩が無いのでトイレに注意ということでしょうか。

... 2007/04/28(Sat) 23:00  

◇I'll do my best! 投稿者︓おべりべり  Rank:13回

たけさん、ありがとうございます︕そうですよね・・・アドバイスお願いしますって⾔われても困りますよね。。。失礼しました︕サイトを参考に頑張ってき
ます︕それでうさりんさん科⽬終了試験合格おめでとうございます︕⾃分は⾳楽が全くダメなんですけど、スクーリングではなく科⽬終了試験で取得可能です
か︖よろしくお願いします︕

... 2007/05/01(Tue) 13:45  

◇おべりべりさん 投稿者︓うさりん  Rank:13回

こんばんは︕
ありがとうございます。
⼩さいころピアノはやっていたのですが・・・
レポートの和⾳、コードネーム、⾳程（完全５度など）には苦労しました。
⾳楽の先⽣にいろいろ聞いたりして、やっと理解しました。
その辺が理解できれば、科⽬試験で可能だと思います。
友達の中には、「どうしても無理︕」とスクーリングを受けている⼈もいました。

... 2007/05/01(Tue) 21:05  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓いたち  Rank:3回

こんばんは。
便乗して質問です。
皆様は実際の試験で⼀科⽬あたり平均何⽂字くらいで
答えてるものなのでしょうか︖
今のところ準備してる予想答案は８００〜１０００⽂字位で
まとめてるのですが。

... 2007/05/01(Tue) 22:26  

◇うさりんさん 投稿者︓おべりべり  Rank:14回

こんにちは。
うさりんさん、ありがとうございます︕
なんだか⾳楽が苦⼿な⾃分にとってはかなりハードルが⾼そうですね・・・。
貴重なアドバイスありがとうございました︕
仕事が忙しくてまだ科⽬修了試験の準備もしてませんが頑張ります。
また、わからないことがあったらよろしくお願いします。
では良いＧ．Ｗを︕︕

... 2007/05/02(Wed) 16:29  

◇いたちさん 投稿者︓おべりべり  Rank:15回

こんにちは。はじめまして。
⾃分はまだ科⽬修了試験の対策もしていなく、初科⽬修了試験で不安でいっぱいなのですが、さっき過去問のところ⾒ていたら、⼤量にあり過ぎてどうしよ
う…って感じなんです。いたちさんは何かの項⽬に絞って予想答案作成しているのですか︖もしよかったら、アドバイスください。よろしくお願いします。

さきほど、うさりんさんのＨＰ拝⾒させてもらいましたが、皆さん頑張っていますよね。⾃分は教採の勉強とで結構中途半端だなって感じました。とにかく頑
張るしか⽅法はないのですが不安です。またいい情報がありましたらよろしくお願いします。

... 2007/05/02(Wed) 17:01  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

お疲れ様です。毎⽇の⽣活が忙しくて（半分いいわけですが）HPを全く更新していません。⼀種の単位も夏から秋にかけて⼀気にとろうと思います。さて、テ
ストに関してのご質問の件ですが、⼀応下記のように対策をたてています。字数もここに書いてあるとおりです。気の利いたアドバイスはできませんが、ま
ぁ、質問に答えるぞ︕という意気込みが⼤切ではないでしょうか。あとは、まだ時期が早いので万⼀の時はもう⼀回チャレンジできるぞというような気持ちの
ゆとりも必要だと思います。

http://meisei.n-hokkaido.com/060313.html

... 2007/05/02(Wed) 23:04  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓いたち  Rank:4回

おべりべりさん
はじめまして。
私が今回受ける試験は３科⽬で⽣徒指導、教育相談研究、特別活動研究で
教育相談以外は過去問の系統がそこそこ明確だったので、頻出と思われる部分だけ
回答集を作りました。問題の本質が近い物はどっちでも対応出来るよう、よく⾔えば
幅広く、悪く⾔えばあたりさわり無い感じでまとめてしまいました。
合格するかどうかは正直わかりませんが…

たけさま
こんばんわ。お忙しい中回答頂きありがとうございました。
既に字数について載っていたのですね。失礼いたしました。

http://meisei.n-hokkaido.com/060313.html


既に字数について載っていたのですね。失礼いたしました。
その部分をなぜかスルーしておりました…
初めてですし駄⽬だったら駄⽬で良いや︕位の気持ちで臨みます（笑）

... 2007/05/03(Thu) 00:03  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓がんば  Rank:2回

こんにちは。科⽬修了試験は難易度のボーダーラインが科⽬によって違うように思えます。私はいろいろと時間の制約が多く、まとまった時間が学習にあてら
れなかったので
過去問のキーワードをまとめた整理カード（⼤きめのカードです。）を作って試験対策をしました。科⽬修了試験の対策の時間の⽬安としては、1教科につき3
〜5時間は学習時間をあてました。だいたいは1度で合格をいただきました。
字数は⽤紙の8割を⽬途に書きましたが、半分以下の字数でも合格がいただけた科⽬も
ありますし、その解答が「出題者の求めるキーワードがいくつあるか︖」
ではないかと思います。
また、トイレ休憩がありませんので、3〜4教科受験のみなさんは、前⽇は冷たいものを⾷べ過ぎたりしておなかを冷やさないでくださいね。

... 2007/05/03(Thu) 08:24  

◇感謝︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:16回

たけさん、いたちさん、がんばさんありがとうございました︕
アドバイスを元に頑張ってみます。
本当に感謝です。

がんばさん、過去問のキーワードというのはめいせいとかに載っているものですか︖
もしよければ図々しいですが、明確なものを教えていただけると幸いです。
すみません。。。

... 2007/05/03(Thu) 12:49  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓がんば  Rank:3回

おべりべりさんへ。
過去問のキーワードはテキストから抜粋したものを書き込みました。
表に過去問を書き込み、裏⾯にそれに関連するキーワードを5〜8ほど書き込みました。
例えば、初等社会科教育法の「社会科と道徳教育の関連について述べなさい」ということであればその設問を表⾯に書き、裏⾯に 「 ＧＨＱの教育改⾰
修⾝・公⺠・地理・歴史などの教科の内容を融合 道徳教育の中⼼的役割を担う 昭和33年に道徳の時間が特設 児童の道徳的判断⼒の基礎を養う・・・」
などを書きます。
なんとかなるものです︕私は主婦で、仕事も休める状況ではありませんでしたので
スクーリングは必須の総合演習のみで、あとは科⽬修了試験だけで2種免許を揃えました。 がんばってくださいね。

... 2007/05/03(Thu) 17:01  

◇Re: 初、科⽬修了試験・・・。 投稿者︓ヒロぼん  Rank:1回

はじめましてー、こちらのサイトやリンク集のサイトなどで⼤変お世話になっているヒロぽんといいます。
科⽬終了試験についての話題があったので、便乗して質問をさせて下さい。

