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二次試験対策直前ポイントゼミ
二次試験の重要ポイントを確認し、二次試験に備える講座です。二次試験は一次試験合格者の２人に
１人しか合格できない厳しい試験です。面接の実践練習などを通して人物試験で高い評価を得るための
準備を行いましょう。今年度の講座では、「改訂版生徒指導提要」についての対策も取り上げます。
二次試験対策は練習あるのみです！

教員採用試験 二次試験対策 講座紹介

※二次試験対策直前ポイントゼミは、一次試験終了後から一次試験合格発表までに実施する講座となります。一次試験合格発表から二次試験までは「二次試験面接対策講座」を実施します。
※お申込開始は6月中旬頃の予定です。
※開講日の数日前までに一定人数以下のお申し込みの場合は、適切な対策をご提供出来ないため開講を取りやめます。その際は受講料の全額をご返金いたします。
※開講講座や時間数、講座内容は変更の場合がございます。

単元指導計画は、質疑への対応も含めて【教科指導力】をアピールする
重要な書類です。特別支援学校ならではの作成時の注意点レクチャーから
作成した単元指導計画を用いての質疑応答まで丁寧に指導します。

学習指導案は、質疑への対応も含めて【教科指導力】をアピールする重要な
書類です。ティーム・ティーチングなどの養護教諭ならではの作成時の注意点
レクチャーから作成した学習指導案を用いての質疑応答まで丁寧に指導します。

単元指導計画は、質疑への対応も含めて【教科指導力】をアピールする
重要な書類です。作成時の注意点レクチャーから作成した単元指導計画
を用いての質疑応答まで丁寧に指導します。

単元指導計画は、質疑への対応も含めて【教科指導力】をアピールする
重要な書類です。作成時の注意点レクチャーから作成した単元指導計画
を用いての質疑応答まで丁寧に指導します。

単元指導計画は、質疑への対応も含めて【教科指導力】をアピールする
重要な書類です。作成時の注意点レクチャーから作成した単元指導計画
を用いての質疑応答まで丁寧に指導します。

２次選考の合否を決定づける「個人面接」。試験直前の付け焼刃な対策
では、高得点奪取は困難です。人物試験対策の基調講義から実践形式
での演習で、" 実力 " を養成します。

1クラス最大 4名限定にて実施します。二次試験において模擬授業と
併せて重要な位置を占める『個別面接』について、1次試験当日に提出
されている「面接カード」を用いて、全体に通じる個別面接内容指導
60分＋1人ずつの個別面接指導30分にて実施する講座です。

前半 60 分では個別面接試験を受験する上での注意点のレクチャーと
ともにどの受験生にも共通する内容について、指導・助言いたします。
自身の順番の際はもちろんですが、自身が順番でないときも他の参加者
の方の回答や立ち居振舞いを観察することで回答力や対応力向上につな
がります。後半30分では、講師と受講生の1対１の個別指導を通じて、
受講生個々の状況を踏まえて講師が的確に指導・助言します。

※1次試験当日に提出される「面接カード」のコピーを必ずご持参ください。

対象自治体

千葉県
・

千葉市

埼玉県
・

さいたま市

 津田沼校

大宮校

特別支援学校

養護教諭

小学校全科

全校種

全校種

単元指導計画対策ゼミ

学習指導案対策ゼミ

単元指導計画対策ゼミ

単元指導計画対策ゼミ

単元指導計画対策ゼミ

「個人面接」ゼミ

10

10

10

10

10

10

【少人数制】
千葉県・千葉市　
個別面接

セミプライベートレッスン

4

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

4コマ8時間

1コマ3時間

実施校 対象校種 講座名 １クラス定員 時間数 講座内容

「場面指導」では、生徒指導問題に対して即興での実演による指導力が
求められます。本試験を想定したテーマ・形式での指導で " 実力” を
養成します。

小学校全科・中学・
養護教諭・栄養教諭

小学校全科・中学・
養護教諭・栄養教諭

「場面指導」「ロールプレイ」ゼミ 10 2コマ4時間

２０１９年度試験では以前とは一部異なる形式で行われた集団討論。独学
ではなかなか対策が困難な集団討論をどのグループ・形式でも高評価を
得られるよう、本番さながらの練習で実力を身に付けます。

