東京アカデミーは筆記試験対 策が強い

合格メソッド

NO.1

TOKYO ACADEMY

〜徹底した本試験分析による
「戦略的カリ

◆筆記試験攻略のステップ 使用テキスト▷参考書

時期に応じた
オリジナルテキストでステップアップ！

11月
基礎力養成期

応用力養成期

STEP3

参考書と問題集の併用で、重要事項の整理と知識の定着
を図ります。
これまでに学んできた知識を使って、問題を
解く力を高めます。

全受験者の52.2％が1次試験不合格

だから、東京アカデミーで、“出るところを効率良く、賢く勉強！
長年にわたる徹底的な傾向分析から得られた、最新の傾向を講義に反映させています。

教職教養 出題内訳

❻その他
❺人権教育 12.0％

6.5％

29.3％

❹教育時事
13.7％

❸生徒指導 ❷障害児教育

18.1％

教育心理

教育法規

❶学習指導要領

20.4％

❺その他
31.7％

❶学校教育関連法規

21.9％

❹子どもに関する法規
9.0％

❺その他
23.5％

❷教職員の法規 ❹教育評価
13.0％
19.1％

❸教育基本法規関連

❶人格と適応

24.3％

❷発達の理論

❸学習の理論

18.3％

20.9％

教育史
❺その他
10.0％
❹近·現代日本史
9.0％

❶近代·現代西洋史

❸総合西洋史·日本史

※全国本試験分析結果より

1 英語 2 理科 3 社会

18.3％

❷総合日本史

19.0％

時事問題やご当地問題、一般
常識的な問題を出題する自治
体も多くあります。

出題の多い英語・理科・社会は中学から高校で学習する内容を押さえましょう。時事問題は日頃からニュースに
関心を持つことが大切です。
ご当地問題は受験自治体のホームページを見るなどし、
情報収集をしましょう。
※本試験分析結果より

■教育振興基本計画
■人権教育・啓発基本計画
■教育県大分創造プラン2016
■障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり ■第2期くまもと
「夢への架け橋」教育プラン
■熊本市教育大綱
■宮崎県人権教育基本方針
■第4次鹿児島県子ども読書活動推進計画

学習のPOINT
受験自治体の本試験問題で出題の状況を確認し、ホームページ等で基本方針や通知・文書を確認しましょう。
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東京アカデミーでは約20年にわたり、
全国の教員採用試験の出題分析に力を入れてきました。
東京アカデミー教員採用試験のカリキュラムは「出題されるところを効率よく」
勉強できるようになっています。

◆教育原理・教育法規 頻出事項取り扱い例
（一例）
障害児教育

特別支援教育、発達障害

生徒指導

いじめ、不登校、暴力行為、
「生徒指導提要」

同和・人権教育

「人権教育の指導方法等の在り方について
[第3次取りまとめ]」

教育法規
教育基本法

前文、1条〜6条、9条〜17条
1条、11条、12条、16条、19条、

学校教育法

21条、30条、34条、35条、37条、
42条、43条

◆最新の教育時事にも対応

生講義だから、
最新の教育時事に即座に対応できる！
「改定された教育制度や法規、新たに出題された通知文書等」は出題される可能性も高くなります。

2020年夏教員採用試験(九州)教養試験 時事問題
（2020年2月以降に出された答申・通知・文書等）
の出題状況

学習のPOINT

頻出通知·文書等

本試験分析から見えてくる
「頻出分野」
をカリキュラムに反映！

19.0％

過去数年分の本試験問題を解き、受験自治体の出題傾向を押さえましょう。教育法規と教育原理、教育心理・教育
史などは、関連している部分があるので、分野を横断して勉強することでスムーズに頭にインプットされます。

ご当地問題

本試験の出題傾向を踏まえ、過去問題の演習を通じて実践力を養成します。数多くの問題にあたり実践力を身に付ける時期で
す。分野ごとに集約された全国の過去問題で、本試験問題のトレンドと出題傾向を網羅できます。1問でも多く問題を解き、周辺知
識の整理を行います。