今⽇久々に試験を受け、来⽉も頑張ろうと問題⽤紙を⾒ると
来⽉受ける予定の科⽬に特に指⽰はないけれど、設問が１．２．と存在している事に気がつきました。
同じように⽀持は無いけれど複数問題が記述されている科⽬が他にもありました。
この場合、両⽅の設問に解答しなければならないのでしょうか︖

... 2007/05/06(Sun) 14:27  

◇Thanks a million!!! 投稿者︓おべりべり  Rank:17回

がんばさんへ

こんにちは︕⾊々なアドバイスありがとうございました︕部活動の遠征でがんばさんのメールを⾒れたのが当⽇だったので、前に教えていただいた整理カード
を過去問を参考に作って、科⽬修了試験に挑戦してきました︕今回は児童⼼理学と道徳教育だったんですが、⼼理の語句説明はカードに整理しておいたおかげ
で難なく書くことができました︕︕あとは⾃由作⽂でしたが、緊張のあまり試験官の注意説明で頭が真っ⽩になったのと勉強不⾜、⽤意していったものとテー
マが違ったのであんまり要点に沿っているか⾃信がありませんが頑張ってきました︕本当に感謝です︕来⽉の試験は今回の反省を⽣かし、チャレンジしてきた
いと思っています︕︕本当にありがとうございました︕また何かわからないことがあったら助⾔よろしくお願いします︕最後に今回残念だったのが、友達作り
をできなかったことです。受験者も１０⼈くらいしかいなく退室時間もバラバラで１⼈に声をかけましたが、なんとなく・・・で⼀緒にがんばって先⽣になろ
う︕って感じではなくさよならでした・・・。ではでは教採も２ヶ⽉をきったので両⽴して完全燃焼します︕

... 2007/05/07(Mon) 13:48  

  ☆質問です 投稿者︓ゆみ  Rank:1回

はじめまして、ゆみといいます。
質問があります。通信で⼼理をやりたいのですが、
明星⼤学では⼼理専攻といってもやっぱり教育の⽅がメインなんですか︖︖

... 2007/04/13(Fri) 22:16  

◇Re: 質問です 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

はじめまして。管理⼈のたけです。よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、学科がある以上はそれなりのことはやっていると思います。実際に通信で学ばれている⽅も多いと思います。
ただ、私が教員免許を取得しようとしているということもあり、私の周りには⼼理先攻の⼈は少ないですね。

... 2007/04/16(Mon) 21:35  

◇Re: 質問です 投稿者︓ゆみ  Rank:2回

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

... 2007/04/17(Tue) 23:28  

  ☆はじめまして☆ 投稿者︓なな  Rank:1回

始めまして☆今年の３⽉から通信教育はじめました。
お聞きしたいことがあるのですが、私は現在、教育⼤学の科⽬履修⽣としても⼤学に在籍しています。そこで、教育法の単位を何単位かとれるのですが、その単位を明
星⼤学に提出した場合、単位は流⽤しいただけるのでしょうか︖
⼀度、明星⼤学製のほうに問い合わせたら、基本単にの流⽤はできないと⾔われたのですが、このホームページをみて、初等教育法などの欄に（認定）となっていたの
を発⾒し、疑問に思ったのでメールしてみました。

あと、県によっては免許申請にあたり、中⾼の免許うを持っていれば、⼩学校の免許を取るにあたり流⽤してもらえる単位もあるらしいんですが、明星⼤学ではやは
り、決められた教材を全部こなさなければ免許状はもらえないのでしょうか︖︖

... 2007/04/11(Wed) 11:53  

◇Re: はじめまして☆ 投稿者︓ひで  Rank:1回



教育⼤学等を卒業し、免許を持っている場合に、その⼤学が⽂科省の認定を受けている場合は認定してもらえます。在学中で取れるから即使う、というのは基
本的に無理なはずです。履修⽣として在学中の⼤学からの証明書もまだ取れないはずですし。それができたら複数在学していろんなとこで単位集めるっていう
裏技ができてしまいますし。

中⾼免許の流⽤は教育実習に可能です。許可が出れば実習期間が短くなります。いずれにせよ、関係機関との連絡確認は必須です。

参考になりましたでしょうか。

... 2007/04/11(Wed) 19:59  

◇Re: はじめまして☆ 投稿者︓なな  Rank:2回

ありがとうございます☆とても参考になりました。
今まで、⼿続きなどに関しては、在籍していた⼤学側にやっていただいていただけに、分からないことだらけで…。
これからは⾃分で⾊々調べてやっていかないとなァ、と思いました。
私はおっちょこちょいな部分があるので、書類ミスなどで免許状が取得できなかったということがないように気をつけていきたいと思います（*＾＾*）

... 2007/04/12(Thu) 00:34  

  ☆こんばんはー。 投稿者︓うめこ  Rank:1回

初めまして。
現在、科⽬等履修⽣として、明星⼤学で学んでいます。
３年⽬なので、最後の年になります︕

情報学概論を残しているので、今、レポートに取り組んでいるところです。

初めて、たけさんのＨＰを⾒させてもらいました。
情報学概論、教科書だけでは、どうしても書けなかったため、
とても参考になりました。

ところでなんですが、３単位⽬と、４単位⽬のところ、
「データ紛失の為調査中」となっていますが、
データは、⾒つかったのでしょうか︖
⾒つかったのであれば、参考にさせていただきたいのですが。。。

図々しい事をお願いしてすいません。

... 2007/04/01(Sun) 20:27  

◇Re: こんばんはー。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

「データ紛失の為調査中」と書きましたが、まだ探していません。無いわけは無いのですが・・・。いったいどこに⾏ったのでしょう。情報学概論はいつまで
に書きますか︖今、新学期でバタバタしているので、少し時間を下さい。⾒つけたとしても、加⼯してアップしなければいけませんので…。

... 2007/04/02(Mon) 19:46  

◇Re: こんばんはー。 投稿者︓うめこ  Rank:2回

たけさん、こんばんはー。
お忙しいのに、図々しい事を聞いてすいませんでした。
今⽉の１５⽇までには、提出したいと思っています。

⽇が無いもので、あせってたので、お願いした次第です。
⾃分のための勉強なので、⾃⼒で頑張ってみます。

すいませんでした。
テキストとにらめっこして、頑張ってみます。

... 2007/04/04(Wed) 21:51  

  ☆はじめまして 投稿者︓リン  Rank:1回

はじめまして︕︕
昨年の１０⽉〜 明星⼤学で勉強を始めました

交流会アルバムのサイトに参加してみたいのですが、どうすれば参加できますか

... 2007/04/02(Mon) 14:10  

◇Re: はじめまして 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

リンさん、はじめまして。申し訳ないのですが、アルバムは交流会に参加した⼈しか⾒ることができないのですよ。みんなで撮影した写真を交流するいい⽅法
がないかな︖というところで、私がボランティアで設置したものですから。

