
2023年5⽉15⽇
   弊社の出版物に以下の誤りがありました。謹んでお詫びするとともに、下記のように訂正いたします。 協同出版

県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

北海道 教職・⼀般教養 2023 43 10
問2 問題⽂

①
窒索は 窒素は

北海道 教職・⼀般教養 2022 69 2
問題⽂ 10

⾏⽬
肥沃な⼟壊 肥沃な⼟壌

秋⽥県 教職・⼀般教養 2023 52 5
解説 4⾏⽬
および5⾏⽬

体験的な学習が 体験的な学習活動が

⼭形県 教職・⼀般教養 2023 35 4
3⑵ A〜Dの
写真の出典

表⽰
『詳説⽇本紙図録』 『詳説⽇本史図録』

2024年度版教員採⽤試験「過去問」シリーズ正誤表

◆正誤表に掲載されていない正誤に関する疑問点がございましたら，下記項⽬をご記⼊の上，電⼦メール，FAX，または郵送にてお送りいただくようお願いいたします。
① 書籍名，都道府県(学校)名，年度
教員採⽤試験シリーズの場合は過去問，参考書等もご記⼊ください。
（例：東京都教員採⽤試験過去問シリーズ ⼩学校教諭 20○○年度版）
② ページ数、問題番号
書籍に記載されているページ数、問題番号をご記⼊ください。
③ 正誤についての問い合わせ内容
内容は具体的にご記⼊ください。（例：問題⽂では“ア〜オの中から選べ”とあるが，選択肢はエまでしかない など)

〔送付先〕
○ 電⼦メール：edit@kyodo-s.jp
○ FAX：03-3233-1233 (協同出版株式会社 編集制作部 ⾏)
○ 郵送：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町2-5 協同出版株式会社 編集制作部 ⾏

〔ご注意〕
○ 電話での質問や受験相談等につきましては，受付けておりませんのでご注意ください。
○ 正誤表の更新は適宜⾏っております。
○ いただいた疑問点につきましては、当社編集制作部で検討の上，正誤表への反映を決定させていただきます(個別回答は，原則⾏っておりませんのでご了承ください）。



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

福島県 教職教養 2022 77 5
解説 下か

ら4⾏⽬
「協働的な学び」 『協働的な学び』

福島県 教職教養 2016 237 6 (3) c，d

a，c，d

※aの問題⽂(学校教育法)は，問題通りに掲載している。しかし，2016年4⽉1⽇
に改正された学校教育法が施⾏されているため，本来ならば下記の条⽂が正しい
と思われるが，問題⽂を変えられないことから，解答にaを追加した。
 この法律で，学校とは幼稚園，⼩学校，中学校，義務教育学校，⾼等学校，中
等教育学校，特別⽀援学校，⼤学及び⾼等専⾨学校とする。

