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「教育原理」一問一答 （2021 年 4 月 1 日出題基準日版）          

©2021sakurakosensei  転載禁止 

＜問題＞ 

✔  問 題 正解 

問１～問 11＝「教育基本法」   

 １ 教育は、精神の修養を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として

必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな

らない。 

 

 ２ 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳

心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 

 

 ３ 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、健全なる精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う

こと。 

 

 ４ 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習すること

ができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければ

ならない。 

 

 ５ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会

において自立的に生きる力を培い、また、国家及び社会の形成者として必要

とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 

 

 ６ 地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収し

ない。 

 

 ７ 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と

修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 

 

 ８ 地方公共団体は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生

活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の

調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

 

 ９ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること

にかんがみ、父母その他の保護者は、幼児の健やかな成長に資する良好な環

境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 

 

 １０ 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と

責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

 

 １１ 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要

な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公

表するよう努めなければならない。 
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✔  問 題 正解 

問 12～問 20＝「学校教育法」 

 １２ 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定める

ところにより、児童、生徒及び学生に懲戒、体罰を加えることができる。 

 

 １３ 保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見

人））は、次条に定めるところにより、子に９年の普通教育を受けさせる義務

を負う。 

 

 １４ 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者

に対しては、国は、必要な援助を与えなければならない。 

 

 １５ 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて

体力を養い、心身の調和的発達を図ること。 

 

 １６ 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて

将来の進路を選択する能力を養うこと。 

 

 １７ 幼稚園は、幼児教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育

し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助

長することを目的とする。 

 

 １８ 幼稚園に入園することのできる者は、3 歳となる年度から、小学校就学の始

期に達するまでの幼児とする。 

 

 １９ 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基

礎的なものを施すことを目的とする。 

 

 ２０ 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は

病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校

又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の

困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 

 

問 21～問 28 は「いじめ防止対策推進法」 

 ２１ この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う

心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 

 

 ２２ この法律において「学校」とは、学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼

稚部を除く。）をいう。 
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✔  問 題 正解 

 ２３ いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であ

ることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができる

よう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨とし

て行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び

他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがな

いようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問

題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身

を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学

校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服するこ

とを目指して行われなければならない。 

 

 ２４ 国は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住

民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防

止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを

受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有す

る。 

 

 ２５ 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のため

の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（以下「いじめ防

止基本方針」という。）を定めるものとする。 

 

 ２６ 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培

い、心の通う生きる力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏ま

え、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければ

ならない。 

 

 ２７ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその

保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他の SNS を

通じて送信される情報の特性を踏まえて、SNS を通じて行われるいじめを防

止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な

啓発活動を行うものとする。 

 

 ２８ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるとき

は児童相談所と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童

等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに児

童相談所に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 
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✔  問 題 正解 

問 29～問 36 はわが国の教育の歴史 

 ２９ 1872（明治５）年、わが国初の教育法規である「学制」が制定された。「国

民皆就学」を目指し、フランスの教育制度を参考とした。 

 

 ３０ 1879（明治 12）年、「教育令」が制定された。文部大輔の森有礼が中心と

なった。アメリカの教育制度を参考とした。 

 

 ３１ 1885（明治 18）年、伊藤博文内閣発足。初代文部大臣は田中不二麿であっ

た。 

 

 ３２ 1886（明治 19）年、「小学校令」にて、小学校が教育機関と位置づけられ

た。 

また、尋常科の 4 年間が義務づけられ、わが国初の義務教育制度が誕生し

た。 

 

 ３３ 1890（明治 23）年、「教育基本法」が明治天皇の名により発令。井上毅、

元田永孚らが作成に協力した。 

 

 ３４ 1900（明治 33）年、「第 3 次小学校令」が制定され、わが国初の義務教育

無償制となった。 

 

 ３５ 1946（昭和 21）年、「日本国憲法」が制定され、あわせて教育委員会が発

足し、わが国の戦後の教育改革を論議した。 

 

 ３６ 1947（昭和 22）年、「教育基本法」制定され、わが国の教育理念、原則、

学校体系を規定した。 

 

