
2020 年度 

明星大学大学院教育学研究科教育学専攻（通信教育課程） 

博士前期課程第 1 期入学試験 

「小論文」 

共通問題  

「教育」とは何か、歴史的側面、文化的側面、制度的側面のいずれかを切り

口に、あなたの考えを述べなさい。 
 
 
 

選択問題 

問題Ａ～Ｋのうち１問を選択し、答えなさい。 

 

 

【問題 Ａ （授業研究領域）】  

平成 29・30 年に改訂された学習指導要領では、各教科等の目標や内容が三つ

の資質・能力を柱として記述されている。このことの意義や課題について論じ

なさい。 
 

 

【問題 Ｂ （授業研究領域）】  
全ての教科教育において情報教育を推進していくことの重要性とその課題を

それぞれ説明しなさい。 
 

 

【問題 Ｃ （授業研究領域）】 

教育政策における「エビデンス」について、具体例を挙げて社会学的に論じ

なさい。 
 

 

 



【問題 Ｄ （授業研究領域）】 

思考の発達に関する心理学理論を 1 つ取り上げ、その理論に基づいて子ども

の思考の発達と教育的支援の在り方について論じなさい。 
 
 
【問題 Ｅ （授業研究領域）】 

日本国憲法第 26 条第 2 項では、保護者に対して、その子に普通教育を受けさ

せる義務、いわゆる「教育義務」を課している一方で、学校教育法第 17 条第 1
項では、保護者に対して、その子を小学校等に就学させる義務、いわゆる「就

学義務」を課している。「教育義務」と「就学義務」の関係について現状を踏ま

えてその課題を整理するとともに、子どもたちの学習権を十全に保障するため

の教育機会の確保の在り方について所見を述べなさい。 
 
 
【問題 Ｆ （幼児教育研究領域）】 

現在、障害のある子どもたちへの支援について、行政分野を超えた切れ目の

ない支援のための連携の必要性が指摘されている。特に教育と福祉の連携につ

いては、保育所や幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高

等学校、中等教育学校、特別支援学校などの学校と、児童発達支援事業所や放

課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有

の必要性が指摘されている。課題回答者の立場から、教育と福祉の連携にかか

わる課題について具体的にあげるとともに、そこで必要となる取り組みについ

て、論述しなさい。 

 

 

【問題 Ｇ （幼児教育研究領域）】 

野口幽香と森島美根らによって設立された二葉幼稚園は、後に二葉保育園と

名称を変更した。その理由と、この園の設立の歴史的意義について論じなさい。 
 

 

【問題 Ｈ （幼児教育研究領域）】 

ジョン・ロックは、教育の中で子どもたちに楽器の演奏技術を身につけさせ

ることは推奨されることではなく、例え、行うにしてもその優先順位は低いと

しています。理由として、ほどほど上手くなるためだけでも時間がかかり過ぎ

るという点を挙げています。この考えを参考にしつつ、子どもたちの豊かな音

楽表現力や創造性の涵養と技術の問題について、あなたの意見を述べなさい。 
 



【問題 Ｉ （幼児教育研究領域）】 

小学校の国語教科書と絵本・児童文学の関わりについて具体的に述べなさい。 
 

 

【問題 Ｊ （障害児者教育研究領域）】 

共生社会の実現をするために、障害の理解と啓発という観点に立ち、あなた

の現在の社会的立場から出来ることについて、述べなさい。 
 

 

【問題 Ｋ （障害児者教育研究領域）】 

「インクルーシブ教育」、「基礎的環境整備」及び「合理的配慮」について、

それぞれを定義し、これら 3 つの事項の関連性について、簡潔に述べよ。 



2020 年度 

明星大学大学院教育学研究科教育学専攻（通信教育課程） 

博士前期課程第 2 期入学試験問題 

「小論文」 

共通問題 （教育学全般） 

学校教育、または学校制度における今日的課題とその解決策について論じな

さい。 

 

