
解答についての注意点

１　�問題は、特別支援教育に関する大問 １ 、教科等に関する大問 ２ ～大問 ４ の各問題から�

構成されています。

　　�筆答試験後にリスニングテストを行いますが、リスニングテストの問題用紙および解答用紙は

筆答試験終了後に配付します。

２　解答用紙は、マーク式解答用紙と記述式解答用紙の２種類があります。

３　�大問 １ と大問 ２ については、マーク式解答用紙に、大問 ３ と大問 ４ については、記述式

解答用紙に記入してください。

４　�解答用紙が配付されたら、まずマーク式解答用紙に受験番号等を記入し、受験番号に対応する

数字を、鉛筆で黒くぬりつぶしてください。

　　記述式解答用紙は、全ての用紙の上部に受験番号のみを記入してください。

５　�大問 １ と大問 ２ の解答は、選択肢のうちから、問題で指示された解答番号の欄にある数字

のうち一つを黒くぬりつぶしてください。

　　�例えば、「解答番号は １ 」と表示のある問題に対して、「 ３」と解答する場合は、�

解答番号 １ の欄に並んでいる　①　②　③　④　⑤　の中の　③　を黒くぬりつぶしてください。

６　�間違ってぬりつぶしたときは、消しゴムできれいに消してください。二つ以上ぬりつぶされて

いる場合は、その解答は無効となります。

７　その他、係員が注意したことをよく守ってください。

指示があるまで中をあけてはいけません。

令和４年度大阪府公立学校教員採用選考テスト

支援学校高等部　英語





　大阪府では、「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな

表記とし、「障がい」としています。問題中では、機関・団体の名称等の固有名詞や、法令や文献等からの

引用部分については、もとの「障害」の表記にしています。

　�　特別支援教育に関連する法令や近年の動向について、次の（１）～（９）の問いに答えよ。

（１�）次の文は、「障害者基本法」（平成25年一部改正）の第四条の条文の一部である。次の空欄ア～ウに

当てはまる語句として正しい組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は １

（差別の禁止）

�第四条�　何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の ア を侵

害する行為をしてはならない。

�　　２�　 イ の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴

う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとなら

ないよう、その実施について必要かつ ウ がされなければならない。

　　　　　ア　　　　　　　イ　　　　　　　　ウ

　 ₁　権利利益　　　社会的障壁　　　合理的な配慮

　 ₂　社会参加　　　社会的障壁　　　合理的な配慮

　 ３　権利利益　　　経済的負担　　　計画的な配慮

　 ₄　社会参加　　　経済的負担　　　合理的な配慮

　 ₅　権利利益　　　社会的障壁　　　計画的な配慮

１

─�1�──�1�─



（２�）「発達障害者支援法」（平成28年一部改正）について、次の①～②の問いに答えよ。

　①�　次の文は、「第一章　総則」第一条の条文である。次の空欄ア～エに当てはまる語句として正しい

組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は ２

（目的）

�第一条�　この法律は、発達障害者の ア の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のため

に発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、 イ 発達

障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法（昭和四十五年法

律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人と

しての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早

期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにすると

ともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者

支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び ウ の

ためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら エ する社会の実

現に資することを目的とする。

　　　　　ア　　　　　　　イ　　　　　　　ウ　　　　　エ

　 ₁　心理機能　　　切れ目なく　　　社会参加　　　配慮

　 ₂　身体機能　　　総合的に　　　　協力体制　　　共生

　 ３　心理機能　　　切れ目なく　　　社会参加　　　共生

　 ₄　心理機能　　　総合的に　　　　協力体制　　　配慮

　 ₅　身体機能　　　総合的に　　　　社会参加　　　共生
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　②�　次の各文のうち、「第二章　児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策」

