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2020年度早稲田大学大学院教育学研究科

修士課程一船＠外国学生入学試験問題専門科自

｛学校教育専攻】

解答上の注意

2020.02.17 o e 

1 .学校教育専攻の入学試験問題は、出願時に届け出た研究指導 ・指導教員の専門分野により下記の表のよう に分

かれています。「志願票に記入した研究指導名Jにしたがって指定された「解答すべき設問」を解答しなさい。

志願票に記入した研究指導名
志願票に記入した

解答すべき設問
指導教員名

教育学研究指導 藤井千春

教育史研究指導 湯川 次義

教育哲学研究指導 坂倉裕治

学校経営学研究指導 菊地栄治
設問 I
〈教育学〉

比較教育学研究指導 長島啓記

教育行財政学研究指導 小松茂久

教育工学研究指導 三尾 忠男

教育社会学研究指導 吉 田 文

社会教育学研究指導 小林敦子
設問E

社会教育学研究指導 前田耕司 〈社会叙膏学・

社会教育学研究指導 矢口 徹也
教育社会学〉

生涯教育学研究指導 i賓中淳子

発達・教育心理学研究指導 上淵 寿

臨床心理学研究指導 堀 正士

教育評価 ・測定研究指導 椎名 乾平 設問E

障害・神経心理学研究指導 坂爪 一幸 （教育I~＼理学〉

学校心理学研究指導 本田 恵子

特別支援教育学研究指導 梅永雄二

初等教育学研究指導 河村茂雄

初等教育学研究指導 佐藤隆之
E質問N
〈初等教育学〉

初等教育学研究指導 小林 宏己

2. 「解答すべき設問j 以外を解答 した場合、当該解答は 「O点」 となります。

3.解答用紙の所定機］に、 「設問番号J （例 ： 「IJ • 「IVJなど） を必ず記入すること。

また、全ての解答用紙の所定欄に受験番号 ・氏名 ・研究指導名 ・指導教員名を必ず記入すること。

4.解答用紙は、 「問題番号」 （各設問の問題 1、問題2、問題3）別に使用するこ と（一つの問題で一枚使用）

5.解答用紙のホ ッチキスは、はずさ ないこと。 また、 無解答の解答用紙でも提出する こと。

6. 問題用紙は「 5枚J （本ページ含む） 、解答用紙は「3枚Jです。必ず枚数を確認すること。

以上



2020年鑑軍縮田大学大学院教蒲学研究科

t多士課謹一般 9 外国学生入学試験問題

［専門科目＠選択］ 〔学綾教脊導政｝

設問 I （教育学）

問題1 以下の8題中、1課題を選び、論述しなさい。

＊論述にあたっては、選択した課題番号と課題文の全部を書き写してから始めること。

( 1）日本国怒法第26条（教育を受ける権利）の法的解釈を記すとともに、その今日的意義を論述

しなさい。

(2 ）学級担任制と教科担任制のそれぞれについて、利点と欠点、を論述しな~い

( 3）日本の高校や大学で展開されているキャ リア教育について、指摘される課題を論述しなさい。

(4）近年、地域コミュニティの崩壊が指摘されるが、社会関係資本の再構築に向けて社会教育としてど

のような取り組みが考えられるか論述しなさい。

< s) r傍観者効果1とは何かを解説し、具体例を挙げなさい。

( 6）心理臨床における同情（Sympathy）と共感（Empathy）の相違について説明しなさい。

( 7）近年、「発達障害が増えているJと言われてきているが、指摘されている要因や考えられる原因につ

いて論述しなさい。

(8）「資質，能力」とは伺かを説明した上で、それを子どもの経験に基づいてどのように育成するか論述

しなさし、。

問題2 以下の7題中、 1課題を選び、論述しなさい。

＊論述にあたっては、選択した課題番号と課題文の全部を書き写してから始めること。

( l ）ジョン ・デューイが『学校と社会』で述べている「オキュベーション」とは、子どもにとってどの

ような学習活動であるか論述しなさい。

( 2) 1945年以降に行われた女性の教育に関する改革について、戦前のそれとの対比の観点を踏まえなが

ら、理念 ・制度などを中心に論述しなさい。

( 3）イデオローグの感覚論哲学が教育可能性論議に与えた影響について論述しなさい。

(4）学校組織における対話的関係を阻害する社会的要因について論述しなさい。

( 5）近年のユネスコの教育に関する活動について、どのような取り組みが進められているか例を挙げて

論述しなさい。

( 6）外国人児童生徒の就学機会の確保について論述しなさい

( 7）日本における初等教育 ・中等教育へのデジタル教科書の導入にあたって、 期待される効果について