「集団討論」ゼミ 16 2コマ4時間

小学校全科・中学・
養護教諭・栄養教諭

論作文の重要ポイントをレクチャー後、全3回の本試験想定課題と添削
指導・解説講義を通してレベルアップを図ります。一人一人に合わせた丁
寧な添削を行いますので、この講義でぜひ論作文試験に対する不安点を
解消しましょう。

東京校
池袋校

東京校

池袋校

埼玉県 「論作文」ゼミ 10 3コマ6時間

高校・特別支援学校

全校種

数年にわたり資料読解型の討論が行われた高特の集団討論でしたが、
２０１９年度は形式が変わりました。要点をレクチャー後、実践練習、
課題執筆・添削を通じてどのような形式でも本番で実力を発揮できる
よう指導いたします。

「論文試験」「集団討論」ゼミ 10 3コマ6時間

東京校
池袋校
立川校

東京校
池袋校
立川校

東京校
池袋校
立川校

面接票は「東京都を志望する理由」や「成果を上げた経験」などを記述す
る中で、聞いてほしい質問を引き出す【面接のシナリオ】ともなる大変重要
な書類です。面接で高い評価を得るための面接票作成をレクチャーします。
※面接票の添削は行いません。

面接票対策セミナー

東京都

100 1コマ2時間

中高
国語・数学・英語・理科・社会

中高(小中、小中高、中学校、
高等学校含む )
保体・美術・音楽・家庭・技術・
情報・商業・工業・農業

裏面へ続く

※東京03地域からフリーコールにおかけの場合、東京校（新宿）に着信となりますので、予めご了承ください。
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場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【生徒
指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。生徒指導提要等で
問題ごとの対応の基本を学び、実際に質疑応答と指導を行います。

場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【生徒
指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。生徒指導提要等で
問題ごとの対応の基本を学び、実際に質疑応答と指導を行います。

場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【生徒
指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。生徒指導提要等で
問題ごとの対応の基本を学び、実際に質疑応答と指導を行います。

新潟県の個人面接Ⅰ（学習指導・生徒指導に関する質問）について、受験生
から聞き取りした質問内容を参考に、学習指導・生徒指導の課題と具体的
実践策を学び、実際に質疑応答と指導を行います。

新潟県の個人面接Ⅰ（学習指導・生徒指導に関する質問）について、受験生
から聞き取りした質問内容を参考に、学習指導・生徒指導の課題と具体的
実践策を学び、実際に質疑応答と指導を行います。

１次試験受験先の過去の質問例や、最新の教育時事などを題材に、１時間の
中で「質問⇒回答⇒振り返り」を繰り返していきます。転職理由など「ぜひ
アドバイスが欲しい」という質問があれば、その質問も練習も行います。

面接を苦手としている方、自身の強みをしっかり面接で話せるようになりたい
方にお勧めです。１人１回実践をしていただき指導していく実践型講義です。
※横浜市受験者限定の講座です。

面接を苦手としている方、自身の強みをしっかり面接で話せるようになりたい
方にお勧めです。１人１回実践をしていただき指導していく実践型講義です。
※神奈川県受験者限定の講座です。

二次試験当日に模擬授業のテーマが発表される横浜市。
過去の本試験で課されたテーマをもとに、実際に実践をしていただき、
模擬授業を行う上での注意点・評価のポイントをアドバイスしていきます。

本試験で課されるテーマをもとに、実際に模擬授業を行う実践型講義です。
本番さながらに行う講義となります。基礎的レクチャーは行いません。
※６月下旬頃発表の神奈川県のテーマをもとに、指導案を作成し、当日
　ご持参ください。添削は行いません。
※模擬授業に必要な教具等は当日までにご用意ください。

本試験で課されるテーマをもとに、実際に模擬授業を行う実践型講義です。
本番さながらに行う講義となります。基礎的レクチャーは行いません。
※６月下旬頃発表の神奈川県のテーマをもとに、指導案を作成し、当日
　ご持参ください。添削は行いません。
※模擬授業に必要な教具等は当日までにご用意ください。

場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【児童・
生徒指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。本番で慌てないた
めにも模擬実践形式での指導を通じて、模範となる回答方法を身につけます。