第八条の内容にあたるもののみをすべて挙げている組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。

　　解答番号は ３

　ア�　全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加

する機会が確保されること。

　イ�　国及び地方公共団体は、発達障害児（十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。）

が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、

可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な

教育的支援を行うこと。

　ウ�　国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たって

は、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

　エ�　大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものと

する。

　オ�　特別支援学校・小中学校間の転学について、その者の障害の状態の変化のみならず、その者の

教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によっても

転学の検討を開始できるよう、規定の整備を行うこと。

　 ₁　ア－オ

　 ₂　イ－エ

　 ３　ア－ウ－オ

　 ₄　イ－ウ－エ

　 ₅　ア－イ－ウ－オ
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（３�）次の文は、中央教育審議会答申『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～』（令和３年１月26日）の一

部である。次の空欄ア～エに当てはまる語句として正しい組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。

解答番号は ４

第Ⅰ部　総論　３．2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿

（１）子供の学び

　　○�　さらに、「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう、これまでも「日本型

学校教育」において重視されてきた、 ア や体験活動などを通じ、子供同士で、あ

るいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在

として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、 イ の創り手となることができる

よう、必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要である。

第Ⅱ部　各論　４．新時代の特別支援教育の在り方について

（３）特別支援教育を担う教師の専門性向上

　③　特別支援学校の教師に求められる専門性

　　○�　多様な実態の子供の指導を行うため、特別支援学校の教師には、障害の ウ 及び

心身の発達の段階等を十分把握して、これを各教科等や自立活動の指導等に反映できる

幅広い知識・技能の習得や、学校内外の専門家等とも連携しながら エ 指導に当た

る能力が必要である。

　　　　　　ア　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　エ

　 ₁　探究的な学習　　生き生きと活躍できる社会　　状態や特性　　リーダーシップを発揮して

　 ₂　探究的な学習　　生き生きと活躍できる社会　　種類や程度　　専門的な知見を活用して

　 ３　総合的な学習　　生き生きと活躍できる社会　　状態や特性　　専門的な知見を活用して

　 ₄　探究的な学習　　持続可能な社会　　　　　　　状態や特性　　専門的な知見を活用して

　 ₅　総合的な学習　　持続可能な社会　　　　　　　種類や程度　　リーダーシップを発揮して
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（４�）次の文は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年４月告示）「第１章　総則　

第４節　教育課程の実施と学習評価」の記述の一部である。次の空欄ア～エに当てはまる語句と

して正しい組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は ５

第４節　教育課程の実施と学習評価

１　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

　各教科等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

（１�）第２節の３の（１）から（３）までに示すことが偏りなく実現されるよう、単元や題材

など内容や時間のまとまりを見通しながら、児童又は生徒の主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善を行うこと。

　　�　特に、各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり、思考力、 ア 、表

現力等や学びに向かう力、人間性等を発揮させたりして、学習の対象となる物事を捉え思

考することにより、各教科等の特質に応じた物事を捉える イ や考え方（以下「見方・

考え方」という。）が鍛えられていくことに留意し、児童又は生徒が各教科等の特質に応じ

た見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、 ウ

を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に
エ したりすることに向かう過程を重視した学習の充実を図ること。

　　　　ア　　　　　イ　　　　ウ　　　　エ

　 ₁　洞察力　　　観点　　　情報　　　創造

　 ₂　判断力　　　視点　　　情報　　　創造

　 ３　洞察力　　　視点　　　内容　　　企画

　 ₄　判断力　　　視点　　　情報　　　企画

　 ₅　判断力　　　観点　　　内容　　　創造
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（５�）次の各文は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年４月告示）「第７章　自立