埼⽟県 教職・⼀般教養 2022 60 3
問題の選択

肢1
『罰と罪』 『罪と罰』

千葉県 教職・⼀般教養 2022 45 1
2の選択肢②

c，同④c
社会に聞かれた 社会に開かれた

東京都 教職教養 2023 50 18
解説 下か

ら2⾏⽬
バターン パターン

神奈川県 教職・⼀般教養 2022 99 4
解説 最終

⾏
終⽌形」の構成。 終⽌形）の構成。

神奈川県 教職・⼀般教養 2017 300 43
選択肢③の

ウ
統括的評価 総括的評価

福井県 教職・⼀般教養 2022 94 9
解説 最終

⾏
x>より x>0より

⻑野県 教職・⼀般教養 2023 51 5 ⑸の選択肢 ⑥as far as ⑤as far as



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

⻑野県 教職・⼀般教養 2022 93 8
（37）選択

肢
⑤始祖烏 ⑤始祖⿃

⻑野県 教職・⼀般教養 2022 108 8
（34）の解
説 2⾏⽬

酸化銅中が 酸化銅が

静岡県 教職・⼀般教養 2022 65 2
(3)の解説

11⾏⽬
⽂部科⼤⾂ ⽂部科学⼤⾂

⼤阪府 教職・⼀般教養 2023 22 1 1の1⾏⽬ 服することな< 服することなく

⼤阪府 教職・⼀般教養 2022 87 20
問題⽂ 5⾏

⽬
Eは浮かび上がった Eは浮かび上がった。

⼭⼝県 教職⼀般 2011 238 1 (2)解答 探求 探究

⾹川県 教職・⼀般教養 2022 89 16 解説 3⾏⽬ よく多く より多く

佐賀県 教職・⼀般教養 2022 50 7
問題⽂(4) 2

⾏⽬
学資の状況 学習の状況

熊本県 教職教養 2022 69 7
問題⽂の枠
内の⽂章

図ちれる 図られる



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

熊本市 教職・⼀般教養 2022 82 1 解説 3⾏⽬ ⑵は教育公務員特例法第22の ⑵は教育公務員特例法第22条の

沖縄県 教職・⼀般教養 2022 94 3
(4) 選択肢
⑤ 2⾏⽬

「神の鏡」。「全宇宙の鏡」 「神の鏡」・「全宇宙の鏡」

宮城県 ⼩学校教諭 2023 30 4 問5 選択肢2 8分の2 8分の3

栃⽊県 ⼩学校教諭 2023 25 10
2の問題⽂
a最終⾏

どれが どれか

岐⾩県 ⼩学校教諭 2022 58 6
解説 4〜5

⾏⽬
√24

京都府 ⼩学校教諭 2022 59 1 (1)のeの解答 含有 包含

兵庫県 ⼩学校教諭 2017 172 8 1の解答 ウ イ

奈良県 ⼩学校教諭 2023 48 8
(3)解説 7⾏

⽬

24

7
16 12 3

12 3
4 〔cm 〕

7
16 12 3

21 3
4 〔cm 〕



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

岡⼭県 ⼩学校教諭 2022 76
⼩学校
〈英
語〉1

問題⽂の枠
内の英⽂

下から6⾏⽬
by （ ⑧ ）factors by （ ⑤ ）factors

⼭⼝県 ⼩学校教諭 2022 76 18 (1)の解説 「B ⾐⾷住の⽣活」の⾷⽣活における⑶栄養を考えた⾷事において
⼩学校学習指導要領家庭（平成29年3⽉告⽰）の「B ⾐⾷住の⽣活 ⑶栄養を考
えた⾷事」において

愛媛県 ⼩学校教諭 2023 52 19
⑶の解説
最終⾏

出したできる。 出したりできる。

愛媛県 ⼩学校教諭 2023 25 5 (1)問題⽂

⼤分県 ⼩学校教諭 2022 86 14 (2)の解説 「打ち込むときには…，柄のくびれ近くを持って」 「打ち込むときには柄のくびれ近くを持って」

⿅児島県 ⼩学校教諭 2012 333,334 18〜21 解答・解説
⼤問18の途中で解説が切れており，それ以降の⼤問19〜21の解
答・解説も掲載されていない

別紙参照

岩⼿県 国語科 2022 112 ⼆
問四の解説

2⾏⽬
分からなくなってまっている 分からなくなってしまっている

岩⼿県 国語科 2022 112 ⼆
問五の解説

4⾏⽬
「対⽐的な表現を多様」 「対⽐的な表現を多⽤」

福島県 国語科 2023 34，46 五
問題⽂およ
び解答解説

校種分けの誤り 共通問題の【五】を中学校の【⼀】とする。

𝑥 2
2

3𝑥 1
2

𝑥 2
2

3𝑥 1
6



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

兵庫県 国語科 2023 31 五
問2の助⾔の

イ
意⾒は明確に述べられてぃますが、それを裏付ける根拠が⽰され
てぃません

意⾒は明確に述べられていますが、それを裏付ける根拠が⽰されていません

愛媛県 国語科 2022 73 六
問題⽂ 9⾏

⽬
…美しさとは何か』より)] …美しさとは何か』より)