問 37～問 60 は教育者について 

 ３７ 中江藤樹は 朱子学をすすめ、知行合一を提唱した。  

 ３８ 緒方洪庵は、蘭学を提唱し、鈴屋を開いた。  

 ３９ 貝原益軒は、隨年教法という教育方法を提唱し、庶民の教育家とよばれた。  

 ４０ 高嶺秀夫は、ペスタロッチ主義教育法を提唱し、開発教授を提唱した。さら

にオスウィーゴー運動に参加した。 

 

 ４１ 野口援太郎は、家なき幼稚園を開設した。  

 ４２ 中村正直は、保育学を体系化し、幼児教育 とよんだ。  

 ４３ 倉橋惣三は、誘導保育を推奨し、児童中心主義を提唱した  

 ４４ 神戸に、宣教師である賀川豊彦が、善隣幼稚園を開設した。  

 ４５ 城戸幡太郎は、マカレンコ の集団教育理論に影響を受け、社会中心主義を主

張し、保育問題研究会を発足した。 

 

 ４６ 橋詰良一は、ヨーロッパの屋外保育の影響を受け、頌栄幼稚園を開設した。  

 ４７ 糸賀一雄は、重症心身障害児の施設である近江学園を開設し、「この子らを世

の光に」を施設の理念として掲げた。 
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✔  問 題 正解 

 ４８ ソクラテスは、対話法として産婆術を提唱し、「無知の知」を主張した。  

 ４９ アリストテレスは、アカデメイアを開設した。著書は『国家篇（ポリティ

ア）』 『法律』 である。 

 

 ５０ コメニウスは「パンソフィア」を提唱した。  

 ５１ ロックは、自然概念の中で、性善説を提唱した。  

 ５２ ラングランは、「公教育一般組織に関する法案」 を提出し、公教育を推進し

た。 

 

 ５３ イギリスのベルとランカスターは、 助教法を開発した  

 ５４ チラーは、明瞭→連合→系統→方法 という四段階教授法を『一般教育学』で

提唱した。 

 

 ５５ ウォッシュバーンは、デューイの影響を受け、プロジェクト・メソッドを実

践した。 

 

 ５６ スキナーは、オペラント条件づけの実験を行った。さらにティーチング・マ

シンを開発した。 

 

 ５７ オコンは、教師と子どもの契約によって成立するドルトン・プランを提唱し

た。 

 

 ５８ オースベルは、先行オーガナイザーというシステムを提唱した。  

 ５９ ブルーナーは、一斉指導と個別指導を組み合わせて一定の水準に到達させ

る、完全習得学習を提唱した。 

 

 ６０ ブルーナーは、デューイの紹介と再評価を行った。  

問 61～問 70 は「第 3 次教育振興基本計画」について 

 ６１ 今、我が国は、人生 100 年時代を迎えようとしており、また、超スマート

社会 （Society 5.0 ） の実現に向けて人工知能（ AI ）やビッグデータの

活用などの技術革新が急速に進んでいる。 

 

 ６２ 誰もが人間ならではの感性 や創造を発揮し自らの「チャンス」を最大化して

いくこと、そして誰もが身に付けた力を生かしてそれぞれの夢に向かって志

を立てて頑張ることができる「可能性」を最大化していくこと、これらを共

に実現するための改革の推進が、今求められている。 

 

 ６３ 「超スマート社会（Society5.0）」とは、①狩猟社会 ②農耕社会 ③工業社会  

④商業社会 に続く、人類史上 5 番目の新しい社会のことである。 

 

 ６４ 子供を取り巻く状況としては、ICT を利用する時間は増加する一方、 授業に

おいてコンピュータを使っている生徒の割合は、OECD 加盟国で 最も高い

水準にある。 
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✔  問 題 正解 

 ６５ 「超スマート社会（Society5.0）」の実現に向けた技術革新が進展するなか、

「人生 100 年時代」 を豊かに生きていくためには、「人づくり革命」「 生

産性革命」の一環として、若年期の教育、生涯にわたる学習や能力向上が必

要である。 

 

 ６６ 今後の教育政策に関する基本的な方針の１つに「夢と志を持ち、可能性に挑

戦するために必要となる力を育成する」を掲げている。 

 

 ６７ 今後の教育政策に関する基本的な方針の１つに「社会の持続的な発展を牽引

するための多様な力を育成する」を掲げている。 

 