活動　第３　個別の指導計画の作成と内容の取扱い」の記述の一部である。自立活動の具体的な

指導方法や内容を設定するために留意すべき点について、正しいもののみをすべて挙げている

組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は ６

　ア�　個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し、意欲的な活動を促すよう

にするものとする。

　イ�　重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために

必要な基本的な指導内容を、個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開で

きるようにするものとする。その際、個々の児童又は生徒の人間として調和のとれた育成を目指

すように努めるものとする。

　ウ�　自立活動の指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力の下に効果

的に行われるようにするものとする。

　エ�　児童又は生徒の障害の状態等により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・

助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。

　オ�　自立活動の指導の成果が進学先等でも生かされるように、個別の教育支援計画等を活用して関

係機関等との連携を図るものとする。

　 ₁　ア－イ－エ

　 ₂　イ－ウ－エ

　 ３　ア－イ－ウ－エ

　 ₄　イ－ウ－エ－オ

　 ₅　ア－イ－ウ－エ－オ
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（６�）次の各文のうち、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年４月告示）「第３章　

特別の教科　道徳」において示されている道徳科の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱

いについて、正しいもののみをすべて挙げている組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。

　　解答番号は ７

　ア�　児童又は生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服して、強く生きようとする意

欲を高め、明るい生活態度を養うとともに、健全な人生観の育成を図る必要があること。

　イ�　体験活動に当たっては、安全と保健に留意するとともに、学習活動に応じて、小学校の児童又

は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮すること。

　ウ�　各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動との関連を密にしながら、

経験の拡充を図り、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断や行動ができるよう

に指導する必要があること。

　エ�　身近な社会に自ら関わろうとする意欲をもち、地域社会の中で生活することの大切さについて

の自覚を養うこと。

　オ�　知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当

たっては、個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適

切に指導の重点を定め、指導内容を具体化し、体験的な活動を取り入れるなどの工夫を行うこと。

　 ₁　ア－ウ

　 ₂　イ－エ

　 ３　ア－ウ－オ

　 ₄　イ－ウ－エ

　 ₅　ア－イ－ウ
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（７�）次の文は、「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について（通知）」（平成27年４月