43.0％

学習のPOINT

一般教養 頻出分野

実践力養成期

教育原理

※全国本試験分析結果より

教育原理

6月

◆傾向分析に基づいた戦略的カリキュラム

◆徹底した本試験問題分析に基づく講義
2019年夏九州・山口エリア教員採用試験
受験者19,410名▷1次試験合格者9,283名

使用テキスト▷過去問題集

4月
STEP2

ここから、確実にステップアップしていくための大事な一
歩。今までに学習してきた人も参考書を中心にまずは基
礎力をしっかりとつけましょう。

※社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

使用テキスト▷問題集

1月

STEP1

キュラム」
〜

●児童虐待の防止に関する法律 2020年4月1日施行

⇒ 熊本市、長崎県、大分県の筆記試験で出題
●鹿児島県人権教育・啓発基本計画 2020年3月

⇒ 鹿児島県の筆記試験で出題
●大分県長期教育計画 2020年3月

⇒ 大分県の筆記試験で出題
東京アカデミーの講義では、講座開講後に出された通知文書等も授業の中で取り扱います。新たに出された答申・通
知・文書の背景や周辺知識をあわせて取り扱うことで、理解度を高め、筆記試験はもちろん人物試験にも活きる知識
を定着させます。
⇒ 詳しくはP15、P16をご覧ください。
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合格メソッド

NO.2

TOKYO ACADEMY

東京アカデミーは人物試験対 策が強い

〜早期に始める面接対策／グループ討議

東アカの人物試験対策

2 グループ討議対策

◆人物試験で押さえておきたい重要な用語（一例）

①第一印象
②使命感と熱意、意欲
③表現力・理解力
④判断力・責任感
⑤貢献意欲・協調性
⑥社会常識

・主体的・対話的で深い学び
・カリキュラム・マネジメント
・チーム学校
・働き方改革
・地域社会との連携
・安全教育

・学力の3要素
・いじめの「未然防止」
・キャリア教育
・児童虐待
・ICTの活用
・自己肯定感

だから、東京アカデミーで、 現場経験豊富な講師による
人物対策を早期から！
人物試験対策アドバイザー
人物試験情報冊子

パーフェクトガイド

東京アカデミー受講生の報告書を基に
厳選した情報を一挙掲載
九州地区の面接質問掲載数
件

1,582

3 模擬授業対策

鹿児島校 安斎淳子

鹿児島校 岩下 朋大

鹿児島校 田畑 功

鹿児島校 峯 智子

実施時期：2021年1月〜2021年7月
実施回数：5回以上（※8月以降の個別指導回数は除く）

教員採用試験で求められる指導案は、受験者がどのよう
な授業を展開するかが「見える」指導案です。ねらい、使用す
る教材、指導の工夫などを伝えられる指導案を作成する必
要があります。東京アカデミーでは、どんな題材が指定され
ても、児童生徒の興味・関心を引き出し、
「 もっと学びたい」
と意欲を持たせられるような指導案を提示できるように指
導します。

面接実践指導

面接対策講義

◆面接対策ガイダンス
◆視覚・聴覚情報個別指導
◆自己分析シート添削・フィードバック講義
◆面接回答シート添削・フィードバック講義
◆面接個別指導
（1次合格者対象）

◆面接試験の概要解説
◆質問別回答ポイント解説
◆代表者面接、
指導
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実施時期：2021年1月〜2021年6月
（※各コースの講義内で取り扱います。）

※対策指導で取り扱う学習指導案の内容

単元名
本時のねらい
展開
①導入（学習活動/予想される児童の反応/指導上の留意点）
②展開（学習活動/予想される児童の反応/指導上の留意点）
③まとめ（学習活動/予想される児童の反応/指導上の留意点）
評価

◆模擬授業実践指導
模擬授業は、その場で与えられたテーマや設定をもとに（指導案を作成し）授業
を行う場合と、試験日までに受験者があらかじめ指導案を作成して、授業を行う場
合があります。東京アカデミーでは、専門教科に関する指導と、学校生活や問題行動
に対する生徒指導の2種類を指導します。

面接試験はほとんどの自治体で実施され、教員採用試験の対策をするうえでは、欠くことはできません。東京アカデミーでは、入室
から退出に至るまでの態度や、表情や視線などから、受験者の「熱意」
と
「魅力」をアップさせる実践指導を行います。
また、講義では、
質問に対する回答のポイントを解説します。
この実践指導と講義により確実にステップアップを図ります。