 ６８ 今後の教育政策に関する基本的な方針の１つに「生涯学び、活躍できる環境

を整える」を掲げている。 

 

 ６９ 今後の教育政策に関する基本的な方針の１つに「誰もが社会の担い手となる

ための学びの PDCA サイクルを構築する」を掲げている。 

 

 ７０ 今後の教育政策に関する基本的な方針の１つに「教育政策推進のための基盤

を整備する」を掲げている。 

 

問 71～問 75 は教育の評価について 

 ７１ 指導の過程で行われ、指導内容の学習者理解度を評価することを「診断的評

価」という。 

 

 ７２ 集団の中でどのレベルにあるかを表す評価を「総括的評価」という。  

 ７３ 指導前に子どもの実態を把握し、それに見合った指導計画を立てる目的で行

われる評価を「事前評価」という。 

 

 ７４ 個人の中の目標到達度をはかる評価で、ある課題の到達度を個人の目標への

取り組みや結果で評価するものを「絶対評価」という。 

 

 ７５ 集団の中でどのレベルにあるかを表す評価で、評価者の主観には左右されな

いものを「相対評価」という。 

 

問 76～78 は外国の教育制度について 

 ７６ 「義務教育は 5～16 歳の 1１年である。ただし 16～18 歳は教育あるい

は訓練に従事することが義務付けられているため、実際の離学年齢は 18 歳

である」のはアメリカである。 

 

 ７７ 「義務教育は 9 年（一部の州は 10 年）である。また、義務教育を終えた後

に就職し、見習いとして職業訓練を受ける者は、通常 3 年間、週に 1～2 日

職業学校に通うことが義務とされている」のはイギリスである。 

 

 ７８ 教育システムの中に「コレージュ」があるのはドイツである。 

 

 

 ７９ 学習指導要領改訂の方向性のひとつに「学びを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力・人間性等の涵養」を掲げている。 
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✔  問 題 正解 

 ８０ 学習指導要領改訂の方向性のひとつに「生きて働く知識・技能の習得」を掲

げている。 

 

 ８１ 学習指導要領改訂の方向性のひとつに「未知の状況にも対応できる 思考力・

判断力・表現力等の育成」を掲げている。 

 

 ８２ 学習指導要領改訂において、「何ができるようになるか」として、「各学校に

おける｢指導スキル｣の実現」を示している。 

 

 ８３ 学習指導要領改訂において、「何を学ぶか」として、「新しい時代に必要とな

る資質･能力を踏まえた 教科･科目等の新設や目標･内容の見直し」を示して

いる。 

 

 ８４ 学習指導要領改訂において、「どのように学ぶか」として、「主体的･対話的で

深い学び（「アクティブ・ プランニング」）の視点からの学習過程の改善」を

示している。 

 

 ８５ 学習指導要領における育成すべき資質・能力の三つの柱のひとつに、「どのよ

うに社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか＝学びに向かう力 人間性

等」が掲げられている。 

 

 ８６ 学習指導要領における育成すべき資質・能力の三つの柱のひとつに、「何を理

解しているか 何ができるか＝知識・技能」が掲げられている。 

 

 ８７ 学習指導要領における育成すべき資質・能力の三つの柱のひとつに、「理解し

ていること・できる ことをどう使うか＝思考力･判断力・表現力等」が掲げ

られている。 

 

 ８８ 持続可能な開発目標（SDGs＝Sustainable Development Goals）とは，

2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015

年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標である。 

 

 ８９ SDGs は、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲッ

トから構成され，経済後進国の誰一人として取り残さない（leave no one 

behind）ことを誓っている。 

 

 ９０ SDGｓの５つの特徴は、①普遍性 ②包括性 ③参画型 ④統合性 ⑤透明

性 

である。 

 

 ９１ ESD は Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開

発のための教育」と訳されている。 

 

 ９２ ESD の実施には、「人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を

育むこと」という観点が必要である。 
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✔  問 題 正解 

 ９３ ESD の実施には、「他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性

を認識し、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むこと」という観点

が必要である。 

 

 ９４ ESD の目標のひとつに、「全ての人が質の高い教育の恩恵を享受すること」

が掲げられている。 

 