もし今後ご⼀緒する機会がありましたらお知らせします。

... 2007/04/02(Mon) 19:44  

◇了解です 投稿者︓リン  Rank:2回

お返事ありがとうございました。また情報があれば教えてくださいね

... 2007/04/03(Tue) 10:52  

  ☆教育実習の申し込みの件 投稿者︓めい  Rank:5回

教育実習の申し込みの件で以前も質問させていただきましたが、やはり年度内ではないと受け⼊れていただけないのでしょうか・・・

4⽉からの仕事がまだはっきりしておらず、どのような⽣活を送るようになるのかまったく想像がつきません。。

やはり勉強してみて、通信教育の⼤変さを実感し、果たしてやっていけるのかと⼼配です。仕事がかなりきつい状況になった場合、教育実習を申し込んだものの、勉強
が進まず、教育実習にいけそうにない・・・ということになってしまったらどうしよう・・・ということばかり考えています。

たけさん、どう思われますか︖こんな質問ですみません。。

... 2007/03/15(Thu) 10:31  

◇Re: 教育実習の申し込みの件 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

>やはり年度内ではないと受け⼊れていただけないのでしょうか・・・

これは難しい質問ですね。うちの学校や私が実習に⾏った学校では、スクールカレンダーに「教育実習実施」と⼊っていました。着任式や離任式をやる学校で



これは難しい質問ですね。うちの学校や私が実習に⾏った学校では、スクールカレンダーに「教育実習実施」と⼊っていました。着任式や離任式をやる学校で
あれば授業時数にも影響するでしょうし。

>教育実習を申し込んだものの、勉強が進まず、教育実習にいけそうにない・・・
実習をお願いした以上、どんなことがあっても単位をそろえて実習に⾏かなければいけません。仕事との兼ね合いも⼤事ですがなんとしてもやるぞ︕という気
持ちが必要だと思います。あとは、先に教育実習の予定を決めて、これから勤務する職場に「教育実習に⾏くためにこの期間だけ休みを欲しいがどうか︖」と
いう事を事前に打ち合わせて理解を求めることをおすすめします。直前でもめるより最初にはっきりさせておいたほうがお互いのためだと思います。

これはあくまで私の意⾒ですが・・・。

※「題名」を編集した際に名前が変わってしまいました。失礼しました。

... 2007/03/15(Thu) 19:09  

◇Re: 教育実習の申し込みの件 投稿者︓おべりべり  Rank:10回

たけさん、いつもありがとうございます。
めいさん、お元気ですか︖⾃分も4⽉からの⽬途が⽴っておらず、教育実習の申し込みをしようにもお願いできず困っているところでした・・・。
レポートも思ったようには進まないけど、たけさんという頼もしい相談役がいるし、⾃分との闘いで頑張るしかないと思います︕みんなでがんばって夢実現し
ましょ︕︕
これからもよろしくお願いします︕︕

... 2007/03/16(Fri) 16:40  

◇Re: 教育実習の申し込みの件 投稿者︓めい  Rank:7回

たけさん、ありがとうございます。すでに、3⽉も終わろうとしています。引越し等があり、ばたばたした⽣活を送っています。学校は、すでに離任式も終え、
春休みを迎えようとしていますね・・・⼀⽇⼀⽇過ぎていくごとにあせりは増すばかりです。
春休みに⼊ってしまいますが、来週問い合わせてみようと思っています。こんな時期に、私を受け⼊れてくださるか不安なのですが、誠意を持ってお願いした
いと思います。

おべりべりさん、お久しぶりです。4⽉からの⽬途は⽴ちましたか︖私は、まだですが、やはり今年免許を取りたいので、どんなに忙しくても頑張ることを誓
い、来週問い合わせてみようと思っています。この時期に私を学校は受け⼊れてくださるか、不安ですが、誠意を持ってお願いしようと思っています。レポー
トは、⼤変ですよね。でも「やるしかない」この⼀⾔ですよね。お互い頑張っていきましょう。
実習の申し込みの件、進みましたら教えてください。

... 2007/03/23(Fri) 15:55  

◇ 教育実習の申し込みの件 投稿者︓おべりべり  Rank:11回

たけさん、めいさんこんにちは︕お元気ですか︖
⾃分はやっと4⽉からの赴任先が決定し、連夜の送別会と引越し準備に追われレポートが全然⼿がつかずの状態です。。。
とりあえず、次の赴任校が実家に近くなったので⺟校に教育実習の申し込みをしましたが、校⻑先⽣が退職ということで次の校⻑に引継ぎを⾏ってから連絡し
ますということでした。学年末の忙しい時に申し訳ないんですが教育実習の時期を考えてお話をすれば⼤丈夫な感じでした。本当はもっと前もって準備・計画
し依頼するのが筋なのでしょうが今の⾃分にはその余裕がありませんでした。姉は⼩学校の教員をしているのですが、教育実習を私⽤でドタキャンをした⼈も
いるって⾔うことでしたから・・・誠意をみせてお願いし、あとは単位を揃えて準備をするしかないですよね︕とにかくお互い頑張りましょ︕︕またまたで
す︕

... 2007/03/27(Tue) 12:21  

◇Re: 教育実習の申し込みの件 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

新年度になりましたね。私も、中学校→⼩学校でいろいろと変わってきて⼤変です。
＞、教育実習を私⽤でドタキャンをした⼈もいる
こういう⼈は、社会で通⽤しないでしょうね。でも、教員になっちゃう⼈もいるんですよねぇ…。そういう⼈が悪いように⽬だって迷惑するのは他の⼈。そう
ならないようにしないといけませんね。

＞誠意をみせてお願いし、あとは単位を揃えて準備をするしかないですよね︕
そうなんです。科⽬終了試験もスクーリングもかなりのプレッシャーです。逆に、⼀⽣懸命取り組めるかも。教育実習はゆとりを持って、でもあまり遅すぎな
い時期に設定して⼀気に乗り切るといいかもしれません。お互い頑張りましょう︕

... 2007/04/02(Mon) 19:57  

  ☆夏スクーリング 投稿者︓ルンルン  Rank:1回

はじめましてルンルンです。
早速ですが、夏スクについて質問があります。
夏スクのスケジュールっていつごろわかるんですか︖︖︖
レポートはかなり進んでるんですが、スクーリングの⽇程がわかれば、テストの⽇程とか組みやすいかなって思ってます。
多分お盆休みの⼀週間（今年は、8/11〜8/19まで）の休みで取れる教科がわかれば助かります。何か情報があればお願いします。

... 2007/04/01(Sun) 20:17  

◇Re: 夏スクーリング 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ルンルンさん、スクーリングの⽇程がわかるのは５⽉下旬ですよ。ちなみに去年は５⽉２９⽇にスクーリングのしおりが届きました。確かに、スクーリングで
受けられない科⽬をテストで受験すると効率がいいのですがね…。なかなか予定がわからないのですよ。

