福岡県・福岡市 2次試験対策

2021年夏受験
教員採用試験

小学校受験者

小学校2次試験対策パック
実施内容

① 福岡市小学校2次試験対策パック
② 福岡県小学校2次試験対策パック

※服装自由

講義日

実施時間

受講料 申込期日

面接・模擬授業

7月31日

13:00～18:00

面接

8月8日

10:00～12:00

模擬授業

8月9日

10:00～13:00

講義日
29,500円
前日
17:00

形式

定員

15名
対面

15名

※最少開講人数5名

講義のポイント

●小学校内容に特化した2次試験内容 “面接” と “模擬授業” をまとめて対策
●試験解説(インプット)と実践(アウトプット) で効率的に ≪評価ポイントを押さえた“面接” “模擬授業”≫ ができるようになる
●経験が少ない人も実践を通して身につけられる “面接官の視点に沿った合格メソッド” を伝授！

面接・模擬授業 重要ポイント講義
実施内容

講義日

実施時間

受講料 申込期日

形式

定員

⑤ 福岡市 面接対策講義

8月1日

10:00～11:30

⑥ 福岡県 面接対策講義

8月9日

13:30～15:00

Zoom

―

⑦ 福岡県 模擬授業対策講義

8月9日

15:30～17:00

講義日
6,000円 前日
17:00

※福岡県模擬授業対策講義に実技指導内容は含みません。

模擬授業対策 講義のポイント

面接対策 講義のポイント
●自己PRの有効的・面接官を惹きつける話し方
●2021年の面接で要注意な教育時事にも対応
●これは危ない！面接のときにやってはいけないこと

●課題から読み解く模擬授業の進め方
●評価される模擬授業って？
●模擬授業はココがみられるポイントの解説

実施期間：7月中旬～8月下旬

完全個別指導

※本番試験と同様の服装

⑧面接・模擬授業 完全個別指導

対象

1

面接×2回

面接(20分+指導)を2回実施

福岡県・福岡市

2

面接1回+指導講師への相談

面接(20分+指導)1回+講師への質問・相談

福岡県・福岡市

3

模擬授業×2回

模擬授業を2回実施(1回指導+講師相談も可)

福岡県

4

模擬授業+面接

模擬授業→面接で実施。本番形式で最終確認

福岡県

※福岡市の模擬授業はありません。 ※福岡県の実技指導はありません。

●WEB申込時は指導タイプを選択する項目はありません。
●指導タイプは受付票に記載し、指導講師にお渡しください。
●面接指導は佐賀県などの他自治体の対応も可能です。

あなたの魅力を最大限に引き出す指導を行います！
指導日程詳細はHPへ⇒東京アカデミー福岡校HP

東京アカデミー福岡校

📞 092-716-5533

〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1
受付時間：月～日及び祝日 9:00～18:00

アクロス福岡5F

受講料 申込期日 形式

指導日
対面
15,000円 2日前
指導
17:00

個別指導 持参物
①受験申込提出書類のコピー
≪受付票≫
②受付票
③筆記用具
※①・②は指導時に
指導講師にお渡しください。
指導時に使用いたします。

講座申込み
はこちら

福岡県・福岡市 2次試験対策 講座詳細
◆小学校2次試験対策パック
●講義カリキュラムは弊社HPよりご確認ください。
≪個別指導≫
対象講義

個別指導実施期間

①

福岡市パック

8月1日～8月3日

②

福岡県パック

8月9日～8月11日

指導時間 ※個別指導の予約は, 講義終了時にとっていただきます。
1回30分

指導は, 面接・模擬授業のどちらかを選択いただきます。
左記, 指導期間外での指導希望の方は別途調整します。
ご相談ください。

※個別指導を追加で必要な方は, 有料個別指導を別途, お申込ください。

≪注意事項≫
●申込人数が開講人数5名に満たない場合
個別指導（面接1時間+模擬授業1時間）へ切り替えます。その場合, メールにて, お申込の方全員にその旨のお知らせと個別指導日程
のご案内をいたします。

◆面接・模擬授業 重要ポイント
≪準備物≫筆記用具
≪オンライン受講（ZOOM）について≫

●インターネット環境とZoom アプリのインストールが必要です。
●講義前日までに, 視聴URL・参加方法詳細をメールにてお知らせします。メールの登録は正確にお願いします。
●プリントがある場合は, URL と同時にメールにて PDF を配信します。印刷は各自でお願いします。