 ９５ ESD の目標のひとつに、「持続可能な開発のために求められる原則、価値観

及び行動が、あらゆる教育や学びの場に取り込まれること」が掲げられてい

る。 

 

 ９６ ESD の目標のひとつに、「環境、経済、社会の面において持続可能な将来が

実現できるような価値観と行動の変革をもたらすこと」が掲げられている。 

 

 ９７ トライアングル・プロジェクトとは、2017 年 12 月～2018年 3 月におい

て、要保護児童のために、支援が必要な子どもやその保護者が、乳幼児期か

ら学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、

家庭と教育と福祉の連携を推進する方策を検討するため、文部科学省と厚生

労働省が、家庭と教育と福祉の連携プロジェクトを発足させたものである。 

 

 ９８ 特別支援学校の校長は、特別支援学校に在学する児童等について個別の教育

支援計画を作成するよう努めるものとする。 

 

 ９９ 特別支援学校の校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに

当たつては、当該児童等又はその通う学校の意向を踏まえつつ、あらかじ

め、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなけれ

ばならない。 

 

 100 教育委員会は、都道府県及び事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の

組合に置かれる。 

 

 101 教育委員会制度には、①政治的中立性の確保 ②継続性、安定性の確保 ③

地域住民の意向の反映 の３つの意義がある。 

 

 102 教育委員会制度の特性として、①首長からの独立性 ②合議制 ③住民によ

る意思決定（レイマンコントロール）が挙げられる。 

 

 103 教育委員会は、教育長及び５人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定

めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道

府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び４人以上

の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育

委員会にあつては教育長及び３人以上の委員をもつて組織することができ

る。 

 

 104 教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命し、任期

は教育長は２年、教育委員は１年で、再任可である。 

 

 105 教育委員会は、学校教育の振興、生涯学習・社会教育の振興、芸術文化の振

興、文化財の保護、スポーツの振興に関する業務を行う。 
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＜解答～×問題ピックアップ＞ 

✔  問 題 × 

 １ 教育は、精神の修養を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として

必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな

らない。 

→人格の完成 

× 

 ３ 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、健全なる精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う