... 2007/04/02(Mon) 19:52  

  ☆こんばんは 投稿者︓うさりん  Rank:9回

たけさんは、ｍｉｘｉで明星のコミュニティの管理⼈を
しているのですか︖︖
以前からｍｉｘｉには興味があって、いろいろな⽅から
誘われたのですが、結局参加せずだったのです。
でも、明星通信でがんばっている皆さんが集まっている
のならやってみたいなぁ〜と思いまして︕
どんな感じなのですか︖︖

... 2007/03/22(Thu) 19:25  

◇Re: こんばんは 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。明星⼤学のコミュは登録者が６８０⼈にのぼります。スクーリングの時に交流会を実施したりもしているので⾯⽩いですよ。私はホームページに
⼒を⼊れていますので（最近はサボリがちですが）あまり出没していませんが、ｍｉｘｉも⼀応やっています。

... 2007/03/22(Thu) 21:33  

◇Re: こんばんは 投稿者︓うさりん  Rank:10回

そんなにたくさんの⽅が登録してるのですね︕
スクーリングで交流会など楽しそう。
私も参加したいなぁ。

... 2007/03/23(Fri) 20:33  

◇Re: こんばんは 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）



◇Re: こんばんは 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

Mixiに登録するには、mixiをやっている⼈の紹介が必要です。必要であればメールを送ります。

... 2007/04/02(Mon) 19:42  

  ☆がんばさんへ 投稿者︓はな  Rank:2回

ありがとうございます︕ 
レポートを 久々に書いて 脳みそが 
とろけそうでした 
教育⽅法1 
よきアドバイス参考にさせていただきます。 
本当に助かります︕

... 2007/03/25(Sun) 20:56  

  ☆おはようございます 投稿者︓はな  Rank:1回

はじめまして︕ 
昨⽇教材が 届いた⼩学⽣⼆種免許を⽬指している ７⽉初旬出産予定の妊婦です。 
質問なのですが 
選択科⽬で悩んでいます 
⼀応 ⽣活 理科 家庭科 にしようかと漠然と思っています皆さん オススメの科⽬は なんでしょうか︖
テストが ⽐較的難しい科⽬ってなんでしょうか︖ 
難しいのから取りかかろうと思っています︕返信お待ちしてます︕

... 2007/03/24(Sat) 10:25  

◇Re: おはようございます 投稿者︓がんば  Rank:1回

こんにちは。
うわさでは、初等国語と初等社会が科⽬終了試験が
通りにくいと⾔われます。
なぜかしら、他の通信制⼤学でも、同じ傾向があるようです。
⽣活と家庭科はよい選択だと思います。
スクーリングに通える環境でいらしたら、
初等社会と国語は秋スクで九州で
開講されていましたよ。

... 2007/03/25(Sun) 11:06  

  ☆２年⽬の教材が来ました 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⼀種免許（取得と同時に専修免許申請）を取得するために２年⽬に突⼊した通信教育ですが、今⽇その教材が届きました。とりあえず、４⽉１０⽇を⽬標に４科⽬やり
たいと思います。そうすれば６⽉の科⽬終了試験の受験ができますので。算数が難しそうですが、早めに⼿を打てば、科⽬終了試験をたくさん受けて数うちあたるの作
戦で何とかなるのではないでしょうか。

... 2007/03/19(Mon) 20:46  

◇Re: ２年⽬の教材が来ました 投稿者︓うさりん  Rank:8回

こんばんは︕
⼀種免許の教材が到着したのですね。
私も負けないように頑張りたいと思います︕

... 2007/03/19(Mon) 22:47  

◇Re: ２年⽬の教材が来ました 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

さっそく、理科教育１単位⽬の（１）だけやりました。これは戦後の理科教育の流れをまとめるので、教育課程論や初等社会科教育法などのカリキュラム改⾰
をまとめるものと類似していました。問題はこの先です・・・。でも、とりあえず取り組み始めました。

... 2007/03/20(Tue) 00:13  

  ☆科⽬選択は何処へ・・・︖ 投稿者︓おべりべり  Rank:9回

こんばんは。お久しぶりです。
みなさんそれぞれの道に向かってがんばってますね︕
私もがんばります︕
また、初歩的な質問で申し訳ないのですが、科⽬選択や住所変更などの様式はどのようにどこに送ればいいのでしょうか︖あの⽤紙だけを送ればいいんでしょう
か・・・。
お⼿数ですが教えて下さい。

... 2007/03/14(Wed) 17:41  

◇Re: 科⽬選択は何処へ・・・︖ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

明星⼤学通信教育部の住所に送ればいいですよ。
部報めいせいに住所が書いてあります。

... 2007/03/14(Wed) 19:48  

  ☆質問おねがいします 投稿者︓さる  Rank:2回

明星⼤学教育学部に⾮常に興味をもちました︕私は⼩学校の教員免許を、取得しようと、かんがえています︕  しかし仕事が特殊のため⼟⽇も仕事があります︕夏も
休みがなく、冬に⻑期の休みがあるくらいです︕ でもどうしても先⽣になりたいとおもってます︕ やはり免許取得はむずかしいですか︖何かいい⽅法があれば、教
えてください︕よろしくおねがいします︕

... 2007/03/12(Mon) 23:44  

◇Re: 質問おねがいします 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。私も前の仕事を続けながらだったら免許取得は困難だったと思います。１年間で取得しようとするならそれなりの気合と根性が必要だと思います
が、２年くらいかけてゆっくり⾃分のペースで取得する⽅法もあります。

私も最初は資料に⽬を通して考えましたので、まずは資料を⾒て検討されるのが良いと思います。やってみるとなんとかなるものですよ。

>でもどうしても先⽣になりたいとおもってます︕
やりたいという気持ちがあればチャレンジしてみてはいかがでしょうか。



いい⽅法はありませんが、コツコツやることが近道だと思います。
明星⼤学以外にもいろいろありますので下記もぜひご覧ください。
http://meisei.n-hokkaido.com/051031.html

... 2007/03/12(Mon) 23:46  

  ☆こんにちは 投稿者︓うさりん  Rank:6回

たけさん、こんにちは︕
今⽇はお願いがあって参りました。
私のブログにこちらのサイトをＬＩＮＫさせていただきたいのですが
よろしいでしょうか︖︖
いろいろな情報があって、すごくためになるサイトなので︕
ぜひＬＩＮＫをはらせてもらいたいのです。よろしくお願いします。

今⽇はこれから道徳教育の研究のレポートをやる予定です。
頑張ります︕︕

... 2007/03/11(Sun) 13:34  

◇Re: こんにちは 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

うさりん様

当サイトは、全ページリンクフリーなのでどうぞご⾃由に。
道徳教育の研究頑張ってください。わたしはそろそろ１種に向けての教材を送ってもらう⼿続をしようかなと思っています。