※詳しくはP13、14をご覧ください。

実施時期：2021年1月〜2021年7月
実施回数：5回以上（※8月以降の個別指導回数は除く）

教員採用試験におけるグループ討議のテーマを実践的に学びます。
練習回数や経験回数による差が最も顕著に表れる試験が グループ討
議 。
「いかに他者の意見を傾聴するか」
「いかに他者を尊重した柔軟な
発言をすることができるか」が非常に重要なポイントとなります。
本試験での流れや自治体別のテーマの出題傾向を踏まえ、テーマを
理解するのに必要な知識のインプット後、実践的な指導を通じて理解
を深めます。実践的に学ぶことで、特に頻出かつ重要なテーマについて
教員として求められる協調性、
コミュニケーション能力、主体性、構成
力（計画的な進行）などを身に付けます。

◆指導案作成

68都道府県政令指定都市の人物試験情報がこ
の1冊に凝縮されています。長きにわたり教員採用
試験を全国で展開し、受講生から絶大なる信頼を
得ているからこそできる、東アカ受講生しか手に
することができない至宝の情報誌です。

1 面接対策

※社会情勢により、実施の有無・形態が
変更となる場合があります。

※詳細についてはP21〜28もご覧ください

教員採用試験は、その殆どで1次試験で学力を計り、2次試験以降で人物試験を課すというシステムで実施されます。
よって血のにじむような努力で学力試験を突破しても、人物試験で不合格になってしまっては元も子もありません。

◆人物試験ではここが見られる

対策／模擬授業対策／自己PR書対策〜

※模擬授業の様子

4 自己PR書対策

実施時期：2021年1月〜2021年7月
実施回数：4回以上

受験生の「顔」
とも言える提出書類は、自治体によって様式が異なりますが、記入ポイントをしっかり確認し、自己分析と合わ
せ、早めの準備を心掛けることが大切です。
これまでに取り組んできた活動（講師経験、部活動やボランティア活動など）などをど
のように教育活動に活かしていくか、書類上でうまく自己PRできるように指導していきます。

※詳しくはP22（人物試験対策）をご覧ください。
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合格メソッド

NO.3

TOKYO ACADEMY

東京アカデミーは面接実践指 導が強い

〜
「視覚・聴覚・言語情報」
を理解した伝える チカラの向上〜

※社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

◆合格までのステップ
入会後

入会後

1週目
STEP 2
STEP 1

聴覚情報

STEP 2

面接対策ガイダンス

1)

視覚情報⇒見た目・態度

2）

聴覚情報⇒話し方

3）

言語情報⇒話の内容

メラビアンの法則

視覚・聴覚・言語情報が与える
影響力の割合に関する研究結果

STEP 2
STEP 3

■

■
声のトーン
大きさ、速さ

38％

55％

視覚情報

聴覚情報

言語情報

聴覚情報

自己分析シート、
面接回答シートの作成

実施時期：自己分析シート 入会後1〜4週目
面接回答シート 入会後4〜8週目
実施回数：全体指導は1回ずつ

自己分析シート作成
自分の性格や特技、経験と、それらを通じて得たことや、教員としてそれらをどう生かしていくかを盛り込ん
でいきます。

7％

視覚

個別面接指導 (1次合格者対象）

『言語情報』
は講師による個別添削⇒全体指導で中身を磨く！

話の内容

聴覚

視覚・聴覚情報 リピート指導
視覚情報

合否を大きく左右する
『視覚・聴覚・言語情報』
とは？

STEP 4

※習得できていない方を対象に指導します。

聴覚情報

実施時期：入会後1週目
実施回数・時間：1回90分（視覚・聴覚情報40分、言語情報50分）

話し手が聞き手に与える影響の3要素

STEP 3

人物試験直前

面接回答シート作成
言語情報

視覚・聴覚情報 個別指導
視覚情報

STEP 1

STEP 3

言語情報

言語情報

筆記試験

4〜8週目

自己分析シート作成

面接対策ガイダンス

視覚情報

入会後

1〜4週目

志望自治体の目指す教育にそれらをどのように生かすことができるかをアピールし、自分を売り込むテク
ニックを教授いたします。

見た目、表情
しぐさ、視線

東京アカデミーでは初めに、教員採用試験合格を勝ち取る上で必要な「視覚・聴覚・言語情
報」に焦点をおいたガイダンスを実施します。
しっかりと基本的な知識を身につけた上で、実
践的な面接対策に取り組みます。

