
教員採用試験は、自治体ごとに試験傾向が大きく異なります。この「自治体別対策講座」

では、各自治体の特徴に沿った試験対策を行っていきます。ゼミや部活動・サークル活動

などで、まとまった時間を取って学習するのが難しい方向けに、1日完結講義などライフ

スタイルに合わせて受講いただけます。自宅で受講できるZoom（オンライン）受講など

も選択いただけます。ご自身の計画に合わせてピッタリの講座をお選びください。

※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。

オンライン講義について

ミーティングアプリ「Zoom」によるリアルタイム配信で実施します。受講形式に「オンライン」と記載がない講座についても、オンラインで実施
する場合があります。変更の際は東京アカデミーの各校HPにてご案内いたします。尚、オンライン講義に変更になった講座の受講料は、以下掲載の
金額から変動する場合もございます。予めご了承ください。

TOKYO ACADEMY 「自治体別対策講座」のご案内

2022年夏

受験向け

教員採用試験対策講座

東京アカデミー受講生の合格体験談
「自治体別対策講座」を受講して

湯之原 孝実さん

合格自治体 鹿児島県
校種・教科 高校保健体育

鹿児島校

私は今年念願の高校保健体育に最終合格

することが出来ました。大学を卒業して

から東京アカデミーの「短期講習」をい

くつか受講しました。「短期講習」を受

講するようになった理由は、①通学する

には距離が遠かった、②平日には通学す

ることができないなどがありました。「

短期講習」であれば、月に1～2回、土日

や祝日に実施されていたため、自分の都

合や希望する分野・科目に合わせて受講

することができました。実施されていた

講座は幅広く、自分の苦手分野の強化にも

繋がりました。特に、『自治体別対策講座

』は、鹿児島県の試験傾向に即していたの

で受験対策に大きな影響がありました。こ

の講座のおかげで効率よく対策ができ自己

学習の参考にもなりました。問題を解くだ

けでなく、解説を聞いたり質問をすること

で理解を深めることができました。通学部

でなくても、このような「短期講習」の講

座で勉強することが出来たことが合格につ

ながったと私は感じています。

▶北九州市・福岡県・山口県対策 特化型直前教科ゼミ（教室対面）

北九州市・福岡県・山口県の教養試験及び、人物評価試験に特化した、直前の総仕上げを目的とした対策講座です。出題

傾向による予想問題の演習及び、過去の面接質問事項、模擬授業・集団討論テーマを設定した実践的指導を行います。

東京アカデミー北九州校

実施校舎 教科・内容 実施時期
コマ数

（時間数）
受講料 教材費 形式

北九州校

教職 ①福岡県 北九州市 山口県 特化型 教職演習

6/5（日）～6/19（日）

6コマ
（9時間）

27,000円 2,100円 教室対面

人物

②特化型面接対策(北九州市・福岡県・山口県)
3コマ

（4.5時間）
13,500円 ー 教室対面

③特化型模擬授業対策(北九州市・福岡県)
3コマ

（4.5時間）
13,500円 ー 教室対面

④特化型集団討論対策(北九州市)
3コマ

（4.5時間）
13,500円 ー 教室対面

▼詳細はコチラ▼

Ａ.北九州市 全科目受験パターン①②③④ ……… 69,600円（教材費・税込）
Ｂ.北九州市 教養試験免除パターン②③④ ……… 40,500円（税込）
Ｃ.福岡県 全科目受験パターン①②③ ……………… 56,100円（教材費・税込）

●セット受講パターン

Ｄ.福岡県 教養試験免除パターン②③ ……………… 27,000円（教材費・
税込）
Ｅ.山口県 全科目受験パターン①② ……………… 42,600円（教材費・税
込）

※教室対面につきましては、定員がございます。詳細は、各校ホームページまたは実施校舎にお問い合わせください。

▶福岡県・福岡市対策 直前予想問題演習（オンライン）

東京アカデミー福岡校

実施校舎 講座名 実施時期
コマ数

(時間数)
内容 受講料 形式

福岡校

直前予想問題演習
学習指導要領・教育法規

6/11（土）
2コマ

(3時間)
2022年試験で狙われそうな分野について予想問題を
提示、解答、解説で最終の確認を行います。

10,000円 オンライン

直前予想問題演習
教育時事

6/18（土）
2コマ

(3時間)
2022年試験で狙われそうな分野について予想問題を
提示、解答、解説で最終の確認を行います。

10,000円 オンライン

▼詳細はコチラ▼

福岡県、福岡市の教職教養ラストチェック講座です。講義配信中、画面上に予想問題を提示し、本番と同様 2 分程度で解答。
各問題に対しての補足講義で最終確認を行います。使用問題は終了後にメールで配布します。