... 2007/03/11(Sun) 19:54  

◇Re: こんにちは 投稿者︓うさりん  Rank:7回

ありがとうございました。
早速、ＬＩＮＫ貼らせていただきました。
私のへぼブログもＬＩＮＫしてくださり、ありがとうございました︕
これからもよろしくお願いします。

本⽇、新たに選択教科の配本がありました。
また教科書が増えて⼤変そうだけど、頑張ります︕

... 2007/03/12(Mon) 17:46  

  ☆無題 投稿者︓めい  Rank:4回

こんにちは。お久しぶりです。3⽉になりましたね・・・。ぽかぽか毎⽇暖かく、春はすぐそこという感じですね。
皆さん勉強がんばられているようですね。私は、最近進まず、悩んでいます。通信の難しさを感じます。

... 2007/03/05(Mon) 11:54  

◇返信がおそくなりました 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。お久しぶりです。
こちらは寒い⽇が続いています。通信の課題は休みの⽇に気合を⼊れてやらないとなかなか進まないですよね…。やるときは⼀気にやらないと…。私も、あと
⼀歩で完成というところまでやりながら何ヶ⽉もその先が進まなかったり…。ということもありました。

... 2007/03/11(Sun) 22:27  

  ☆無題 投稿者︓ｑ  Rank:1回

こんばんわ。
べいきちさん、現在 在学している⼤学に通信教育で教員免許を取得できる⼤学との提携状況をを聞いてみたらいいと思います。
私の⺟校の新聞に、最近の情報として掲載してあり、最近ではいろんな⼤学が取り⼊れているのかと思ったので、書き込みしてみました。

... 2007/03/11(Sun) 21:47  

  ☆はじめまして。 投稿者︓ぺいきち  Rank:1回

はじめまして。こんにちは。今⼤学⽣なのですが、⼤学に在籍しながら教員免許が取得出来る通信制の⼤学ってありますか。いきなり失礼な投稿すみません。どなたか
知っているのでしたら、お願いします。

... 2007/03/10(Sat) 14:17  

◇Re: はじめまして。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。うーん、⼆重学籍になること事体が難しいのではないかなと思います。科⽬等履修⽣でコツコツ単位を揃えるか、編⼊するしか⽅法はないのでは
ないかな…。

残念ながら私には良い⽅法が思いつきません…。

... 2007/03/11(Sun) 19:56  

  ☆しくじり。 投稿者︓いたち  Rank:2回

こんにちは。
先⽇書き込みさせて頂いてから数⽇。
教科に対してとりあえず⽬に付いた
児童⼼理学（やりかけ）、教育課程論、教師論、⽣徒指導と
かなり無計画にレポートを作成していたのですが・・・。
4つ中3つが⾒事に試験が難関との事ではありませんか︕（笑
5⽉の試験が初めてなのでかなり怯えています((((︔゜Д゜)))
こりゃしくじりました。

... 2007/03/08(Thu) 16:49  

◇Re: しくじり。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

⼤丈夫ですよ︕児童⼼理学は⽤語をしっかり覚えていけばなんとかなります。
わたしは巻末の語句を中⼼にキーワードを確認し、暗記していきましたら「優」で通りました。当サイトにも過去問題がありますので参考にしてみてくださ
い。

教育課程論、うーん⼀応１回でパスしましたが、問題のあたりはずれがありますから、当たりを期待しましょう。教師論は教科書から出ます。⽣徒指導は問題

http://meisei.n-hokkaido.com/051031.html


教育課程論、うーん⼀応１回でパスしましたが、問題のあたりはずれがありますから、当たりを期待しましょう。教師論は教科書から出ます。⽣徒指導は問題
のパターンが決まっています。その分採点が厳しいような気もしますが、準備ができますのでなんとか。

４単位２科⽬と２単位２科⽬で１２単位。スタートダッシュとしてはいいのではないでしょうか。私も去年こんな感じで受験しました。

... 2007/03/10(Sat) 00:17  

  ☆こんばんは 投稿者︓うさりん  Rank:4回

これからレポートを始めようとパソコンを開きました。
その前に、書き込みにきてみました♪

今⽇は、児童⼼理学をやる予定です︕
とにかくレポートを出さないと試験は受けられないし、頑張ろうと思います︕

そうそう、選択の３科⽬ですが・・・
４⽉のめいせいに過去問題が出るって聞いたので、それを⾒てから最終的に決めようかとも思っています。やはりテストの範囲が広いと不安ですし、、、でも、早めに
⼿続きしたほうがいいですかね︖

... 2007/02/26(Mon) 17:59  

◇こんばんは 投稿者︓おべりべり  Rank:7回

こんばんは︕レポートはどんな感じですか︖
⾃分はなかなか進まない状況で苦労してます…。
レポート出さないと始まりませんもんね・・・。
科⽬終了試験は１単位ごとにテストがあるんですか︖
orレポート単位分を全部提出した時点で受ける資格があるのですか︖
ちゃんと理解していないでこのような質問をしてすいませんが
よろしくお願いします。
あと選択科⽬はやはり申し込み期限とかあるのですか︖

... 2007/02/27(Tue) 18:46  

◇Re: こんばんは 投稿者︓うさりん  Rank:5回

試験は科⽬ごとの試験になると思います。
なので、４単位の科⽬は４つレポートを提出しないと
テストに受験できないと思います。

選択科⽬は期限はないと思います。
でも、書類を出してから配本になるまで時間がかかる
ようなので、早めのほうがいいのかもしれません。
結局、明星の先輩のアドバイスで３科⽬を決めました︕
今⽇書類を郵便で出しました。

... 2007/03/04(Sun) 23:01  

◇ありがとうございました。 投稿者︓おべりべり  Rank:8回

 うさりんさん、ありがとうございました︕
うさりんは選択科⽬を何になさったのですか︖もしよければ・・・。
教材のことを考えると⾃分も早くしないといけませんね。。。
ではではがんばります︕

... 2007/03/06(Tue) 15:32  

  ☆はじめまして 投稿者︓いたち  Rank:1回

こんにちは。
サラリーマンから教員免許取得を⽬指している
いたちと申します。
⾝近な⼈に通信について詳しく知っている⼈がおらず
インターネットで情報収集していたのですが、
たけさんのサイトは⾮常に詳しく、実践的なアドバイスが
多いので⼤変参考になりました。
ありがとうございます。