愛媛県 国語科 2022 106 六
⑴Ⅰの選択

肢
Ｂ『⾦塊和歌集』 Ｂ『⾦槐和歌集』

愛媛県 国語科 2022 119 六
⑵の解説 2

⾏⽬
打消の助動詞「ず」の已然形と 打消の助動詞「ず」の已然形が

千葉県 社会科 2022 47 4
(5)の資料 1

⾏⽬
⾃河の ⽩河の

神奈川県 社会科 2023 35
7

問題⽂
1 次のア〜オは，5世紀から7世紀までの東アジアと⽇本の出来事
を…

問1 次のア〜オは，5世紀から7世紀までの東アジアと⽇本の出来事を…

神奈川県 社会科 2023 46
1

問題⽂の枠
内の下から4

⾏⽬
…た役割を担う，公共の精神をもつだ⾃⽴した主体となることに… …た役割を担う，公共の精神をもった⾃⽴した主体となることに…

神奈川県 社会科 2023

68，105
および

これにか
かわる
ページ

1 問題⽂およ
び解答解説

校種分けの誤り ⾼校の地理・歴史の【1】を⾼校共通問題の【2】とする。



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

愛知県 社会科 2022 117 1
⑷の問題⽂

4⾏⽬
ブッダ悟った ブッダが悟った

兵庫県 社会科 2023

29，58
および

これにか
かわる
ページ

5 問題⽂およ
び解答解説

校種分けの誤り
中学校の【5】を共通問題の【2】とする。
※共通問題は2問となる。

兵庫県 社会科 2023

33，60
および

これにか
かわる
ページ

6
問題⽂およ
び解答解説

校種分けの誤り
中学校の【6】を⾼校の地理・歴史の【1】とする。
※中学校は4問，⾼校は6問となる。

栃⽊県 英語科 2023 9 1 問10の6⾏⽬ behind yout back is differet behind your back is different

千葉県 英語科 2023 15 5 (1)の1⾏⽬ ahout about

千葉県 英語科 2023 19 6 (5)の④ thev they

⼤分県 英語科 2022 43 2 解説 A⑵
コンピューターパスが明⽇切れるので，それを更新してもらわなけ
ればならない

通勤定期券が明⽇切れるので，それを更新しなければならない

北海道 数学科 2022 41 5 問2の問題⽂ 𝑎 𝑎



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

千葉県 数学科 2023 10 2
(2)の問題⽂

2⾏⽬
x＋2yの最⼤値は，[ イ ]＋[ ウ ]＋√[ エ ] x＋2yの最⼤値は，[ イ ]＋[ ウ ]√[ エ ]

⽯川県 理科 2022 67 3
問2⑴ 選択

肢⑤
Id I d

神奈川県 家庭科 2022 97 4 解説 3⾏⽬ 「新⽣児メレナ（⽣児出⾎症）」 「新⽣児メレナ（新⽣児出⾎症）」

滋賀県 家庭科 2022 29 2
1⑶の問題⽂

3⾏⽬
しいだけだし しいたけだし

埼⽟県 保健体育科 2021 171 1 解答 (1) 1 4 (2) 2 3 3 3 (3) 4 2 (4) 5 1 (1) 4  (2) 3  (3) 3  (4) 2

埼⽟県 保健体育科 2020 193 3
(3)問題⽂の
枠内の3⾏⽬

…は，器械渾動( ④ )及びダンスのまとまりの中から1領域… …は，器械運動( ④ )及びダンスのまとまりの中から1領域…

東京都 保健体育科 2016 183 5
問2の2の問

題⽂
⼈聞の⽣活によって⽣じた廃棄物は，… ⼈間の⽣活によって⽣じた廃棄物は，…

佐賀県 保健体育科 2022 31 7
⑸の問題⽂

2⾏⽬
何段階という何というか答えよ。 何段階というか答えよ。

佐賀県 保健体育科 2022 40 7
⑺の解説
最終⾏

「斬新性」 「漸進性」

北海道 養護教諭 2022 34 3
問2 枠内の
cの⽂ 1⾏

⽬
治療が必婆 治療が必要



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

北海道 養護教諭 2022 35 3
問3 枠内の
bの⽂ 1⾏

⽬
⽣活習憤 ⽣活習慣

北海道 養護教諭 2022 35 3
問3 枠内の
bの⽂ 2⾏

⽬
保健推導 保健指導

岩⼿県 養護教諭 2022 18 8
(2)の問題の

枠内
[ イ ]の前に⾷塩と記載されている ⾷塩をトル

岩⼿県 養護教諭 2022 30 8 (2)の解答 イ ⾷塩  ウ カリウム(ナトリウム) イ ⾷塩(ナトリウムも可)  ウ カリウム

新潟県 養護教諭 2017 76 7 1⾏⽬ ・保講者を通じ ・保護者を通じ

新潟県 養護教諭 2009 150 1 (1)エの解答 ⾏動 継続

新潟県 養護教諭 2009 151 2 (2)4⾏⽬ なかっや5％未満 なかった5％未満

新潟県 養護教諭 2006 173 1
(1)の解説 5

⾏⽬
ペストジフテリア ペスト，ジフテリア



県名 教科 年度実施問題 ⾴数 ⼤問 箇所、⾏ 誤 正

新潟県 養護教諭 2005 186 9 イの解説 DD OD

新潟県 養護教諭 2005 184 4 (4)解答
・当⽇前から徐々に暑さに慣らす。(体が暑さに慣れるまで，徐々
になれるような運動の⼯夫を⾏う。

・当⽇前から徐々に暑さに慣らす。(体が暑さに慣れるまで，徐々になれるよう
な運動の⼯夫を⾏う。)