▶鹿児島県 本試験直前ゼミ（教室対面/オンライン）

実施校舎 講座名 実施時期
コマ数

(時間数）
内容 受講料 形式

鹿児島校

鹿児島県 人物試験対策面接編） 6/5(日)9:30～12:45
2コマ

(3時間)
基礎講義＋実践講義 6,000円 教室対面

鹿児島県 人物試験対策（グループ討議編） 6/5(日)13:30～16:45
2コマ

(3時間)
基礎講義＋実践講義 6,000円 教室対面

鹿児島県 数学・理科（物理・化学）
※一般教養/小学校全科

6/12(日)9:30～16:45
4コマ

（6時間）
問題演習＋解説講義 10,000円

教室対面

オンライン

鹿児島県 教職教養対策
（教育原理/教育法規/鹿児島県ご当地問題）

6/19(日)9:30～16:45
4コマ

（6時間）
基礎講義＋解説講義 10,000円

教室対面

オンライン

教師力向上ゼミ
教育問題 ～教育重要キーワード～

6/26(日)9:30～16:45
4コマ

（6時間）
問題演習＋実践講義 10,000円 教室対面

鹿児島県の本試験を分析し、出題傾向を踏まえた試験直前対策です。1日完結の講義で重要事項の最終確認をしていきます。

教師力向上ゼミでは、筆記試験や人物試験で問われる「教育問題」について基礎講義と実践講義で理解を深めていきます。

東京アカデミー鹿児島校
▼詳細はコチラ▼

▶長崎県対策 直前講習（教室対面/オンライン）

東京アカデミー長崎校

▼詳細はコチラ▼

東京アカデミー大分校

▼詳細はコチラ▼

東京アカデミー熊本校
▼詳細はコチラ▼

▶熊本県・熊本市・九州各県対策 本試験直前講座（教室対面）

▶大分県対策 直前講座（教室対面/オンライン）

実施校舎 講座名 実施時期
コマ数

（時間数）
対象自治体 内容 受講料 教材費 形式

熊本校

本試験
直前講座

教職教養対策
6/4(土)～6/26(日）

9:30～12:45
11コマ

(16.5時間)
九州各県 過去の本試験問題、2022年夏試験予想問題

を中心に演習を実施します。出題傾向に基
づき、要点を効率良く学習します。

41,000円 7,900円 教室対面

小学校専門対策
6/4(土）～6/26(日）

13:30～18:30
12コマ

（18時間）
九州各県 45,000円 4,000円 教室対面

熊本県・熊本市頻出！
教職教養「独自問題」

解説講座

6/5(日)
13:30～15:00

1コマ
（1.5時間）

熊本県
熊本市

熊本県・熊本市で毎年出題される自治体独
自の施策・資料を出題する「独自問題」。
熊本県・熊本市の傾向を長年分析し続け導
き出した頻出資料を解説します。

5,000円 ー 教室対面

実施校舎 講座名 実施時期
コマ数

（時間数）
内容 受講料 教材費 形式

長崎校

直前講習
教職教養

6/5(日)～
6/26(日）

8コマ
（12時間）

本試験直前期の対策講座です。残り一か月間で押さえておきたい頻出
事項を問題演習形式でわかりやすく解説致します。内容は教育原理、
法規、心理、史の４科目を取り扱います。