24日文部科学省）における記述の一部である。療養中の生徒及び障がいのため通学して教育を受

けることが困難な生徒に対する多様な教育機会の確保の観点から、多様なメディアを利用し授業

を行うことができることを趣旨として、改訂の内容が示された。次の空欄ア～エに当てはまる

語句として正しい組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は ８

第２　改訂の内容

　療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して通信により行

う教育には、 ア 及び面接指導によるもののほか、通信衛星、光ファイバ等を用いること

により、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体

的に扱うもので同時かつ イ に行われるもの（以下「メディアを利用して行う授業」とい

う。）及び事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネット等のメディアを利

用して配信を行うことにより、生徒が視聴したい時間に受講することが可能なもの（以下

「 ウ 型の授業」という。）を含むこととしたこと。

　また、メディアを利用して行う授業及び ウ 型の授業が行われる各教科・科目又は各教

科の特質に応じ、 エ により行う授業を相当の時間数行うものとしたこと。

　　　　　ア　　　　　　イ　　　　　　　ウ　　　　　　エ

　 ₁　添削指導　　　双方向的　　　オンデマンド　　　対面

　 ₂　添削指導　　　永続的　　　　オンライン　　　　対面

　 ３　教科指導　　　永続的　　　　オンデマンド　　　遠隔

　 ₄　教科指導　　　双方向的　　　オンライン　　　　対面

　 ₅　添削指導　　　双方向的　　　オンデマンド　　　遠隔

─�8�──�8�─



（８�）次の文は、「いじめSOS　チームワークによる速やかな対応をめざして　いじめ対応プログラ

ム　Ⅰ」（平成19年６月�大阪府教育委員会）における障がいのある子どもの状況把握と対応に

ついての内容である。内容の説明として正しいもののみをすべて挙げている組合せはどれか。

₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は ９

　ア�　障がいのある子どもがいじめを受けている時、その子ども自身が「抵抗する」「いじめの状況

を適切に周囲の者に伝える」など、自分から助けを求める行動を起こす場合が多く見られる。

　イ�　いじめの発生場所についても、学校内だけでなく、子どもの下校時や帰宅後、休日等に居住地

域でも起こる場合が考えられる。このようなことから、障がいのある子どもに対するいじめは、

隠匿性が高く、陰湿化しやすい傾向にあり、発見の遅れによって、より深刻な人権侵害事象とな

る可能性がある。

　ウ�　学校のすべての教職員が、いち早く子どもの変化に気づくことが大切である。子どもとの日々

のかかわりの中で、「理由のはっきりしないあざやけががある」、「原因はわからないが怯えてい

るように見える」、「決まった場所に行きたがらない」等、少しでも普段と異なる様子が見られた時、

教職員間で連絡を密にし、情報を共有することが必要である。状況によって、迅速に対応する必

要がある。

　エ�　保護者の気づきや訴えからいじめが発覚する場合もあるので、学校と家庭で子どもの様子を交

流し合うなど、普段から保護者との連携を密にし、信頼関係を築く努力が必要である。

　オ�　学校は、求められてから情報を提供するのではなく、保護者に対して積極的に情報を提供する

ようにする。たとえば、連絡帳などを通して、毎日の学校での活動内容やそのときの子どもの様

子を具体的に伝えるようにする。

　 ₁　ア－ウ

　 ₂　イ－エ

　 ３　ア－ウ－オ

　 ₄　イ－ウ－エ－オ

　 ₅　ア－イ－ウ－エ－オ
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（９�）次の文は、「セクシュアル･ハラスメント防止のために－障がいのある幼児・児童・生徒の指導

や介助等における留意点－」（平成22年11月　大阪府教育委員会）の記述の一部である。大阪府

におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための視点について、正しいもののみをすべて挙げ

ている組合せはどれか。 ₁～ ₅から一つ選べ。解答番号は 10

　ア　幼児・児童・生徒の意思を可能な限り確認する。

　イ　介助の前に、これから何をするのか、幼児・児童・生徒に伝える。

　ウ　必要以上の身体接触をなくすよう、介助方法についての研修や共通理解を深める。

　エ　身体的な接触を伴う介助が必要な場面では、一人で対応する。

　オ�　介助は同性が行うことを原則とし、同性であっても幼児・児童・生徒に不快感を与えることは

避ける。

　 ₁　ア－イ－ウ

　 ₂　イ－エ－オ

　 ３　ウ－エ－オ

　 ₄　ア－イ－ウ－エ

　 ₅　ア－イ－ウ－オ

─�10�──�10�─
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　�　次の（１）～（25）の各英文の（　　）内に入る最も適切な語（句）はどれか。

　①～④から一つ選べ。

（１）�After� thinking�alone� for� four�months�without� consulting�anyone,� she� finally�（　　　）�on�a�

rather�advanced�business�expansion.

　　　①�embarked� ②�emerged� ③�endeared� ④�endorsed

解答番号は １

（２）�My�daughter�didn＇t�book�either�of�the�two�flights�for�her�business�trip�to�Hokkaido�because�

she�found�（　　　）�arrived�before�her�meeting.

　　　①�all�of�them�� ②�both�of�them� ③�either�of�them� ④�neither�of�them

解答番号は ２

（３）�So�many�people�were� lining�up� for� the�popular� ramen� that� they�had� to�wait� for�（　　　）�

three�hours�to�get�one.

　　　①�briefly� ②�hardly� ③�lately� ④�nearly

解答番号は ３

（４）�Adolescents�might�have�many�difficulties�throughout�their�school�lives.��However,�we�want�

them�to� learn�to�deal�with�and�overcome�the�（　　　）�they�face,�not�to�escape�from�them�

easily.

　　　①�addresses� ②�adhesives� ③�admissions� ④�adversities

解答番号は ４

（５）�Glenn＇s�grandmother�left�him�an�old�picture�when�she�passed�away.��He�had�its�value�（　　　）�

by�an�antique�dealer�and�was�surprised�to�hear�it�was�worth�over�$6,000.

　　　①�assessed� ②�deflated� ③�eliminated� ④�inhibited�

解答番号は ５

（６）�I�hear�that�the�festival�wasn＇t�popular,�but�it�attracted�a�good�（　　　）�of�fans�this�year.