新潟県 養護教諭 2005 184 5 (2)解答
学習⽅法 児童⽣徒に役割を与えて演じさせ，その活動を通じて問
題点を明らかにしたり，解決⽅法を考えさたりする⽅法で…

学習⽅法 児童⽣徒に役割を与えて演じさせ，その活動を通じて問題点を明らか
にしたり，解決⽅法を考えさせたりする⽅法で…

徳島県 養護教諭 2022 29 5
解説 下か

ら4⾏⽬
発⽣した場合，、 発⽣した場合，

愛媛県 養護教諭 2022 48 4
⑵の解説 4

⾏⽬
覚えてくこと。 覚えておくこと。

愛媛県 養護教諭 2022 48 4
⑶の解説 2

⾏⽬
0.4㎎／Ｌ異常 0.4㎎／Ｌ以上



余分な水を拭き取って用いる。これは，食材の水分とともに臭いや色

が調理器具に移り，取れにくくなるのを防ぐためであるが，特にまな

板については，使用頻度が高く，水気を含んだまま再び用いることも

多いため，カビが繁殖しやすく，食中毒細菌を媒介することにもなり

やすいので注意が必要である。 問2 でんぷんの糊化(こか)について

述べた設問である。 問3 かつおぶしは名前の通りかつおが原料で

あるため，沸騰した湯にはなさないと，生臭みが出るといわれている。

問4 みそは大豆を原料に米，麦，豆などの糀(こうじ)，塩を合わせて

発酵させてつくられる。 問5 選択肢のア，ウはともに，たんぱく

質が中心の2品である。一方，イはたんぱく質の他，ほうれん草のご

まあえで，ビタミン，ミネラルを補うことができる。

【19】問1 採光　　問2 よしず　　問3 フェルト　　問4 イ

〈解説〉問1 これまで課題選択となっていた「暖かさ，風通し，明るさ

など」に関する学習内容が，現行学習指導要領では｢暑さ・寒さ，通

風・換気及び採光｣に改められ，全ての児童が学習することになった。

問2 葦(あし/よし)の茎を編んで作った日よけである。 問3 羊毛の

縮絨
じゅう

性を利用して作られる。布端の始末が不要なため，小学校の作品

製作でよく用いられる。 問4 まち針は，重ねた布がずれないよう

に，印と印を合わせて，印に直角に，縫い代側に向かってとめる。と

める順序は印の両端 → 中央 → その間の順番である。あわせて理解し

ておこう。

【20】プリペイドカード

〈解説〉プリ(事前に)ペイド(支払われた)という意味である。身近なもの

として，クオカードなどがあげられる。交通系のプリペイドカードは

全国的にICカードが主流となりつつある。いずれも，現金と異なり，

支出している実感が薄れるというデメリットがある。
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【21】問1 イ　　問2 ウ　　問3 ①　ウ　　②　ア　　③　エ

〈解説〉問1 アはguided the plane (飛行機を先導した)の箇所が本文と不一

致。ウはcrying for helpの箇所が本文に言及なし。エは「怪我人を機内

で手当した」とあるが本文中では「機外の安全な場所で」とあり不一

致。 問2 代名詞thisは直前の文を受けているので，lost his sightつま

り「視力を失う」と同義の選択肢ウがあてはまる。 問3 ①　at the

risk ofで「～を賭けて，～の危険を冒して」の意味。Seol氏は命がけで

他の乗客を救ったのでウのlifeがあてはまる。 ② 「彼は自分の身体

的な…にもかかわらず偉業を達成した」なので否定的な意味を持つア

を入れ，「身体的な障害にもかかわらず」とする。 ③　空欄の後に

forward(前に向かって)とあり，「前向きな一歩を踏み出した」となるエ

があてはまる。
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