24,000円 7,900円
教室

オンライン

弱点克服ゼミ
一般教養英語

6/5(日)～
6/26(日）

4コマ
（6時間）

6月から学習を始める方向け一般教養英語弱点克服ゼミです。内容は
長崎県一般教養で一番配点が高い英語を取り扱います。

12,000円 —
教室

オンライン

直前講習
人物対策

6/5(日)～
6/26(日）

8コマ
（12時間）

8月中旬から下旬に実施予定の面接試験に向けた対策講座です。内容
は、個別面接、口頭試問の効果的な面接解答方法について集団講義形
式で実施します。

24,000円 —
教室

オンライン

実施校舎 講座名 専門 実施時期 受講内容
コマ数

（時間数）
受講料 教材費 形式

大分校 直前講座

無し

6/5（日）～7/3（日）

人物・教職教養
20コマ

（30時間）
78,000円 4,100円

教室対面

オンライン

人物
10コマ

（15時間）
39,000円 2,000円

教室対面

オンライン

小学校
二次試験対策

人物・教職教養・専門（通学）
28コマ

（42時間）
110,000円 4,100円

教室対面

オンライン

人物・専門（通学）
18コマ

（27時間）
71,000円 2,000円

教室対面

オンライン

※お申込方法・校舎詳細等につきましては、次ページをご覧ください。

大分県の出題傾向分析に基づく過去問題と予想問題の演習で頻出事項の最終確認を行います。人物試験対策では二次・三次
試験を見据えたポイントの確認と実践的な模擬授業、面接練習を行います。

長崎県の本試験を分析し、出題傾向を踏まえた試験直前対策です。筆記試験においては、教養試験の中でも出題頻度が高い教職教養
および一般教養（英語）を問題演習形式にて講義を行います。また、人物対策は論作文・口頭試問、面接対策と幅広い内容を取り扱
います。筆記試験（教職教養）と併用することで得た知識（筆記）を実践力（人物）に変えることができます。

本試験直前期の週末を利用し、問題演習を中心に試験本番を意識した講義を実施します。「独自問題」解説講座では熊本校
オリジナルテキストを使用し、熊本県・熊本市教員採用試験における重要施策を取り扱います。

TOKYO ACADEMY 「自治体別対策講座」

2022年夏

受験向け

教員採用試験対策講座



お申込みに際しての注意事項

（講座について）
・オンライン講義はインターネット環境とZoomアプリのインストールが必要となります。Zoomによるリアルタイム配信で実施します。
・社会情勢により、オンライン講義の記載がない講義でもオンラインでの実施に変更する場合がございます。
変更の際は講義実施校のHPでご案内いたします。尚、オンライン講義に変更になった講座の受講料は、 掲載金額から変動致します。
・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ございます。
・日程、内容に変更が入る場合があります。講義実施校のHPでご確認ください。

（教材等の配布について）
・教材は原則窓口で配布します。受取りの際は、あらかじめご連絡の上、講義実施校窓口までお越しください。
・教材送付を希望される場合は、講義実施校にお問合せください。教材の送料は受講者のご負担になります。

（解約規定について）
入会手続き完了後に解約を希望される場合は、必ず講座実施前日に弊社申請フォームにて解約申請をしてください。弊社の債務不履
行に基づく契約の解除、解約、定員締切の場合を除き、消費者契約法に基づく弊社の解約規定に従い返金いたします。また、弊社から
の返金は原則として金融機関への振込にて行い、振込手数料をご負担いただきます。お申込決済時にクレジットカードをご利用され
た場合、返金は解約申請月以降のクレジットカード利用申請を減額する形となる場合がございます。
≪解約規定≫
講座開講前までの解約：解約手数料として受講料の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、「受講済」となり返金はできません。

各校お問合せ先

お申込締切：講座実施日の前日まで／受講料お支払締切：お申込後５日以内(開講日の前日まで）
※使用教材の送付をご希望の方は、お早めにお申し込みください。

校名 住所 電話番号

北九州校 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅北口ビル3F 093-541-1511

福岡校 〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡5F 092-716-5533

長崎校 〒850-0032 長崎市興善町2-24 長崎第一生命ビル3F 095-818-5033

大分校 〒870-0035 大分市中央町1-1-5 大分第一生命ビル2F 097-536-7588

熊本校 〒860-0805 熊本市中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング2F 096-359-7611

鹿児島校 〒892-0842 鹿児島市東千石町14-10 天文館NNビル6F 099-227-3455

講座実施校を選択

受付時間について

月～土／09:00～20:00 日・祝／09:00～18:00 （月～土は18:00までの短縮営業の場合がございます）
※休館日：年末年始（12/30～1/3）
※上記以外に校舎により休館日が設けられている場合がございます。