通信での勉強ってどうしても孤独を感じますので
他にも頑張ってる⽅々がいる事を感じ、すこし励まされました︕

... 2007/03/01(Thu) 12:42  

◇Re: はじめまして 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

いたちさん、はじめまして。私もサラリーマン出⾝です︕
なかなか⼤変なことも多いと思いますけどお互い頑張っていけたらいいですね。

私も先⽇、もう⼀年学籍を延⻑し⼀種の免許を取得することにしました。もうしばらく通信教育で学びますのでよろしくおねがいします。

... 2007/03/04(Sun) 21:09  

  ☆無題 投稿者︓めい  Rank:2回

たけさん、おべりべりさんありがとうございます。

２⽉８⽇、ダンボールに⼊った教材が届きました。早速ダンボールをあけ、⼊っているものを確認しました。教科書を全部積み上げて、教科書の⼭に少々困惑しつつ
も、がんばるぞ︕と気合を⼊れました。

おべりべりさんは、既にレポート書き頑張られているようですね。私は、教科書を読み始めましたが、なかなか進みません。⼀年間やっていけるのかと、かなり不安に
なってます・・・でもやるしかないですね。スタートダッシュが肝⼼とのこと、今頑張ることが⼤事なんだと⾃分に⾔い聞かせ、頑張ります。

ひとつわからないことがあるので質問させてください。６科⽬中、３科⽬選ぶという選択教科があるかと思うのですが、あの⼿続きはどのような⽅法で⾏うのでしょう
か︖⼿引き等を読んでもどうしてもわからなくて・・・こんな質問ですみません・・・教えていただけるとうれしいです。

... 2007/02/13(Tue) 14:59  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

部報めいせいの巻末に申込みの⽤紙があったと思います。その紙に、やりたい科⽬に○をつけて送ったと思います。確認してみてください。



... 2007/02/14(Wed) 00:24  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:5回

たけさん、めいさんありがとう︕
⾃分はすっかりその部分を⾒落としていて、
⾃分の取る科⽬を⾃由にやっていいものだと思ってました・・・。
めいさんはどの科⽬を取る予定ですか︖
⾃分も早急に考えないとあかんです。
レポートですが、なかなか教科書だけではまとめることができず、
だからといって⼤学も近くにないので本を借りに⾏くこともできず悩み中です…。
たけさんは本当にスゴイですよ︕⾃分も3⽉の必着までにできるだけ多くのレポートを書きたいと思ってます。
では、めいさんもがんばってください︕

... 2007/02/14(Wed) 13:44  

◇Re: 無題 投稿者︓めい  Rank:3回

たけさんありがとうございます。部報めいせいの巻末にありました。あの⽤紙に○をつけて送ればいいのですね。でも、このことに関しては、やはり学習の⼿
引きにもハンドブックにも説明が⾒当たらないです・・ちょっとわかりにくいですね・・・

おべりべりさん、選択科⽬に関しては私はまだ悩んでいるのですが、社会はとろうと決めています。あとの2科⽬を国語、算数、理科で迷ってます。⽣活も勉強
したい気もします・・・でもあまり迷ってられませんね。早めに決めて、⽤紙を送ろうと思います。
レポートは、やはり教科書だけでは書けないんですね。近くには、市⽴図書館や県⽴図書館もないのでしょうか︖
教育実習の申し込みの件はどうなりましたか︖私は、まだ履修計画が整理できてないので、それが整理でき次第まず教育委員会に電話をかけようと考えていま
す。

... 2007/02/14(Wed) 19:24  

◇無題 投稿者︓おべりべり  Rank:6回

めいさん、こんにちは︕⾃分は選択科⽬を算数・社会・⽣活を取ろうと考えています。まだほとんど科⽬のほうには⼿がまわってないのでわからないです
が・・・。どの科⽬も難しそうですね。。。正直、科⽬終了試験が想像できなくて不安ですよ。それとレポートはどうしても僻地に住んでいるのでインターネ
ットをたくさん活⽤しているのと福祉の先⽣からテキストを借りて参考にしてますん。でもなかなかうまくは書けないですね…。
教育実習に関しては、次の勤務する所が決まってから近ければ⾃分の⺟校に依頼するか、近辺の⼩学校に直接お願いしに⾏こうと考えているのですが教育委員
会を通して⾏ったほうがいいのですかね︖
⾃分も履修計画がまとまっていないんですが、2⽉の教育実習でも2種免許取得は間に合うのか、それともたけさんのように１１⽉に間に合うようにがんばるし
かないんですかね︖
とにかくいろいろと悩みは多いですね・・・。ではではまたまた。

... 2007/02/15(Thu) 14:36  

◇Re: 無題 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

私の選択科⽬は、社会・理科・家庭科を選びました。まあ、難易度の感じ⽅は⼈それぞれですが、どの科⽬も頑張ればなんとかなるのかなと・・・。あまり参
考になりませんね。

科⽬終了試験・レポートのページをこの選択科⽬分（社会・理科・家庭科）を早めにアップしますね。今⽉中をめどに…。ご覧になってみてください。

... 2007/02/15(Thu) 17:13  

◇Re: 無題 投稿者︓うさりん  Rank:3回

初めまして︕
私も、３科⽬をどれにしようか悩んでいます。。。
⼀応、算数・⽣活の２科⽬はほぼ決定なのですが・・・
あと⼀科⽬どうしよう〜。
国語かなぁ。
出来れば教科書を⾒て決めたかったな〜って思っちゃいます。

... 2007/02/15(Thu) 22:43  

  ☆初めまして︕ 投稿者︓うさりん  Rank:1回

初めまして。
⼩学校２種取得を⽬指し、今⽉明星に⼊学したうさりんです。
実は、⼊学前にどの⼤学にするか悩んでいて・・・
インターネットで情報を集めていたんです。
そのときからこちらのサイトを拝⾒させていただいていました。
いろいろ参考になりました。ありがとうございました。

通信での勉強はとても不安ですが、同じく頑張っている⽅々もいるんだ︕
と思い、頑張りたいと思います。
宜しくお願いします。

... 2007/02/14(Wed) 23:05  

◇Re: 初めまして︕ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

はじめまして︕こちらこそよろしくお願いします。私ももう⼀年頑張って、⼀種の免許をとりたいと思いますので、⼀緒に頑張りましょう★

ＨＰ拝⾒しました。お仕事、私と似た部分がありますね（詳しくは触れませんが）。
お互い、働きながらですが頑張りましょう♪

... 2007/02/14(Wed) 23:14  

◇Re: 初めまして︕ 投稿者︓うさりん  Rank:2回

おおー︕
⼀種の免許取得するのですね。すごいです。
お互い頑張りましょう︕

そうなんですね、同じような部分があるんですね︕︕
同じような環境でも頑張っている⽅がいるとは⼼強いです。

... 2007/02/15(Thu) 22:41  

  ☆★教育実習★ 投稿者︓めい  Rank:1回

はじめまして。私も4⽉から⼩学校2種を取得しようとしているものです。おべりべりさんと同じく、教育実習の申し込みを今の時期にしなくてはいけないのかと悩んで
いたところで、ここを⾒させていただきました。申し込みは、年度が変わる前にということなので、この時期にしなくてはいけないようですね。⼤変参考になりまし
た。また、何かわからないことがあったらここに書き込ませていただきますので、よろしくお願いします。