　　　①�breakout� ②�layout� ③�scout� ④�turnout

解答番号は ６

（７）�We� should� operate� this� facility� on� the�（　　　）� that� every� child� should� have� the� same�

opportunity�to�learn,�regardless�of�any�background.

　　　①�prefix� ②�prelude� ③�premise�� ④�preservation

解答番号は ７

（８）�The�man�predicts�technology�will�（　　　）�many�industries�in�the�future.

　　　①�berate�� ②�debate� ③�integrate� ④�participate

解答番号は ８

１

11

12

13

14

15

16

17

18

─�11�─
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（９）�Since�my�friend�drinks�protein�three�times�a�day,�I�want�to�recommend�that�he�should�drink�

one�without�（　　　）.

　　　①�additives� ②�affirmatives� ③�executives� ④�representatives

解答番号は ９

（10）�I�apologized� to�Fred� for�being� late,� but�he�was�very�（　　　）.� �He� told�me�not� to�worry�

about�it.

　　　①�chaotic� ②�genetic� ③�gracious� ④�momentous

解答番号は 10

（11）�Although� the� new� comic�was� initially� criticized� for� the� ordinary� situations,� as� the� stories�

（　　　）,�many�readers�get�into�the�attractive�characters.

　　　①�understate��� ②�unfasten� ③�unhinged� ④�unfold

解答番号は 11

（12）�I�tried�to�contact�the�credit�card�company＇s�call�center�to�get�some�information�on�how�to�

use�the�points�on�my�card,�but�it�turned�out�I�couldn＇t�（　　　）�to�them�at�all.

　　　①�break�up� ②�find�contact� ③�get�question� ④�get�through

解答番号は 12

（13）�Be�aware�that�the�light�on�the�desk�over�there�will�be�（　　　）�by�the�staff�if�not�used�for�

30�minutes.

　　　①�turned�at�� ②�turned�for�� ③�turned�off� ④�turned�to

解答番号は 13

（14）�The�announcement� informed�all� the�students�that�they�would�have�to�take�a�detour�while�

the�walls�of�the�school�building�on�the�north�side�（　　　）.

　　　①�fixed� ②�has�fixed�� ③�were�being�fixed�� ④�would�have�been�fixed

解答番号は 14

（15）�I＇ll�urge�my�brother�to�go�to�the�English�conversation�lesson�because�when�I�refer�someone�

there�both�of�us�（　　　）�a�10,000�yen�coupon.�

　　　①�received� ②�receiving� ③�will�receive� ④�would�receive

解答番号は 15

（16）�The�renowned�educator＇s� latest�book�（　　　）�a� large�number�of� tips�on�how� to� improve�

English�writing�skills�in�class.

　　　①�containing� ②�contains� ③�is�contained� ④�contents

解答番号は 16

19

20

21

22

23

24

25

26
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（17）�If�you�are�indecisive�and�worried�about�it,�the�fact�（　　　）�indecision�is�not�necessarily�due�

to�ignorance�and�slow�thinking�may�give�you�some�comfort.

　　　①�which� ②�of�which� ③�that� ④�this

解答番号は 17

（18）�We�wanted�to�inquire�as�to�（　　　）�Mark�had�called�back�again�before�noon.

　　　①�as� ②�whereas� ③�then� ④�whether

解答番号は 18

（19）�The� famous� performers� had� no� clue�（　　　）� caused� the� lights� in� the� auditorium� to�

suddenly�get�brighter�during�the�dance�contest.

　　　①�what� ②�when� ③�why� ④�how

解答番号は 19

（20）�（　　　）�the�cost�may�be,� tablets� for�students�must�be�updated�right�now.�Students�need�

them�to�learn�comfortably�and�effectively�in�class.

　　　①�However� ②�Whatever� ③�Whenever� ④�Whoever

解答番号は 20

（21）�The� vice-principal,� Ms.� Sullivan,� had� the� teacher� show� the� ALTs� around� their� school�

（　　　）�she�was�taking�an�important�call�from�the�Board�of�Education.

