
　　　

No. 科目 出題内容 No. 科目 出題内容 No. 科目 出題内容

1 ご当地問題 H26愛知県特別支援教育推進計画 1 ご当地問題 H25愛知県生涯学習推進計画 1 ご当地問題
H25いきいきあいちスポーツプラン
～豊かなスポーツライフの創造～

2 教育法規 日本国憲法 2 教育法規 日本国憲法 2 教育法規 日本国憲法

3 教育法規 教育基本法 3 教育法規 教育基本法 3 教育法規 教育基本法

4 教育法規 地方公務員法 4 教育法規 いじめ防止対策推進法 4 教育法規 学校給食法

5 教育原理 小学校学習指導要領 5 教育原理 小学校学習指導要領 5 教育原理 小学校学習指導要領

6 教育原理 中学校学習指導要領 6 教育原理 中学校学習指導要領 6 教育原理 中学校学習指導要領

7 教育原理 高等学校学習指導要領 7 教育原理 高等学校学習指導要領 7 教育原理 高等学校学習指導要領

8 教育原理
特別支援学校
小中学習指導要領

8 教育原理
特別支援学校
高等部学習指導要領

8 教育原理
特別支援学校
高等部学習指導要領

9 教育時事 教育振興基本計画 9 教育時事
今後の青少年の体験活動の推進につ
いて（（答申）H25.1月中教審

9 教育時事
第２期教育振興基本計画について(答
申)

10 ご当地問題 人権教育・啓発に関する愛知県行動計画 10 教育時事
子どもの体力向上のための取組ハンド
ブック（H24.3月　文科省）

10 教育時事
H26人権教育・啓発に関する愛知県
行動計画

11 教育原理 不登校への対応 11 教育時事 H27人権教育・啓発白書 11 教育時事 いじめ、学校安全

12 教育心理 心理学用語と提唱者 12 教育心理 学習理論と提唱者 12 教育原理
（教育心理）

生徒指導提要
第３章 児童生徒の心理と児童生徒
理解

13 教育史 日本教育史 13 教育心理 人格検査法 13 教育法規 児童虐待の防止等に関する法律

14 教育史 西洋教育史 14 教育史 日本教育史 14 教育史 日本教育史

15 国語 熟語とその読み方 15 教育史 西洋教育史 15 国語 漢字正誤問題

16 国語 西洋文学史 16 国語 言葉の意味 16 国語 西洋文学史

17 日本史 室町時代～安土桃山 17 国語 西洋文学史 17 教育史 西洋教育史

18 政治 戦後の内閣総理大臣 18 地理 地図記号 18 政治 国連のしくみ及びはたらき

19 化学 混合物の分離方法 19 世界史 現代史 19 日本史 古代～奈良時代

20 生物 細胞 20 数学 速さ 20 数学 分数と小数

21 数学 図形 21 化学 金属について 21 物理 磁場

22 数学 整数 22 地学 気象 22 生物 血糖濃度

23 保健体育 練習計画 23 保健体育 感染症 23 英語 英単語

24 音楽 音楽用語 24 音楽 作曲家の出生国・作品について 24 英語 会話文

25 情報 用語説明 25 英語 英単語 25 音楽 オーケストラの楽器名称

26 英語 英単語 26 英語 会話文 26 保健体育 応急手当

27 英語 会話文 27 一般常識 生活に関わる科学 27 一般常識 生活に関わる科学

28 美術 作品と作者 28 情報
コンピュータと情報通信ネットワークに関
わる用語

28 情報
情報通信や情報社会
用語と意味

29 一般常識 生活に関わる科学 29 美術 作品と作者 29 一般常識 古典の日に関する法律

30 地学 火山 30 一般常識 ノーベル賞受賞者の業績 30 地理 地球環境及び気候

・・・・　教職教養分野

・・・・　一般教養分野

平成28年度（平成27年実施）
60分・OCR式

平成30年度（平成29年実施）
60分・OCR式

♦愛知県　教養試験　出題内訳（3年分）
平成29年度（平成28年実施）

60分・OCR式