おべりべりさん、教育実習の申し込みなど今から不安ですが、⼀緒にがんばっていきましょう。よろしくお願いします。



... 2007/02/07(Wed) 15:41  

◇Re: ★教育実習★ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

めいさん、はじめまして。４⽉からということはもう願書を出して、さてどうしようか…というところですかね。３⽉１５⽇までにどれだけのレポートが出せ
るかで、1年間のスケジュールが随分ラクになります。通信教育はスタートダッシュが肝⼼なので頑張ってください。

... 2007/02/07(Wed) 23:07  

◇★教育実習★ 投稿者︓おべりべり  Rank:4回

めいさん、ありがとうございます︕今は、レポート書きで悪戦苦闘中ですが、頑張るしかありません︕︕⼀緒に頑張っていきましょい︕︕
それで、結局、単位が揃ってなくても実習先に申し込みをしなくてはならないってことなんですよね︖度々、すいませんがたけさん、教えて下さい︕︕

... 2007/02/09(Fri) 15:41  

◇Re: ★教育実習★ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

そのとおりです。何年もかけて免許を取得する場合を除いて、学習計画の段階で実習校に依頼しないと…単位がそろってから「来⽉⾏きます︕」というわけに
もいきませんので。

... 2007/02/09(Fri) 22:17  

  ☆教育実習 投稿者︓おべりべり  Rank:1回

はじめまして︕４⽉から⼩学校２種を取得したいと思ってます。わからないことばかりで⼤変申し訳ないのですが質問させてください︕⼩学校への教育実習の申し込み
は単位が揃っていなくても今のうちにお願いしたほうがいいのでしょうか︖あと、いまいちどのようにレポートに構成すればいいいのかわかりません。。。もしよけれ
ばお⼿数ですがアドバイスお願いします︕

... 2007/02/06(Tue) 18:16  

◇Re: 教育実習 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。はじめまして。
教育実習は単位がそろう前（履修計画段階）で依頼するといいと思います。
それまでに単位をそろえるように頑張ってください。
詳しくは当サイトの実習の流れ（http://meisei.n-hokkaido.com/061216.html）をご覧下さい。また、レポートの書き⽅についても私のやり⽅ですが、公開
しています。

... 2007/02/06(Tue) 20:35  

◇ありがとうございます︕ 投稿者︓おべりべり  Rank:2回

 たけさん、ありがとうございます︕
 単位がそろう前（履修計画段階）ということはテキストにのっていた２０〜３０単位履修して からでも⼤丈夫だということでしょうか︖物分りが悪くすい
ません。。。
 どこかで⾒たサイトには前年度から話をしておいた⽅がいいと書かれていたんですが・・・。
 レポートに関しては参考にさせていてだきます︕本当にありがとうございました︕︕

... 2007/02/07(Wed) 18:39  

◇度々すいません。 投稿者︓おべりべり  Rank:3回

 掲⽰板を書いた後にたけさんのサイトを⾒て理解できました︕すいませんでした。
できることなら私も1年間で免許を取得したい考えています。たけさんは⼀⽉にどれくらいのペースでレポートを書いていたんでしょうか︖あと、もしこの科⽬
は絶対にスクーリング取った⽅がいいというものがありましたらアドバイスお願いします︕まだ⾃分の中でどの科⽬を優先的にやっていけばいいのかわから
ず、レポートに取り組み始めたので何かありましたらよろしくお願いします。

... 2007/02/07(Wed) 18:52  

◇Re: 教育実習 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

レポートを書くペースは私の場合は早い⽅だと思います。
去年は３⽉１５⽇までに児童⼼理学、教師論、教育相談研究を出しました。
その後も、４⽉、６⽉の締め切りまでに２０単位分提出して、バンバン科⽬終了試験に挑みました。

... 2007/02/07(Wed) 23:10  

  ☆はじめまして︕︕ 投稿者︓こうた  Rank:1回

明星で⼩学校２種を取得中のこうたです。科⽬は全部取り終えて申請なんですが、介護体験が残っていました。これから、道に聞いてみようと思うのですが、介護体
験、⾃分で探して証明書をもらって免許申請したらだめなんですかね︕︖明星の介護体験の証明書の⽤紙には⼤学の印などはいらない感じなのですが・・・ 分かる⽅
いましたらおしえてください。ちなみに１２⽉に申し込みはしました。

... 2007/01/25(Thu) 13:40  

◇Re: はじめまして︕︕ 投稿者︓うさお  Rank:2回

こんにちは、こうたさん。はじめまして★
私の知り合いで個⼈的に介護実習をした⽅がいるのですが、⼤変だったようですよ。
参考にメッセージを転記しますね。

***以下転記***
 介護体験は⼩学校または中学校の教論の普通免許状（授与根拠が免許法題条別表第１のもの）を所有してない⽅（同免許状を現在申請中の⽅は含まない）
で、すでに介護体験を完了していて、７⽇間の介護体験実施証明書のある⽅はその全ての証明書のコピーを出願時に提出すると免除になります。
申請するためには、出⾝⼤学にお願いして、教育委員会への申込をしてもらいます。
教育委員会では個⼈からの直接の申込には応じないそうです。

... 2007/01/25(Thu) 17:43  

◇ありがとうございます。 投稿者︓こうた  Rank:2回

情報ありがとうございます。個⼈的に介護実習した⽅はなにが⼤変だったかわかりますか︖その⽅は免許の申請はできたのでしょうか︖︖

... 2007/01/26(Fri) 09:04  

◇Re: はじめまして︕︕ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

 こうたさん、はじめまして︕
 介護等体験はなかなか難しいですよね。受け⼊れる側も良く思っていない場合がありますし。私は、介護等体験が始まった年に実施し、しかもその施設の第
⼀号だったので、看護学⽣と同じメニューで⼀緒にやり苦労しました。今はどうなんでしょう。
 これは、⽥中真希⼦⽒が、個⼈差があることを実感することが必要といって始められたものだったと記憶しています。
 ご質問の内容にはお答えできませんが、実習頑張ってください︕（^^:）
 うさおさん、情報ありがとうございます。やっぱり個⼈的にやるのはなかなか⼤変みたいですね…。私の周りにもそういう⼈はいませんので…。

... 2007/01/27(Sat) 10:37  

◇Re: はじめまして︕︕ 投稿者︓イド  Rank:1回

こんにちは。
私は、⼗⽉⽣で⼊学してすぐに申し込みをして、実際に実習に⾏けたのが翌年のの9⽉と10⽉で、実際に単位認定してもらえたのは12⽉でした。
⼤学を通してだと、申請から認定まで１年以上はかかるようです。