　　　①�among� ②�by� ③�lest� ④�while

解答番号は 21

（22）�My�lesson�plan�（　　　）�to�the�principal�by�Thursday.��I�have�a�demo�lesson�to�show�some�

teachers�in�our�area�about�how�to�assess�students�appropriately.

　　　①�must�be�submitted� ②�must�submit� ③�submits� ④�submitted

解答番号は 22

（23）�I�furiously�ran�to�the�station�（　　　）�I�didn＇t�miss�the�last�train.

　　　①�in�case� ②�so�much�as� ③�so�that� ④�that�is�

解答番号は 23

（24）�（　　　）�I�not�convinced�it�is�possible�to�further�develop�all�students＇�competence�in�English,��

I�wouldn＇t�want�to�become�a�teacher.��I＇ll�be�a�teacher�definitely.

　　　①�If� ②�Had� ③�Have� ④�Were

解答番号は 24

（25）�We�have�to�make�hotel�reservations�by�no�（　　　）�than�the�end�of�this�school�year�in�order�

to�finalize�the�plans�for�the�next�school�year.

　　　①�greater� ②�later� ③�longer� ④�more

解答番号は 25

31

32

33

34

35

27

28

29

30
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　�　次の英文を読み、あとの（１）～（９）の問いに答えよ。

　�　You�have�probably�been� in�at� least�one�meeting�where�consensus�and�agreement�appear� to�

have�been�reached�only�for�you�to� later�find�people�huddled�around�the�coffee�machine,� in�the�

car�park,�or�over�dinner,�openly�sharing�their�reservations.�①This�process� is� important,�and� is�

our� very� human�way� of� sense-making—we�make� sense� of� information� in� the� context� of� our�

understanding�of�the�world.�Regardless�of�how�much�persuasion,�logic�and�intellect�we�apply�we�

simply�cannot�beat�the�power�of�our�intuition.�If�something�doesn＇t�feel�right�in�our�gut�we�find�it�

difficult,� if� not� impossible� to� commit� to� acting� on� it.� The� second� point� to� remember� is� that�

building�our�own�understanding�is�a�fundamentally� A �process;�we�build�it�in�relation�with�

others,�particularly� those�we� trust.�This� is�where�we�will� call� upon�modern�moral�philosopher�

Haidt�to�help�us�understand�the� A �process�of�how�we�make�sense.

　�　②私たちは、何かに対する理解を深めたり、自分がどのように反応するかを決めたりする過程に

おいて、絶えず意思決定をしている。

　�　Haidt� presents� the� idea� that�when� faced�with� newness� the� first� thing� that� happens� in� our�

minds�is�a�powerful�intuitive�response.�Our�intuition�fires�before�we�even�know�it�and�is�likely�to�

be�based�on�links�our�mind�is�making�between�the�present�and�our�past.�Based�on�this,�we�will�

come� to� a� number� of� judgements� about� what� it� all� means.� These� judgements� will� include�

whether�this�is�good�or�bad,�whether�we�should�fear�it�or�embrace�it,�and�how�we�should�act�in�

response.�Finally,�and�③only�after�we�have�already�come�to�some�preliminary�conclusions,�do�we�

develop�a�line�of�reasoning�to�support�our�judgements.�Haidt�seeks�to�remind�us�that�intuition�is�

the�most�powerful�component�in�shaping�our�engagement�with�new�information.

　�　We�would� add� three� things� to�④Haidt＇s� thinking.� These� are� the� things� that� the�mind�will�

intuitively�explore:

　�　1　�Emotions—how�does�this�make�me�feel?�We�might�not�know�why�but�we�will�have�a�sense�

of�our�immediate�response.

　�　2　�Biases—what�am�I�naturally�tuned�into�at�this�moment,�the�opportunities�or�the�threats?