面接回答シート作成

作成の流れ
①ガイダンスを踏まえシートを作成
②講師が一人ひとりのシートを添削

STEP 2
STEP 3

視覚・聴覚情報個別指導

実施時期：入会後1〜４週目
実施回数：1回（習得できていない方には、
リピート指導）

③講師による全体指導で改善点をフィードバック
※全体指導の実施風景

面接において重要な要素『視覚・聴覚情報』
を理解する！
■

受験者の内面を知る簡単な質問例をもとに、視覚（見た目）
と聴覚（口調や話の早
さ）情報が適切かどうかを確認し、指導していきます。

■

個別指導を通して表現力の豊かさを身に付けます。

■

習得ができていない方を対象に、
リピート指導を行い、全員の向上を図ります。
チェック項目例
■容姿に関して
① 髪型 男女とも短めに整え、清潔感があるか。 ②表情は好ましい（笑顔、真剣さ等）印象か。等
■声に関して
①適度な間、状況に応じた声の強弱は正しいか。
スピード、抑揚等。 ②言葉使いは正しいか。はなし言葉に
なっていないか。等
■入退室に関して
① 入室 ノックがテンポよく、3回、聞こえるか。 ② 退室 面接終了後、即座に椅子の左側に起立。等
■着席時に関して
①背筋を伸ばして座っているか。
（背もたれに背中を付けていないか）等

視覚·聴覚チェックシート
STEP 4

個別面接指導

実施時期：1次合格発表後
実施回数：5〜8回程度

人物試験直前は、ベテラン講師による安心の個別指導！
個人面接は、受験者個人の細部にまでわたる質問を課すことにより、受験者の教員とし
ての資質・能力、知識、経験などを、客観的かつ多角的に評価・判断する試験です。
■

志望動機、学習指導や生活指導の基礎力があるか、教育問題への心構えや対処法など
を限られた時間内でアピールできるように個別指導を行います。

■

教員採用試験に長年携わってきたベテラン講師陣がそのノウハウを活かし、丁寧に指
導するため、安心して本試験に臨めます。
※面接練習の様子
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合格メソッド

NO.4

生講義だからできる！
「最新時事 ・教育問題対策」

TOKYO ACADEMY

教育時事

※社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

◆取り扱い内容

2021年1月31日以前に出された答申・通知・文書等

筆記試験で出題される可能性アリ！
筆記試験では、
最近話題となった時事的な内容に関する問題も出題されます。
2020年夏試験での教育時事関連問題出題状況

だから
東アカでは…

筆記試験 ◆不登校児童生徒への支援の在り方について 2019年10月25日
（2020年福岡県・福岡市 教職教養）
◆個別の指導計画作成・活用マニュアル 2019年11月
（2020年大分県 教職教養）
◆教育の情報化に関する手引き 2019年12月26日
（2020年鹿児島県 教職教養）

※東京アカデミーの講義で実際に一部取り扱いました。

東京アカデミーオリジナル講義

①最新時事 ②教育問題

教師力向上ゼミとは？

※P9〜14の対策とは異なります。

の対策で教師力向上ゼミを取り入れ、
完全理解を目指します！

教職教養 の講義

教師力向上ゼミとは、従来の一方通行の講義ではなく、ディスカッションを取り入れた参加型の講義です。
「主体的・対話的・深い
学び」を体現できる講義で、現場で活かせる知識を身につけるとともに確かな学力の定着を図ります。

で取り扱います！

▶実施時期：2021年1〜6月

東京アカデミーの講義は生講義にこだ
わっています。本試験で出題される可能
性がある新しい通知文書が出されたら、
即座に講義で取り扱い、
試験で狙われる
ポイントを分かりやすく解説します。

▶実施時期：2021年5月
▶実施回数：4回
▶使用教材：教育時事データブック、
東京アカデミーオリジナル
教育答申資料集
「教育時事データブック」使用

▶実施回数：24回

※P21〜28参照

本試験でのいじめ関連問題出題状況
筆記試験

教師力向上ゼミの流れ

◆いじめ防止対策推進法（2019年鹿児島県 教職教養）
◆いじめ防止等のための基本的な方針（2019年福岡県・北九州市・佐賀県 教職教養）

実施テーマ例：

いじめ防止の取り組みとは

人物試験
◆いじめについて保護者から相談を受けた時の対応はどうするか（2019年鹿児島県 個人面接）
◆いじめを受け、
不登校になった生徒の保護者から
「いじめた側の生徒を学校に来させ
ないでほしい」
と言われた場合、
どのように対応するか
（2019年鹿児島県 個人面接）