選択問題 

問題Ａ～Ｋのうち１問を選択し、答えなさい。 

 

【問題 Ａ （授業研究領域）】 

平成 29・30 年改訂の学習指導要領で求められているカリキュラム・マネジメ

ントの概念と意義について論じなさい。 
 

【問題 Ｂ （授業研究領域）】 

ICT を学校教育に用いることで、それぞれの教室と学校外の環境を組み合わ

せた教育が可能になる。このような教育において、教員としての授業への考え

方と留意点をそれぞれ説明しなさい。 
 

【問題 Ｃ （授業研究領域）】 

外国人・教師・家族・学歴のどれかについて、社会学的に論じなさい。 
 

【問題 Ｄ （授業研究領域）】 

近年の心理学研究において、メタ認知が学習活動において重要な役割を担う

ことが指摘されている。メタ認知がどのように学習活動に関係するのかに関し

て、具体例を挙げて論じなさい。 
 
【問題 Ｅ （授業研究領域）】 

学校教育法第 37 条第 4 項において「校長は、校務をつかさどり、所属職員を

監督する」と定められていますが、校長の職務権限の内容を具体的に明らかに

するとともに、学校経営において校長が果たすべき役割を（1）学習指導、（2）
生徒指導、（3）学校の保健安全管理の 3 つの側面から述べなさい。 



【問題 Ｆ （幼児教育研究領域）】 

【事例】 

M くんは、強いこだわりがあって意に沿わないことがあるとパニックになっ

てしまい、繰り返し同じ言葉をブツブツと言って耳をふさいで話を聞いてくれ

ないことがあります。ふだんの教室での様子から、周囲の友達とのかかわりは

薄く、授業中も、フラフラと行ったり来たりしていることが多くあります。ま

た、特定の先生や職員にまとわりつくような振る舞いがあり、関心をひこうと

甘えてみたり、急に怒ったりといったことがあり、集団でいることができませ

ん。何をするにも決まった順番があるようで、教材の都合で、いつもとは異な

る順番で作業をはじめなくてはならないことがあると、いつもできていたこと

すら全くできなくなってしまい、今まで教えてきたことは何だったのか、と私

は気落ちしてしまいます。優しくしても、厳しく叱ってみてもだめ。ベタベタ

してもまだ小さいから「可愛いね」で済むかもしれないけれど、大きくなった

時のことを考えると好ましくない行動を「してもよいこと」と誤学習してしま

うかもしれない、そう思います。 

 

上記のような悩みを持つ保育者・教師に対して、スーパーバイズあるいはコ

ンサルテーションを行いなさい。 

 
【問題 Ｇ （幼児教育研究領域）】 

1 歳頃から 3 歳頃までの幼児に必要な保育環境について、保育室や園庭・園外

に分けて論じなさい。 
 

【問題 Ｈ （幼児教育研究領域）】 

子どもたちにとって音楽を学ぶことは楽しみでなければならない、とルソー

は述べています。このことについてあなたの考えを述べなさい。 
 
【問題 Ｉ （幼児教育研究領域）】 

絵本の「読み聞かせ」をするときに留意する点を説明し、どのような効果を

もたらすと考えるか、具体的に述べなさい。 
 

【問題 Ｊ （障害児者教育研究領域）】 

障害のある児童・生徒に対して「みんなと同じことが出来ないから、仲間は

ずれにされて当然だ。」と発言する同級生がいる。このことについて、どのよう

に考えるか、あなたの考えをまとめなさい。 
 

【問題 Ｋ （障害児者教育研究領域）】 

特別支援教育におけるキャリア支援について、対象となる障害（例：知的障

害、発達障害など）を一つ挙げ、現状及び今後の課題について述べなさい。 



2020 年度 

明星大学大学院教育学研究科教育学専攻（通信教育課程） 

博士後期課程入学試験問題 

「小論文」 

 

問題 1～12のうち 2 問を選択し、答えなさい。 

 