　�　3　�Experience—what�of�a�similar�nature�to�this�have�I�seen�or�experienced�before�and�what�

was�that�experience�like?

　�　⑤If�you�pay�careful�attention�to�the�interactions�at�the�next�meeting�you�find�yourself�in,�you�

will�notice� that� the�majority�of� the� time�we�appear� to�be� interacting�at� the� level�of�reasoning.�

Reason�is�the�international�language�of�business,�so�it�is�no�surprise�that�this�is�the�most�likely�

form�in�which�we�will�share�our�perspectives.�Leaders�are�less�likely�to�talk�openly�about�their�

emotions,� experiences� and� biases,� and� even� less� so� their� judgements.� And�⑥this� has� a� big�

consequence.� If� we� confront� reason�with� reason,� and� never� explore� beneath� rationale� to� the�

judgements�we�have�made�or�the�emotions,�biases�and�experiences�that�have�led�us�down�that�

road,�we�simply�hit�a�brick�wall.�We�will�rarely�change�someone＇s�reasoning�on�the�basis�of�our�

３

著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。

─�14�─
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own� reason� alone.� � ⅰ � � If� we� think� about� the� coffee� machine,� car� park� or� dinner�

conversations,�what�we�see�is�that�they�are�all�examples�of�times�when�we�share�and�explore�our�

intuition�（the�emotions,�experiences�and�biases）�with�people�we�trust.�� ⅱ ��And�this�is�the�

key�point.� � ⅲ � �We�build�understanding�and�will� even� sometimes� change�our� judgements�

through�sharing�our�intuition�with�people�whom�we�trust.�� ⅳ ��When�we�do�this�we�might�

see� new�ways� of� looking� at� things.� � ⅴ � �We�will� not� change� our� judgements� through� an�

attack�on�our�reason.�We�may,�in�time,�concede�but�this�only�leads�to�the�façade�⑦accompanied�/�

agreement�/�by�/�follow-through�/�little�/�of.�

　�　So�what�have�we�learnt�from�Haidt?

　�　・　We�cannot�persuade�people�to�change�their�minds�through�reason�and�rationale�alone.

　�　・　Experiences,�emotions�and�biases�are�at�the�heart�of�how�we�make�sense�of�anything�new.

　�　・　Sense-making�and�creating�meaning�are�iterative�processes�of�relational�interaction.

　�　Real�progress�requires�us�to�share�our�fears�and�instincts�openly,�not�be�labelled�a�resistor�for�

having�them.

Alison�Reynolds,�Dominic�Houlder,�Jules�Goddard,�David�Lewis,�“What�Philosophy�Can�Teach�You�

About�Being�a�Better�Leader”

（１）下線部①の内容を最も適切に表しているものを①～④から一つ選び、番号で答えよ。

　　　① �After� the�meeting�where�you�have�been�able� to�build�a�consensus�with�colleagues,�you�

can�also�enjoy�discussions�with�them�another�time�at�a�restaurant�table.

　　　② �As� is�usual,�you�need� to�have�already�built� rapport�with�your�colleagues� through�open�

communication�in�order�to�get�your�proposal�approved�by�them�in�a�meeting.

　　　③ �Even� if�you�believe�you�have�succeeded� in� forging�an�arrangement� in�a�meeting,� those�

concerned�will�gather�off-site,�feeling�free�to�voice�concerns�about�the�decision.

　　　④ �Once�you�realize�that�your�idea�has�been�accepted�among�others�in�a�meeting,�you�may�

become�liable�to�forget�that�most�of�them�actually�had�different�opinions.