※写真は2020年夏対策のものです

最新時事

◆取り扱い内容

Step1 講義 ▷▷課題に関する知識をインプット

2021年2月1日以降に出された答申・通知・文書等

筆記試験でも問われ、人物試験では周りと差をつける！

現場経験のある講師による事例や対応例の説明、関連文書に関する解説を行います。
取り扱う通知文書(一例)
◆いじめ防止対策推進法
◆いじめ防止等のための基本的な方針
◆いじめの重要事態の調査に関するガイドライン ◆生徒指導提要
◆いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について(通知)2019年3月29日 NEW

筆記試験対策としての知識の習得に加え、
面接や集団討論、
論述・論文などの人物試験で、
回答の中に改定された制度や
最新の通知文書等を取り入れることで、
根拠ある内容に一変し、
他の受験者と差をつけることができます。

教師力向上ゼミ

2020年夏試験での最新時事関連問題出題状況
（2020年 熊本市、長崎県、大分県 教職教養）
◆鹿児島県人権教育・啓発基本計画 2020年3月
（2020年 鹿児島県 教職教養）
◆大分県長期教育計画 2020年3月
（2020年 大分県 教職教養）

これが身につく!

で取り扱います！

筆記試験 ◆児童虐待の防止に関する法律 2020年4月1日施行

だから
東アカでは…

ディスカッションなどを取り入れた 主
体的・対話的で深い学び を実現する実
践型講義で、自分の考えの確立し、他者
の考えに触れることで、
教育時事に関す
る深い理解につなげます。
▶実施時期：2021年6月
▶実施回数：4回
▶使用教材：最新の答申・報告・通知等

人物試験 ◆あなたのクラスにコロナに感染した生徒がいます。
担任として、
どう対応しますか。
（2020年 熊本市 個人面接）

教師力向上ゼミ
1回で1テーマを
取り扱い、

Step1〜Step3
へと深く掘り下げ
ていきます。

□必要となる学習指導要領、中央教育審議会答申、国・自治体の通知文書等の理解
□事例、現場での対応例の理解

Step2 ディスカッション ▷▷他者の意見に触れる

「チーム学校」の考えの下、多様な専門性を持つ人と組織的・協働的に課題の解決に取り組
みます。
これが身につく!

※東京アカデミーの講義で実際に一部取り扱いました。

教育問題

□他者の意見により自分の視野を広げ、考えを深める
□他校種・教科の視点から「チーム学校」
としての考えを深める
□自分の言葉で分かりやすく伝える力・表現力を鍛える
□姿勢・話し方の向上

◆取り扱い内容

教育現場で問題となっている課題

筆記試験でも人物試験でも問われる！
教育問題は、
多岐にわたり、
その理解は教員として働く上で大変重要です。
そのため、
教員採用試験でも、
筆記試験、
人物
試験の両方で多く出題があり、
十分な理解が求められます。

で取り扱います！

筆記試験 ◆不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 2019年10月

人物試験 ◆不登校生徒にどのように対応しますか。
（2020年 熊本市 個人面接）

※東京アカデミーの講義で実際に一部取り扱いました。
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上記で話し合った内容を各グループごとに発表してもら
います。その為、相互に協力し合って、より良い議論へと発
展させ、ディスカッションの質を高める必要があります。

教師力向上ゼミ

2020年夏試験での教育問題関連問題出題状況
（2020年 福岡県・福岡市 教職教養）
◆いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 2017年3月
（2020年 福岡県・福岡市・長崎県 教職教養）
◆いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について
（通知）
2019年3月29日
（2020年 大分県 教職教養）

Step3 結論の発表および振り返り

だから
東アカでは…

ディスカッションなどを取り入れた 主
体的・対話的で深い学び を実現する実
践型講義で、自分の考えを確立し、他者
の考えに触れることで、
教育時事に関す
る深い理解につなげます。
▶実施時期：2021年1月〜2021年6月
▶実施回数：12回
▶使用教材：教育答申資料集、
教育問題関連資料