問題 １（授業研究領域） 

 実在の学校もしくは教育機関を選び、それがいつ、何のために、どのような

経緯で成立したのかを歴史的資料を踏まえて説明した上で、今日的意義を論じ

なさい。 

 

問題 ２（授業研究領域） 

 平成 29・30 年に改訂された学習指導要領は、昭和 33 年改訂以降の学習指導

要領の歴史的変遷の経緯の中でどのように位置付くものと考えられるか。学習

指導要領の変遷全体を大きく俯瞰した上で、平成 29・30年改訂の学習指導要領

が目指す教育の理念や主な改善事項に触れながら、論じなさい。 

 

問題 ３（授業研究領域） 

 知識基盤社会における情報活用能力の重要性について、社会構成主義の観点

から考察し、説明しなさい。 

 

問題 ４（授業研究領域） 

 教育社会学の研究知見を、教育実践または教育政策にどのように生かせるか。

教育社会学の理論および関連する先行研究の内容を具体的に挙げ、その意義と

課題を論じなさい。 

 

 

 

 

 



問題 ５（授業研究領域） 

 行動主義心理学や認知心理学などの学習理論に基づいて様々な学習指導法が

考案されてきた。次の学習指導法の中から２つ選び、それらの理論的背景と特

性について比較しながら論じなさい。 

 プログラム学習 発見学習 有意味受容学習 ジグソー学習 プロジェクト

型学習 

 

問題 ６（授業研究領域） 

国は、各学校において編成・実施される教育課程の基準として学習指導要領

を定め、全ての学校において児童生徒に共通に履修させるべき内容の最小限基

準を設定している。各学校における教育課程の編成・実施に当たっての基本的

な考え方と留意すべき事柄について具体的に述べなさい。 
 

問題 ７（幼児教育研究領域） 

 社会（福祉）政策における、予防と対処の効果と課題について、ハイリスク・

アプローチとポピュレーション・アプローチに言及しながら、論述しなさい。 

 

問題 ８（幼児教育研究領域） 

乳幼児の遊びには、どんな学びや育ちの契機が含まれているのかについて、

具体的に事例を挙げながら論じなさい。 

 

問題 ９（幼児教育研究領域） 

ジャック＝ダルクローズのリトミックはスイスで創案された後、多くの他の

国へ導入された。そのうち、ひとつの国を選び、導入のきっかけや経緯、現在

の状況などについて述べなさい。 

 

問題 10（幼児教育研究領域） 

日本の「読書運動」の歴史を概観し、さらに「朝の読書」について説明しな

さい。 

 

問題 11（障害児者教育研究領域） 

合理的配慮について、現在、学校教育において課題だと思うことを述べなさ

い。 

 

 



問題 12（障害児者教育研究領域） 

以下の「特別な教育的ニーズ」の概念図を参考に、特別支援教育における教

育指導と環境調整の関連について思うところを述べると共に、回答者が博士論

文で取り組む内容が、障害児者の社会的自立の観点から、いかなる面に資する

のかについても論じなさい。 

特別な教育的ニーズの概念

 



2020 年度 

明星大学大学院教育学研究科教育学専攻（通信教育課程） 

博士後期課程入学試験問題 

「外国語（英語）」 

以下の文章は John Locke の Some Thoughts Concerning Education 

(1693) の一部です。本文を読解して、解答用紙記載の問いに答えなさい。 

問題文の公開はしておりません。 

問題文：Locke, John  Some Thoughts Concerning Education 
Printed for A. and F. Churchill, at the Black Swan in Paternoster-row, 
1693, LONDON 

 

第１問 下線部①を日本語に訳しなさい。 

 

第２問 下線部②が意味するところを漢字 2 文字で、記しなさい。 

「親に対して□□を払うこと」 

 

第３問 下線部③を日本語に訳しなさい。 

 

第４問 下線部④を意味する英単語を１つ挙げなさい。 

 

第５問 下線部⑤を日本語に訳しなさい。 

 

第６問 下線部⑥を日本語に訳しなさい。 
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