蘭意すべき点ち含めて論述しなさい。

問題3 以下の項目中、 5課題を遊び、解説しなさい。

＊解説にあたっては、 選択した問題の番号k項目を番き写してから始めるとと。

( I ）サマ〕ヒル学園 ( 2）性格形成学院 (3）ソフィスト (4）森有礼

(5）大正自由教育 ( 6）カリ キュラム・マネジメント ( 7)開放制の教員養成

( 8）安倍磯雄 ( 9）教科書検定制度 (10）『シュタンツ便り』

(11）コレージュ ・！，＇＇・フランス (12）羅振玉 (13）能力主義 (14）教職調整手当

(15）終日学校 （Ganztagssch ule) (16) European Qualifications Framework (EQF) 

(17）チーム学校 (18）教育福祉 (19) STEM教育 (20) ARCSモデル

2., 
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2020年度早稲田大学大学院教脊学研究科

協士課程一般＠外国学生入学試験問題

［専門科§＠選択］ 〔学校教青専攻｝

震＝趨罰百包

設問E （社会教育学・教育社会学）

問題1 以下の8題中、 1課題を灘び、論述しなさい。

＊論述にあたっては、選択した課題番号と課題文の全部を書き写してから始めること。

( l ）日本国憲法第26条（教育を受ける権利）の法的解釈を記すとともに、その今日的意
義を論述しなさい

( 2）学級担任制と教科担任制のそれぞれに4ついて、利点と欠点を論述しなさい。

( 3）日本の高校や大学で展開されているキャリア教育について、指摘される課題を論述
しなさし、。

( 4）近年、地域コミュニティの崩壊が指摘されるが、社会関係資本の再構築に向けて社

会教育としてどのような取り組みが考えられるか論述しなさい。

( 5) r傍観者効果Jとは何かを解説し、具体例を挙げなさい。

( 6）心理臨床における同情 （Sympathy）と共感（Empathy）の相違について説明しなさい

( 7）近年、「発達陣害が増えているJと言われてきているが、指摘されている要図や考え
られる原因について論述しなさい。

( 8）「資質・能力j とは何かを説明した上で、それを子どもの経験に基づいてどのように
育成するか論述しなさい

問題2 以下の5題中、1課題を選び、論述しなさい。

＊論述にあたっては、選択した課題番号と課題文の全部を書き写してから始めるこ と。

(l）博物館において、近年、ワークショップの開催や解説員によるギャラリートークが

積樺的に導入されている。こうした博物館の変化をもたらした政策的変化や時代背景
は何か、またこのような手法が来館者に与える影響について論述しなさい

( 2) 2019年4月より順次施行されている働き方改革関連法について説明し、生涯学習の
観点からその意味を論述しなさい

( 3）外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理・難民認定法の成立にともない、

外国籍の児童・生徒における日本語・教科学習支援の質保証の問題が議論されている。
これについて生涯教育の観点から論述しなさい。

( 4）学校教育の機能として、知識・技輯の伝達以外に何があるか。学校教育の具体的場
面を提示し、その機能について論述しなさい。

(5）日本の大学生の授業外学習時間は、国際的にみて短いことが指摘されている。なぜ、
こうした現象が生じるのか、複数の観点から論述しなさい。 ' 

問題3

以下の項目中、 5項目を選び、解説しなさい。

＊解説にあたっては、選択した問題の番号と項目を審き写してから始めること。

(1）家庭教育振興ニ関スル件（1930年） (2）青年学校令 （1935年）

(3）社会教育法第2条 (4）生涯学習体系への移行 (5）「中国教育現代化2035J
(6）社会情動的スキル (7）社会教育法改正（2001年） (8）二宮尊徳

(9）マ？チン 園トロウ (10）パジノレ ・パーンスタイン (11）相対的リ スク回避仮説
(12）ホンド理論 (13）リカレント教育 (14）世界大学ランキング
(15）産学連携 (16）セツノレメ ント

(17）アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法待

(18）国立民族共生公隠 (19）半構造化イ ンタビュー (20）高大接続改革
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2020年度 皐稿田大学大学院教青学研究科