※実際の様子

課題の
背景・趣旨
の理解

その他テーマ例
①学校・保護者間の連携を図るための取り組みとは
②事件・事故等から身を守るための取り組みとは
③改正児童虐待防止法における学校の取り組みとは
④主体的に防災行動のできる人材の育成とは

講師による講評
および振返り
による理解

完全理解
サイクル
グループ発表
による
主体的学び

グループ
ディスカッション
による対話的で
深い学び
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合格メソッド

NO.5

合格に導く精鋭講師陣

TOKYO ACADEMY

萩原 和孝講師

安斎 淳子講師

担当科目

担当科目

担当科目

●教職教養
（教育原理・教育心理）
●一般教養
（社会）
●人物試験
（個人面接）

●教職教養（教育法規・教育史・特別支援教育）
●人物試験
（個人面接）

●一般教養
（理科）
●専門試験
（小学校）
●人物試験
（個人面接・集団討論）

公立学校での勤務経験に加え、大学での講義経験を持
つ。
丁寧な講義と鹿児島県の最新傾向を押さえた分かり
やすい解説で個別質問リピート率No.1の人気講師。

公立学校で約35年間の勤務経験を持つ。長年培った経
験から人物対策の課題と対策は、
合格を勝ち取るための
効率の良い学習方法で受講生からの信頼も厚い。

公立学校での勤務及び、
これまで約20年に及ぶ東京アカデミー
での講師歴を持つ。教員採用試験の出題内容を熟知した講義は
必ず合格へのプラス1点へ導く。

岩下 朋大講師

峯 智子講師

担当科目

担当科目

担当科目

●一般教養
（英語）
●専門試験
（中高英語）
●人物試験
（個人面接・集団討論）

●専門試験
（中高保健体育）
●専門試験
（養護教諭）
●人物試験
（個人面接）

●教職教養(教育原理)
●専門試験(小学校)
●人物試験(小学校・中高保健体育）

約15年に及ぶ大学・短大等での講義歴を持つ。
専門科目
英語に加え人物対策も担当し、出題ポイントを押さえた
講義内容で理解を深め、
必ず得点できるように指導。

吉武 収講師

公立学校での勤務経験を持ち、
専門科目の保健体育をは
じめ、
特別支援教育や新規採用者の補助、
帰国子女教育
と多岐にわたって経験を重ね、
指導に当たる。

橋本 克弘講師

堤 三佐子講師

国公立小学校での勤務経験あり。教育実習生指導歴もあり、現在
の講義にも活かされている。研究発表会を通した教科教育の経
験を持つ他、自然科学分野で教育関連の論文を執筆。

廣瀬 孝二講師

担当科目

担当科目

担当科目

●教職教養(教育原理)
●専門試験(小学校)
●人物試験(論作文）

●専門試験(小学校)

●教職教養
●人物試験

約30年講師として数えきれないほどの受講生を合格に
導いてきた超ベテラン講師。教育原理、論文対策など教
員採用試験を熟知した指導と情報力が持ち味。

戸次 達彦講師

理数系科目のエキスパート。20年以上にわたる長年の
指導で培った経験をいかした、出題のポイントの明確
な講義と驚きの解法で受講生の心をつかむ！

奥 誠一講師

学校長や教育行政の経験もある教員採用試験のスペ
シャリスト！ポイントをしっかりとおさえた講義で合格へ
導く。

髙野 達也講師

担当科目

担当科目

担当科目

●人物試験

●教職教養(教育原理)
●専門試験(小学校)
●人物試験(面接・模擬授業・集団討論）

●教職教養
（教育原理）
●人物試験
（個人面接・集団討論）

小学校での勤務経験を活かし、人物対策の指導を行う。
基礎からの丁寧な講義は受講生からの評価も高い。

本村 勉講師

小学校教諭としての最前線の現場経験はもとより、教育委員会指導主事
や教育センター主幹、校長など管理職として指導力を遺憾なく発揮。区役
所の子ども家庭相談員や大学非常勤講師など勇退後もマルチに活躍中。

六百田 麗子講師

高等学校校長、教育庁教育局高校指導班主査、また教員採用試験
における面接採点の経験を持つ。教員採用試験のポイントを熟知
した講義内容と面接指導が高評。的確な指導で合格へと導く。