（２）本文中の A に入る最も適切な語を①～④から一つ選び、番号で答えよ。

　　　①�mental� ②�personal� ③�physical� ④�social�

（３）下線部②の内容を表す英語を書け。

（４）下線部③の意味を日本語で書け。

（５）下線部④が表す内容について、30字以下の日本語で書け。

著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。

出典：What�Philosophy�Can�Teach�You�About�Being�a�Better�Leader
　　　Alison�Reynolds,�Dominic�Houlder,�Jules�Goddard,�David�Lewis
　　　Kogan�Page
　　　134ページ本文20行目から136ページ本文24行目まで
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（６）下線部⑤の意味を日本語で書け。

（７）下線部⑥の内容を説明した文として最も適切でないものを①～④から一つ選び、番号で答えよ。

　　　① �As� long� as�we�base� our� judgements� on� solid� facts�without� inclinations� or�hunches,� our�

repeated�attempts�to�convince�one�another�will�be�in�vain.

　　　② �If�we�argue�that�putting�a�great�deal�of�value�on�reasoning�is�the�only�way�to�deepen�our�

mutual�understanding,�we�will�emphasize�our�feelings.

　　　③ �If�we�regard�our�own�view�of�logical�thought�as�most�reasonable�without�considering�the�

views�of�others,�it�will�prevent�us�from�knowing�each�other.

　　　④ �Unless�we�keep�in�mind�that�what�has�happened�to�us�affects�how�we�feel,�we�will�end�up�

with�failures�to�communicate�our�ideas�effectively.

（８）次の英文を入れるのに最も適切な場所を、本文中の ⅰ ～ ⅴ から一つ選べ。

　　　We�can�only�do�so�by�starting�with�an�exploration�of�his�or�her�intuition.

（９）下線部⑦の語を、文全体の意味が通るように並べ替えて書け。

─�16�─
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　�　次の（１）、（２）の問いに答えよ。

（１）次の①～③の内容を表す英語を書け。

　　�　学校教育全体並びに各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特別活動�＜中略＞�の指導を

通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら，教育活動の充実を図るもの

とする。その際，生徒の発達の段階や特性等を踏まえつつ，次に掲げることが偏りなく実現できる

ようにするものとする。

　　①　知識及び技能が習得されるようにすること。

　　②　思考力，判断力，表現力等を育成すること。

　　③　学びに向かう力，人間性等を涵
かん

養すること。

（「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　総則編」より）

（２�）中学校学習指導要領（平成29年告示）　解説�外国語編において、「書くこと」の領域目標では、

「社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたことや感じたこと，その理由

などを，簡単な語句や文を用いて書くことができるようにする。」とある。

　　�　これらを踏まえ、中学校英語教員として生徒の書く力を高めるために、授業でどのような言語

活動に取り組むか。留意点を含め、100語程度の英語で書け。

　　解答の際は、次の記入例にならって書き、コンマやピリオドなどの記号は語数に含めないこと。

記入例

Do you know what date it

is today? Well, it＇s August 21.

４　�　次の（１）、（２）の問いに答えよ。

（１）次の①～③の内容を表す英語を書け。

　　�　学校教育全体及び各教科・科目等の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを

明確にしながら，教育活動の充実を図るものとする。その際，生徒の発達の段階や特性等を踏まえ

つつ，次に掲げることが偏りなく実現できるようにするものとする。

　　①　知識及び技能が習得されるようにすること。

　　②　思考力，判断力，表現力等を育成すること。

　　③　学びに向かう力，人間性等を涵
かん

養すること。

（「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　総則編」より）

（２�）高等学校学習指導要領（平成30年告示）　解説　外国語編�英語編において、英語コミュニケー

ションⅠの「書くこと」の領域目標では、「社会的な話題について，使用する語句や文，事前の

準備などにおいて，多くの支援を活用すれば，聞いたり読んだりしたことを基に，基本的な語句や

文を用いて，情報や考え，気持ちなどを論理性に注意して文章を書いて伝えることができるように

する。」とある。

　　�　これらを踏まえ、高等学校英語教員として生徒の書く力を高めるために、授業でどのような言語

活動に取り組むか。留意点を含め、100語程度の英語で書け。

　　解答の際は、次の記入例にならって書き、コンマやピリオドなどの記号は語数に含めないこと。

記入例

Do you know what date it

is today? Well, it＇s August 21.

４
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