◆完全個別指導
●お手続き後, 弊社より確認連絡などはありません。 指導日当日に持参物をお持ちの上,東京アカデミー福岡校までお越しください。

≪指導内容選択について≫

福岡市：面接のみ 指導可能⇒受付票の該当内容に○をつけ, 必要事項を明記の上, 指導講師にご提出ください。
福岡県：面接・模擬授業 の指導可能⇒受付票の該当内容に○をつけ, 必要事項を明記の上, 指導講師にご提出ください。
si

≪注意事項≫

●日程や時間の振り替え・変更はできません。確実に指導可能な日程で予約をお願いします。
●指導時間に遅れた場合, 指導時間の延長はできません。指導時間10分前までに東京アカデミー福岡校にお越しください。
●指導日の2日前までに講座申込・お支払いを完了してください。
（2日前までのお手続完了がなかった場合, 自動的に予約キャンセルになり, 指導が受けられなくなります。ご注意ください。）

◆お手続きについて
●申込方法：WEB 申込のみ
東京アカデミーWEB サイトの講座申込フォームよりお申込み「短期講習」を選択してください。
●支払方法：銀行振込, クレジット決済, コンビニ決済, 窓口払い
●申込・受講料支払締切：講座①～⑦⇒講座実施日の前日まで
講座⑧・⑨⇒予約希望日の2日前まで
◆その他注意事項
※社会情勢, 自然災害等で教室講義ができない場合は, オンライン講義への切りかえ, または日程変更 を行う場合があります 。
その場合は, メールでのお知らせ及び福岡校 HP でご案内いたします。
お申込み人数が少ない場合は, 講座の実施を中止させていただくことがあります。
【受講の取り消しについて・解約規定】
●入会手続き完了後の契約の解約希望受講講座開講前に電子媒体にて解約申請をしてください。 なお, 解約につきましては, 入会
金の全額と解約手数料（受講料の10％）を控除した金額を返金いたします。講座実施後は実際の受講の有無にかかわらず, 解約
申請受理日以前の講座については「受講済」といたします。
※講座当日, 講座終了後の解約はできません。※講座前日のご連絡は, 月～土（18：00まで）日曜及び祝日（17：00まで）に
お願いいたします。

福岡県・福岡市 2次試験対策

2021年夏受験
教員採用試験

中学校・高校受験者

福岡県模擬授業 グループ実践指導
実施内容

講義日

実施時間

受講料 申込期日

③ 中学校模擬授業グループ実践指導

全教科

8月8日

13:00～17:00

④ 高校模擬授業グループ実践指導

全教科

8月8日

13:00～17:00

形式

講義日
19,000円 前日
17:00

対面

定員

8名
8名

※最少開講人数5名

講義のポイント
●アウトプット型対策で, 中学校・高校の模擬授業で評価のポイントになる実践力を身につける
●“不足しているところ” を客観的・多角的視点で捉え, 今後の対策にまで活かす対策指導！

面接・模擬授業 重要ポイント講義
実施内容

講義日

実施時間

受講料 申込期日

形式

定員

⑤ 福岡市 面接対策講義

8月1日

10:00～11:30

⑥ 福岡県 面接対策講義

8月9日

13:30～15:00

Zoom

―

⑦ 福岡県 模擬授業対策講義

8月9日

15:30～17:00

講義日
6,000円 前日
17:00

※福岡県模擬授業対策講義に実技指導内容は含みません。

模擬授業対策 講義のポイント

面接対策 講義のポイント
●自己PRの有効的・面接官を惹きつける話し方
●2021年の面接で要注意な教育時事にも対応
●これは危ない！面接のときにやってはいけないこと

●課題から読み解く模擬授業の進め方
●評価される模擬授業って？
●模擬授業はココがみられるポイントの解説

実施期間：7月中旬～8月下旬

完全個別指導

※本番試験と同様の服装

⑧面接・模擬授業 完全個別指導

対象

1

面接×2回

面接(20分+指導)を2回実施

福岡県・福岡市

2

面接1回+指導講師への相談

面接(20分+指導)1回+講師への質問・相談

福岡県・福岡市

3

模擬授業×2回

模擬授業を2回実施(1回指導+講師相談も可)