本多 直子講師

担当科目

担当科目

担当科目

●教職教養
（教育法規）
●人物試験
（個人面接・模擬授業・集団討論）

●専門試験
（小学校）
●人物試験
（志望動機・自己PR・論文添削）

●教職教養
（原理・法規）
●専門試験
（小学校）
●人物試験
（論作文・面接）

高等学校教頭を5年、
校長を4年間勤める。
長年の教員採
用試験対策指導で培われた講義は受講生からの信頼も
厚い。
豊富な知識と情報量で合格へと指導する。

今田 美代講師

東京アカデミーでの講義歴は27年。
分かり易い講義と丁
寧な対応が高評。志望動機、自己PR添削、論文添削での
丁寧な個人指導は、
受講生からの信頼も№１。

田中 洋一講師

高等学校で国語科の勤務経験6年を経て、約15年間採用試験教職教
養科目をメインに指導経験を持つ。丁寧な講義と最新傾向を知り尽く
した講義内容で、受講生からの絶大な信頼を得るスペシャリスト！

坂田 昭裕講師

担当科目

担当科目

担当科目

●専門試験(小学校)
●人物試験
（中・高 数学・理科）

●専門試験(小学校)
●人物試験
（個人面接・模擬授業・論述/論文）

●人物試験
（個人面接）

これまで約15年に及ぶ東京アカデミー講師歴。年間
200名超の受講生に数学科目を指導。
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田畑 功講師

小学校校長、国立大学附属小学校副校長をのべ6年経
験。県行政、教育行政では多数分野を担当し、学力向上
研究発表会は15回もの経験を持つ。

国公立小学校・中学校での勤務経験の中で、9年間校長
を勤める。
また、教育学修士、教育行政経験を持つ。

東京アカデミー全国32校
並びに4の外部会場
全国合計36拠点にて57自治体の
教員採用試験対策講座を実施しています。
18

信頼できるオリジナルテキスト

合格メソッド

NO.6

TOKYO ACADEMY

ランキング
AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com.Incまたはその関連会社の商標です。

問題集
教職教養（2021年度）

セサミノート
一般教養（2021年度）

教員採用試験の
教職教養部門

第1位!!
（2020/6/22・23・28調べ）

教員採用試験対策のパイオニアが誇る豊富な 本試験的中実績

2021年度 教員採用試験対策オープンセサミシリーズ
Amazonランキングランクイン書籍
問題集
専門教科 小学校全科（2021年度）

教員採用試験
一般教養部門

教員採用試験対策部門

第1位!!

第1位!!

（2020/7/8調べ）

2019年夏試験より、
「的中」問題の一例を紹介します!

生講義と同様、試験情報の鮮度にもこだわり続け、教材は最新の試験傾向の分析結果を反映させています。本試験に出題可能性のある最新の情報はす
べて提供できるよう体制を整えています。受講生には「試験に向けて勉強だけに没頭して欲しい」という願いも込めた東京アカデミーのこだわりです。

オープンセサミシリーズ

【ラインナップ】

出題科目別過去問題集

オープンセサミ問題集1「教職教養」

鹿児島県教員採用試験 教職教養（2019年夏）

いじめ防止対策推進法についての次の各問いに答えよ。

次の１〜４は、
ある法律の条文の一部抜粋である。
後の問に答えよ。

(1)以下の条文の空欄に適語を入れよ。

１．
この法律において
「いじめ」
とは、
児童などに対して、
当該児童等が在籍す
る学校に在籍している等当該児童と一定の人間関係にあるほかの児童など
が行う
（①）
又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われ
るものも含む。
）
であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感
じているものをいう。
２．
省略
３．
省略
４．
省略

この法律において「いじめ」
とは、児童虐待などに対して、当
該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定
の（A）にある他の児童等が行う（B）又は（C）な影響を与える
行為（（D）を通じて行われるものも含む。）であって、当該行為
の対象となった児童等が（E）を感じているものをいう。
（いじ
め防止対策推進法第２条第１項）

●参考書：本試験徹底分析により、効率よく勉強ができる
●セサミノート：参考書と連動した穴埋め形式の問題で知識が定着
●問題集：本試験の傾向と対策や1問毎の難易度を表記
これらの教材を繰り返し学習することで自然に合格レベルの実力が身につく
問題集（全4巻）
①教職教養
②一般教養Ⅰ(人文科学・自然科学)
③一般教養Ⅱ(社会科学)
④小学校全科