⾃治体にもよるかと思いますが、受け⼊れ先が少なくて順番待ちをしている⽅がかなりの数

http://meisei.n-hokkaido.com/061216.html


⾃治体にもよるかと思いますが、受け⼊れ先が少なくて順番待ちをしている⽅がかなりの数
いらっしゃるようです。なので、個⼈で申し込みをしても結局は順番待ちになってしまうかもしれませんよ。私は、お世話になった施設にその後もよくお邪魔
しているのですが、
常に何⼈も介護体験⽣がいます。
私はここhttp://www.okishakyo.or.jp/~jinzai/kyouin.htmlを参考にしましたが、
「年間受⼊計画書」を提出している施設でないと単位認定してもらえないかもしれません。
それに、提出している施設にはすでに受け⼊れ待ちの学⽣さんがたくさん待っているかとも…。
まだまだ制度が整っていないので、難しいかもしれませんね。

... 2007/01/27(Sat) 16:18  

◇Re: はじめまして︕︕ 投稿者︓うさお  Rank:3回

こんにちは、返信が遅くなってごめんなさい。

彼⼥は⼊学前に個⼈的に介護実習を⾏いましたが、その申請を出すまでに役所や福祉センター、⼤学などをたらい回しにされたそうです。公務員の対応とかで
はなくて、どこも法律が変わって前例がなかったようでわからなかったようです。
結局卒業⼤学でねばって申請できたそうですが…。

どちらにしても申請は⼤学を通さなければできないので、個⼈的にやるとしても卒業⼤学に申請を頼まなければならないんじゃないのかな。こうたさんの場
合、現在明星⼤学に在籍しているので、できたとしても卒業⼤学側が⼿続きをしてくれるかどうかが⼼配ですね。
もしかしたら⾃治体によって対応が違うかもしれないので、都道府県の教育委員会へ確認してみたらいいと思いますよ。

... 2007/01/28(Sun) 23:23  

◇みなさん ありがとうございます。 投稿者︓こうた  Rank:3回

いろいろ教えていただきありがとうございます。僕の場合、介護体験がやはりいつになるかによって、⼤きく変わってくるので、都道府県の教育委員会に聞い
てみますね︕︕なにかわかれば、今後の参考のために書き込みします。

... 2007/01/29(Mon) 11:31  

  ☆はじめまして☆ 投稿者︓うさお  Rank:1回

こんにちは、たけさん☆明けましておめでとうございます。
ご挨拶が遅れてしまってごめんなさい。
先⽣になろう☆のうさおです。
⼀時期少なくなっていたけれど、やっぱり現役のパワーはいいですね。
こちらも元気がわいてきます。e(^。^)9
こちらからも是⾮リンクさせてくださいね。
これからもご近所づきあいよろしくお願いします。m(_ _)m

... 2007/01/16(Tue) 16:22  

◇Re: はじめまして☆ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

ご訪問ありがとうございます︕うさおさんのところから⾒るとまだまだ情報も少ないのですが、がんばります︕

... 2007/01/24(Wed) 23:49  

  ☆はじめまして。 投稿者︓秋  Rank:1回

先⽣になろうからとんできました秋です。
同じ北海道の⽅だと知って思わず書き込んでしましました。
現職の⼩学校教員ですが，免許が中学校の免許しかもっていなかったため，
明星の通信で免許をとっているところです。（もうあとはレポートの返送をまつだけですが。）
現職として，１⼈でも多くの教員仲間が増えることを祈っています。
なにかあったら相談にのりますので，秋のブログにもどうぞ遊びにきてくださいね。

... 2007/01/12(Fri) 23:37  

◇Re: はじめまして。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。はじめまして︕今後ともよろしくお願いします。
まだまだわからないことばかりですので、いろいろと相談に乗っていただけると嬉しいです。北海道の⽅という事で⼼強く思います♪

... 2007/01/12(Fri) 23:55  

  ☆助かったぁ…。 投稿者︓イッシー  Rank:1回

来週から教育実習なので、ただいま様々な準備中なのですが、
「学級全⽇経営案」というのがどうしてもよく分からなくて、
担当教諭にも確認したのですが、「年間計画ならあるけど…」
ということで、分からずじまい。
書式だけでも⼿に⼊れたいと思って、Web上をさまよっていたところ、
このHPにたどり着きました。
すんごい助かりました。
「指導案」の書式なら、くさるほど⾊んな所に記載があるんですけど、
この「学級全⽇経営案」の書式って、意外と無いんですよねぇ。
これからも、お世話になるかもしれませんので、よろしこ。

... 2007/01/10(Wed) 18:03  

◇Re: 助かったぁ…。 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

こんばんは。そうなんですよ。この書式は、明星⼤学の「教育実習」という冊⼦の中に例が載っているだけで、実習校にはない場合が多いようです。冊⼦の形
式を真似して作ればいいだけなのですが、それも表作成に慣れていないと⾯倒ですよね。だから、せっかくなのでみんなも利⽤できるようにアップしておきま
した。字の⼤きさなどを調整してお使い下さい。

実習、がんばってください︕

... 2007/01/10(Wed) 19:45  

◇Re:ありがとうございます︕ 投稿者︓イッシー  Rank:2回

とにかく、分からないことだらけで、来週から実習なのに、準備らしい準備が出来ていません。
でも、度胸⼀番。やるだけやってみます。

... 2007/01/12(Fri) 22:06  

  ☆すごい︕ 投稿者︓やもめ  Rank:1回

コミュでここを知りました。

http://www.okishakyo.or.jp/~jinzai/kyouin.html


コミュでここを知りました。
明星通信初⼼者にとってものすごく頼りになるＨＰが出てきたな︕と嬉しくなりました。
さすがですね︕
ちょくちょく寄らせて頂きますね☆

... 2007/01/08(Mon) 12:26  

◇Re: すごい︕ 投稿者︓たけ  Rank:（管理⼈）

 ありがとうございます。私も去年の今頃は不安でいっぱいでした。せっかくホームページを持っているのだから、欲しい情報が⾒られるサイトを作ろうと、
１２⽉から製作を開始しました。常識の範囲内で情報をアップしていきます。
 コミュとは違い、すべて私の個⼈的意⾒でできているサイトですがなにとぞよろしくお願いします。
 また、何かを書き込んだのに何⽇も放置されることがないように、書き込みがあるとメールで通知が来るシステムを採⽤しました。何かあれば掲⽰板もご利
⽤下さい。

... 2007/01/08(Mon) 12:32  

  ☆明星⼤学通信教育の掲⽰板 投稿者︓たけ＠管理⼈  Rank:1回

なまら北海道だべさ「明星⼤学通信教育コーナー」設置に伴い掲⽰板を新設いたしました。どうぞご利⽤下さい。

... 2006/12/28(Thu) 01:49  