こと。 

→自主及び自律の精神 

× 

 ５ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会

において自立的に生きる力を培い、また、国家及び社会の形成者として必要

とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 

→生きる基礎 

× 

 ６ 地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収し

ない。 

→国又は地方公共団体 

× 

 ８ 地方公共団体は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生

活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の

調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

→父母その他の保護者 

× 

 ９ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること

にかんがみ、父母その他の保護者は、幼児の健やかな成長に資する良好な環

境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 

→国及び地方公共団体 

× 

 １１ 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要

な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公

表するよう努めなければならない。 

→公表しなければならない 

× 

 １２ 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定める

ところにより、児童、生徒及び学生に懲戒、体罰を加えることができる。 

→体罰を加えることはできない 

× 

 １４ 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者

に対しては、国は、必要な援助を与えなければならない。 

→市町村 

× 
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✔  問 題 × 

 １７ 幼稚園は、幼児教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育

し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助

長することを目的とする。 

→義務教育 

× 

 １８ 幼稚園に入園することのできる者は、3 歳となる年度から、小学校就学の始

期に達するまでの幼児とする。 

→満３歳 

× 

 ２１ この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う

心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 

→人的関係 

× 

 ２２ この法律において「学校」とは、学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼

稚部を除く。）をいう。 

→幼稚園は含まれない 

× 

 ２４ 国は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住

民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防

止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを

受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有す

る。 

→学校及び学校の教職員 

× 

 ２６ 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培

い、心の通う生きる力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏ま

え、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければ

ならない。 

→対人交流の能力 

× 

 ２７ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその

保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他の SNS を

通じて送信される情報の特性を踏まえて、SNS を通じて行われるいじめを防

止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な

啓発活動を行うものとする。 

→インターネット 

× 
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✔  問 題 × 

 ２８ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるとき

は児童相談所と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童

等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに児

童相談所に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 

→所轄警察署 

× 

 ３０ 1879（明治 12）年、「教育令」が制定された。文部大輔の森有礼が中心と

なった。アメリカの教育制度を参考とした。 

→田中不二麿 

× 

 ３１ 1885（明治 18）年、伊藤博文内閣発足。初代文部大臣は田中不二麿であっ

た。 

→森有礼 

× 

 ３３ 1890（明治 23）年、「教育基本法」が明治天皇の名により発令。井上毅、

元田永孚らが作成に協力した。 

→「教育勅語」 

× 

 ３５ 1946（昭和 21）年、「日本国憲法」が制定され、あわせて教育委員会が発

足し、わが国の戦後の教育改革を論議した。 

→教育刷新委員会 

× 

 ３７ 中江藤樹は朱子学をすすめ、知行合一を提唱した。 

→陽明学。朱子学は林羅山。 

× 

 ３８ 緒方洪庵は、蘭学を提唱し、鈴屋を開いた。 

→適塾。鈴屋は本居宣長。 

× 

 ４１ 野口援太郎は、家なき幼稚園を開設した。 

→児童の村小学校。家なき幼稚園は、橋詰良一。 

× 

 ４２ 中村正直は、保育学を体系化し、幼児教育とよんだ。 

→和田実。中村正直は、東京女子師範学校校長で、幼稚園教育に勤しんだ。 

× 

 ４４ 神戸に、宣教師である賀川豊彦が、善隣幼稚園を開設した。 

→トムソン夫人。賀川豊彦は、トムソン婦人の善隣幼稚園を引き継ぎ、友愛

幼児園を開設した。 

× 

 ４６ 橋詰良一は、ヨーロッパの屋外保育の影響を受け、頌栄幼稚園を開設した。 

→家なき幼稚園。頌栄幼稚園を開設したのは、ハウ。 

× 

 ４７ 糸賀一雄は、重症心身障害児の施設である近江学園を開設し、「この子らを世

の光に」を施設の理念として掲げた。 

→知的障害児の施設。重症心身障害児の施設は、びわこ学園。 

× 
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✔  問 題 × 

 ４９ アリストテレスは、アカデメイアを開設した。著書は『国家篇（ポリティ

ア）』 『法律』 である。 

→プラトン。アリストテレスは、人間の本性が「知を愛する」ことにあると

提唱した。 

× 

 ５１ ロックは、自然概念の中で、性善説を提唱した。 

→ルソー。ロックは白紙説を提唱した。 

× 

 ５２ ラングランは、「公教育一般組織に関する法案」 を提出し、公教育を推進し

た。 

コンドルセ。ラングランは生涯教育を提唱し、『生涯教育入門』を著した。 

× 

 ５４ チラーは、明瞭→連合→系統→方法 という四段階教授法を『一般教育学』で

提唱した。 

→ヘルバルト。チラーはヘルバルトの弟子で、分析→統合→連合→系統→方

法という五段階教授法を提唱した。 

× 

 ５５ ウォッシュバーンは、デューイの影響を受け、プロジェクト・メソッドを実

践した。 

→ウィネトカ・プラン。プロジェクト・メソッドは、キルパトリックが提唱

した。 

× 

 ５７ オコンは、教師と子どもの契約によって成立するドルトン・プランを提唱し

た。 

→パーカースト。オコンは、教授過程論を提唱し、教授過程の 3 要素とし

て、教師・生徒・教材であると提唱した。 

× 

 ５９ ブルーナーは、一斉指導と個別指導を組み合わせて一定の水準に到達させ

る、完全習得学習を提唱した。 

→ブルーム。ブルーナーは、発見学習として、学問中心型カリキュラムを提

唱した。 

× 

 ６０ ブルーナーは、デューイの紹介と再評価を行った。 

→ヴィゴツキー 

× 

 ６２ 誰もが人間ならではの感性 や創造を発揮し自らの「チャンス」を最大化して

いくこと、そして誰もが身に付けた力を生かしてそれぞれの夢に向かって志

を立てて頑張ることができる「可能性」を最大化していくこと、これらを共

に実現するための改革の推進が、今求められている。 

 