◆的中問題とは
模擬試験や教材に掲載した予想問題・解説・ワンポイントアドバ
イス等がズバリ本試験に出題されたというものです。

（2020/7/9・10・11・12調べ）

東京アカデミーのこだわりのオリジナルテキスト

参考書（全6巻）
①教職教養Ⅰ(教育原理・教育史)
②教職教養Ⅱ(教育心理・教育法規)
③一般教養Ⅰ(人文科学)
④一般教養Ⅱ(社会科学)
⑤一般教養Ⅲ(自然科学)
⑥小学校全科

的中率の高い良問で、得点力向上を完全バック
アップ！徹底した本試験過去問題分析が、本番
の試験での的中率の高さに現れています。

ステップアップ問題集（全13巻）
①中・高国語
⑧中・高保健体育
②中学社会
⑨中・高家庭
③高校社会
⑩中・高英語
④中・高数学
⑪養護教諭
⑤中学理科
⑫特別支援教育
⑥高校理科
⑬栄養教諭
⑦中・高音楽

セサミノート
（全3巻）
①教職教養
②一般教養
③小学校全科

正答：Ａ．人的関係、
Ｂ．心理的、
Ｃ．物理的、
Ｄ．
インターネット、
Ｅ．心身の苦痛

的中

●全国の本試験問題を出題科目別に編集
●科目別・単元ごとの掲載で、類題の演習や出題傾向の把握がしやすい
●全問題に難易度表示があり、志望先の難易度に合った演習ができる
【ラインナップ】 教職教養、一般教養、小学校全科

※写真は2020年夏対策の
テキストです。

教育答申資料集

教育時事データブック

●膨大な量の答申・報告書・通知を精選しコンパ
クトに集約
●テーマごとにポイントを掲載
●出題頻度が高い部分は原文のまま抜粋

●教育時事をテーマ別に簡潔に解説
●重要用語の意味とその重要度を掲載
●重要教育データ、演習問題付き

論作文対策テキスト

受験情報誌パーフェクトガイド

●論作文の特徴、書き方を解説
●課題別の添削答案例、答案作成のポイントを詳
しく解説
●全自治体の過去5年間の出題課題を掲載

●受験者から得た貴重な試験情報が豊富
●教員採用試験の基本情報、各自治体の試験
内容を掲載
●全自治体の人物試験実施内容も充実

※写真は2020年夏対策のテキストです。

オープンセサミ問題集1「教職教養」

問１．
1〜4の法律の名称として正しいものを、
次のア〜クからそれぞれ一つ
ずつ選び、
記号で答えよ。
ア．
教育公務員特例法 イ．
いじめ防止対策推進法 ウ．
児童福祉法
エ．
教育基本法 オ．
学校教育法 カ．
児童虐待の防止等に関する法律
キ．
地方公務員法 ク．
教育職員免許法
正答：１イ、
２〜省略
問２．
①〜④に入る語句として正しいものを、
次のア〜クからそれぞれ一つ
ずつ選び、
記号で答えよ。
ア．
情報 イ．
精神的 ウ．
協調 エ．
早期発見 オ．
協力
カ．
早期解決 キ．
心理的 ク．
秘密
正答：①キ、
②〜省略

鹿児島県教員採用試験 教職教養（2019年夏）

2017、2018（平成29、30）年告示学習指導要領においては、
子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具現化し、授業
の創意工夫や教材の改善を引き出していけるようにするため
に、各教科等の目標及び内容を三つの柱で整理しているが、そ
の三つの柱を答えよ。

学習指導要領について、後の問いに答えよ。
新しい学習指導要領（小・中学校平成29年3月告示、高等学校平成30年
3月告示）
では、小・中・高等学校ともに育成を目指す資質・能力として、以
下の三つを掲げ、教育活動の充実を図るものとしている。
（ ）に入る語
句を答えよ。

正答：知識及び技能・思考力、判断力、表現力等・学びに向かう
力、人間性等

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。

的中

３．
（

）、人間性等を涵養すること。
正答：学びに向かう力

他多数的中!!

※写真は2020年夏対策のテキストです。
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