福岡県

4

模擬授業+面接

模擬授業→面接で実施。本番形式で最終確認

福岡県

※福岡市の模擬授業はありません。 ※福岡県の実技指導はありません。

●WEB申込時は指導タイプを選択する項目はありません。
●指導タイプは受付票に記載し、指導講師にお渡しください。
●面接指導は佐賀県などの他自治体の対応も可能です。

あなたの魅力を最大限に引き出す指導を行います！
指導日程詳細はHPへ⇒東京アカデミー福岡校HP

東京アカデミー福岡校

📞 092-716-5533

〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1
受付時間：月～日及び祝日 9:00～18:00

アクロス福岡5F

受講料 申込期日 形式

指導日
対面
15,000円 2日前
指導
17:00

個別指導 持参物
①受験申込提出書類のコピー
②受付票
≪受付票≫
③筆記用具
※①・②は指導時に
指導講師にお渡しください。
指導時に使用いたします。

講座申込み
はこちら

福岡県・福岡市 2次試験対策 講座詳細
◆福岡県模擬授業 グループ実践指導
●講義カリキュラムは弊社HPよりご確認ください。
※対面講義で実施します。10分前までに東京アカデミー福岡校までお越しください。

≪準備物≫筆記用具
≪注意事項≫
●申込人数が開講人数5名に満たない場合
中学校・高校 合同でのグループ実践指導。または, 個別指導（模擬授業2課題分）へ切り替えます。その場合, メールにて, お申込対象
講座の方全員にその旨のお知らせとご案内をいたします。

◆面接・模擬授業 重要ポイント講義
≪準備物≫筆記用具
≪オンライン受講（ZOOM）について≫

●インターネット環境とZoom アプリのインストールが必要です。
●講義前日までに, 視聴URL・参加方法詳細をメールにてお知らせします。メールの登録は正確にお願いします。
●プリントがある場合は, URL と同時にメールにて PDF を配信します。印刷は各自でお願いします。

◆完全個別指導
●お手続き後, 弊社より確認連絡などはありません。 指導日当日に持参物をお持ちの上,東京アカデミー福岡校までお越しください。

≪指導内容選択について≫

福岡市：面接のみ 指導可能⇒受付票の該当内容に○をつけ, 必要事項を明記の上, 指導講師にご提出ください。
福岡県：面接・模擬授業 の指導可能⇒受付票の該当内容に○をつけ, 必要事項を明記の上, 指導講師にご提出ください。
si

≪注意事項≫

●日程や時間の振り替え・変更はできません。確実に指導可能な日程で予約をお願いします。
●指導時間に遅れた場合, 指導時間の延長はできません。指導時間10分前までに東京アカデミー福岡校にお越しください。
●指導日の2日前までに講座申込・お支払いを完了してください。
（2日前までのお手続完了がなかった場合, 自動的に予約キャンセルになり, 指導が受けられなくなります。ご注意ください。）

◆お手続きについて
●申込方法：WEB 申込のみ
東京アカデミーWEB サイトの講座申込フォームよりお申込み「短期講習」を選択してください。
●支払方法：銀行振込, クレジット決済, コンビニ決済, 窓口払い
●申込・受講料支払締切：講座①～⑦⇒講座実施日の前日まで
講座⑧・⑨⇒予約希望日の2日前まで

◆その他注意事項
※社会情勢, 自然災害等で教室講義ができない場合は, オンライン講義への切りかえ, または日程変更 を行う場合があります 。
その場合は, メールでのお知らせ及び福岡校 HP でご案内いたします。
お申込み人数が少ない場合は, 講座の実施を中止させていただくことがあります。
【受講の取り消しについて・解約規定】
●入会手続き完了後の契約の解約希望受講講座開講前に電子媒体にて解約申請をしてください。 なお, 解約につきましては, 入会
金の全額と解約手数料（受講料の10％）を控除した金額を返金いたします。講座実施後は実際の受講の有無にかかわらず, 解約
申請受理日以前の講座については「受講済」といたします。
※講座当日, 講座終了後の解約はできません。※講座前日のご連絡は, 月～土（18：00まで）日曜及び祝日（17：00まで）に
お願いいたします。