→誰もが人間ならではの感性 や創造を発揮し自らの「可能性」を最大化して

いくこと、そして誰もが身に付けた力を生かしてそれぞれの夢に向かって志

を立てて頑張ることができる「チャンス」を最大化していくこと、これらを

共に実現するための改革の推進が、今求められている。 

× 
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✔  問 題 × 

 ６３ 「超スマート社会（Society5.0）」とは、①狩猟社会 ②農耕社会 ③工業社会  

④商業社会 に続く、人類史上 5 番目の新しい社会のことである。 

→情報社会 

× 

 ６４ 子供を取り巻く状況としては、ICT を利用する時間は増加する一方、 授業に

おいてコンピュータを使っている生徒の割合は、OECD 加盟国で 最も高い

水準にある。 

→低い 

× 

 ６９ 今後の教育政策に関する基本的な方針の１つに「誰もが社会の担い手となる

ための学びの PDCA サイクルを構築する」を掲げている。 

→学びのセーフティネット 

× 

 ７１ 指導の過程で行われ、指導内容の学習者理解度を評価することを「診断的評

価」という。 

→形成的評価。診断的評価は、指導前に子どもの実態を把握し、その内容に

ふさわしい指導計画を立てる目的で行う評価のこと。 

× 

 ７２ 集団の中でどのレベルにあるかを表す評価を「総括的評価」という。 

→相対評価。総括的評価は、生徒の最終的な学習成果を評価するためのも

の。 

× 

 ７３ 指導前に子どもの実態を把握し、その内容にふさわしい指導計画を立てる目

的で行う評価を「事前評価」という。 

→診断的評価 

× 

 76 「義務教育は 5～16 歳の 1１年である。ただし 16～18 歳は教育あるい

は訓練に従事することが義務付けられているため、実際の離学年齢は 18 歳

である」のはアメリカである。 

→イギリス 

× 

 ７7 「義務教育は 9 年（一部の州は 10 年）である。また、義務教育を終えた後

に就職し、見習いとして職業訓練を受ける者は、通常 3 年間、週に 1～2 日

職業学校に通うことが義務とされている」のはイギリスである。 

→ドイツ 

× 

 ７8 教育システムの中に「コレージュ」があるのはドイツである。 

→フランス 

× 

 ８2 学習指導要領改訂において、「何ができるようになるか」として、「各学校に

おける｢指導スキル｣の実現」を示している。 

→カリキュラム･マネジメント 

× 
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✔  問 題 × 

 ８4 学習指導要領改訂において、「どのように学ぶか」として、「主体的･対話的で

深い学び（「アクティブ・プランニング」）の視点からの学習過程の改善」を

示している。 

→アクティブ・ ラーニング 

× 

 ８9 SDGs は、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲッ

トから構成され，経済後進国の誰一人として取り残さない（leave no one 

behind）ことを誓っている。 

→地球上の誰一人として取り残さない 

× 

 90 SDGｓの５つの特徴は、①普遍性 ②包括性 ③参画型 ④統合性 ⑤透明

性 

である。 

→包摂性 

× 

 ９7 トライアングル・プロジェクトとは、2017 年 12 月～2018年 3 月におい

て、要保護児童のために、支援が必要な子どもやその保護者が、乳幼児期か

ら学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、

家庭と教育と福祉の連携を推進する方策を検討するため、文部科学省と厚生

労働省が、家庭と教育と福祉の連携プロジェクトを発足させたものである。 

→障害のある子どもたち 

× 

 ９8 特別支援学校の校長は、特別支援学校に在学する児童等について個別の教育

支援計画を作成するよう努めるものとする。 

→作成しなければならない 

× 

 ９9 特別支援学校の校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに

当たつては、当該児童等又はその通う学校の意向を踏まえつつ、あらかじ

め、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなけれ

ばならない。 

→保護者 

× 

 100 教育委員会は、都道府県及び事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の

組合に置かれる。 

→都道府県、市（特別区を含む）町村 

× 
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✔  問 題 × 

 103 教育委員会は、教育長及び５人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定

めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道

府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び４人以上

の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育

委員会にあつては教育長及び３人以上の委員をもつて組織することができ

る。 

→ 

教育委員会は、教育長及び４人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定

めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道

府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び５人以上

の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育

委員会にあつては教育長及び２人以上の委員をもつて組織することができ

る。 

× 

 104 教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命し、任期

は教育長は２年、教育委員は１年で、再任可である。 

→ 

教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命し、任期

は教育長は 3 年、教育委員は 4 年で、再任可である。 

× 

 