修士課程一般＠外留学生入学試験問題

［専門科目＠選択］ ｛学校教青専攻〕

設問匝 （教育心理学）

問題1 以下の8題中、 1課題を遺び、論述しなさい。

＊論述にあたっては、選択した課題番号と課題文の全部を書き写してから始めること。

(1）日本国憲法第 26条（教育を受ける権利）の法的解釈を記すとともに、その今日的意義を論述しなさ

(2）学級担任制と教科担任制のそれぞれについて、利点と欠点を論述しなさい。

(3）日本の高校や大学で展開されているキャリア教育について、指摘される課題を論述しなさい。

(4）近年、地域コミュニテイの崩壊が指摘されるが、社会関係資本の再構築に向けて社会教育としてどの

ような取り組みが考えられるか論述しなさい。

(5）「傍観者効果j とは何かを解説し、具体例を挙げなさい。

(6）心理臨床における同情（Sympathy）と共感（Empathy）の相違について説明しなさい。

(7）近年、「発達障害が増えているj と言われてきているが、指摘されている要因や考えられる原因につ

いて論述しなさい。

( 8) I資賀・能力j とは何かを説明した上で、それを子どもの経験に基づいてどのように育成

するか論述しなさい。

問題2 (1）～（6）の設聞から一つを選び、論述しなさい。

※論述にあたっては、選択した問題の番号と問題文の全部を書き写してから始めること。

(1）学習障がいがあるために、不登校になりかけている小学6年生がいる。「チームとしての学校jの

3つの視点を解説し、との児童への対応を具体的に説明しなさい。

(2）結果期待と効力期待の違いについて論述しなさい。

(3）相関係数の絶対値が 1を超えない理由を論述しなさい。

(4）個人の援助要請行動について、性差やスティグマとの関連を説明しなさい。

(5）大脳の前頭葉（前頭前野）に損傷や萎縮、あるいは成熟の遅滞や偏向が生じた場合、どのような症

状や問題が現れやすいかについて説明し、さらにそれらに対してどのような対応（支援）が考えら

れるかを論述しなさい。

(6) SLD児のキャリ ア教育で指導する内容をアカデミックスキルとの関係から論述しさい。

問題3 以下の項目中、 5項目を濁び解説しなさい。

※解説にあたっては、選択した問題の番号と問題文の全部を番き写してから始めること。

(1)社会人基礎力 (2）発達性協調運動障害 (3）有機的統合理論

(4）基本情動 (5）ポンゾ錯視 (6）松本亦太郎 (7）内観療法 (8）マインドブノレネス

(9）骨相学 (10）ソマティック ・マーカー仮説 (11）デプリーフィング

(12）統合失調型パーソナリティ陣容
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2020年度皐縮聞大学大学院教育学研究科

協士課程一鍛 φ 外国学生入学試験問題

［専門科自＠選択］ 〔学校教甫専攻｝

設問IV （初等教育学）

問題 1 以下の 8題中、 1課題を選び、論述しなさい。

業論述に当たっては、選択した問題番号と課題文の全部を書き写してから始めること。

( l ）日本国憲法第 26条（教育を受ける権利）の法的解釈を記すと左もに、その今目的

意義を論述しなさい。

( 2 ）学級担任制と教科担任制のそれぞれについて、利点と欠点を論述しなさい。

( 3 ）日本の高校や大学で展開されているキャリア教育について、指摘される課題を論述

しなさい。

( 4）近年、地域コミュニテイの崩壊が指摘されるが、社会関係資本の再構築に向けて社

会教育としてどのような取り組みが考えられるか論述しなさい。

( 5 ) 「傍観者効果J とは何かを解説し、具体例を挙げなさし、。

( 6 ）心理臨床における問情（Sympathy）と共感（Empathy）の相違について説明しな さ

( 7）近年、 「発達障害が増えているJと言われてきているが、指摘されている要因や考

えられる原因について論述しなさい

( 8 ) 「資質・能力Jとは何かを説明した上で、 それを子どもの経験に基づいてどのよ う

に育成するか論述 しなさい。

問題 2 (1）～（3）の設問から一つを選び、論述しなさい。

※論述に当たっては、選択した問題番号と課題文の全部を書き写してから始めること。

( 1 ）児童生徒の人間関係が上下に序列化された階層が生じているような学級集団が形成

される要因について、論述しなさい。

( 2 ）プラグ、マテイズムに基づく教育の理論と実践について、その意義と課題を論述しな

さし」

( 3 ) 「特別の教科道徳Jに関する評価を行 う場合、どのような点に留意すべきか論述し

なさい

問題 3 以下の項目中、5項目を選び、解説しなさい。

業解説に当たっては、選択した問題番号と項目を書き写してから始める こと。

①ピアプレッ シャー ②探究の共同体（communityof inquiry) ③非認知的能力

④自己調整学習 ⑤準拠集団 ⑥教科間連携 ⑦ソーシヤノレサポート

③アプローチ ・カリ キュラム ⑨学級風土 ⑮スター ト・カリキュラム

⑪教育の社会化 と主体化 ⑫汎用的スキル ⑬主権者教育

⑭へレン ・パーカースト ⑮セノレフリ ーダーシップ

ぢ