場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【生徒
指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。本番で慌てないために
も模擬実践形式での指導を通じて、模範となる回答方法を身につけます。

場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【児童
指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。本番で慌てないために
も模擬実践形式での指導を通じて、模範となる回答方法を身につけます。

個人面接では、志望動機や指導観・学級経営から自分自身の経験や関心に
至るまで、様々な質疑への応答を通したアピールが求められます。実践形
式の指導で最適なアピール方法を指南します。
※単元指導計画、場面指導に係る質疑は扱いません。

対象自治体

全校種 個人面接対策ゼミ

東京都

東京校
池袋校
立川校

東京校
池袋校
立川校

東京校
池袋校

東京校

池袋校

新潟校

養護教諭

中高全校種

小学校

小学校

全校種

全校種

新潟市

新潟県

横浜市

横浜市

神奈川県

神奈川県

横浜校

中高全校種

小学校全科・特別支援学校
養護教諭

中高(小中、小中高、中学校、
高等学校含む )

小学校

養護教諭

特別支援学校

場面指導実践

場面指導実践

場面指導実践

学習指導・生徒指導実践

マンツーマン個人面接実践

個人面接実践ゼミ

模擬授業実践ゼミ

模擬授業実践ゼミ

8

8

8

8

1

5

場面指導対策ゼミ

場面指導対策ゼミ

場面指導対策ゼミ

場面指導対策ゼミ

10

10

10

10

10

10

10

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

1コマ1時間

1コマ3時間

全校種 個人面接実践ゼミ 5 1コマ3時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

新潟県
新潟市

実施校 対象校種 講座名 １クラス定員 時間数 講座内容

場面指導では学校現場で起こり得る問題への即興での対応を通じて【児童・
生徒指導力】【保護者対応力】といった観点がみられます。本番で慌てないた
めにも模擬実践形式での指導を通じて、模範となる回答方法を身につけます。

中高全校種 学習指導・生徒指導実践 8 2コマ4時間

新潟県の個人面接Ⅰ（学習指導・生徒指導に関する質問）について、受験生
から聞き取りした質問内容を参考に、学習指導・生徒指導の課題と具体的
実践策を学び、実際に質疑応答と指導を行います。

養護教諭 学習指導・生徒指導実践 8 2コマ4時間

面接を苦手としている方、自身の強みをしっかり面接で話せるようになりたい
方にお勧めです。１人１回実践をしていただき指導していく実践型講義です。
※神奈川県受験者限定の講座です。

本試験で課されるテーマをもとに、実際に模擬授業を行う実践型講義です。
本番さながらに行う講義となります。基礎的レクチャーは行いません。
※６月下旬頃発表の神奈川県のテーマをもとに、指導案を作成し、当日
　ご持参ください。添削は行いません。
※模擬授業に必要な教具等は当日までにご用意ください。神奈川県 町田校

全校種

全校種

模擬授業実践ゼミ

個人面接実践ゼミ

10

5

2コマ4時間

1コマ3時間

個人面接以上に高い配点が付与されるといわれる集団面接試験。この試験
の攻略なくして、最終合格は勝ち取れません。様々な課題を様々なグルー
プ編成で討論することで、本試験での応用力を養成します。

個人面接以上に高い配点が付与されるといわれる集団面接試験。この試験
の攻略なくして、最終合格は勝ち取れません。様々な課題を様々なグルー
プ編成で討論することで、本試験での応用力を養成します。

個人面接以上に高い配点が付与されるといわれる集団面接試験。この試験
の攻略なくして、最終合格は勝ち取れません。様々な課題を様々なグルー
プ編成で討論することで、本試験での応用力を養成します。

東京校
池袋校
立川校

中高(小中、小中高、中学校、
高等学校含む )

小学校

養護教諭

特別支援学校

集団討論対策ゼミ

集団討論対策ゼミ

集団討論対策ゼミ

集団討論対策ゼミ

10

10

10

10

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

2コマ4時間

個人面接以上に高い配点が付与されるといわれる集団面接試験。この試験
の攻略なくして、最終合格は勝ち取れません。様々な課題を様々なグルー
プ編成で討論することで、本試験での応用力を養成します。

中高全校種 模擬授業実践ゼミ 10 2コマ4時間

二次試験当日に模擬授業のテーマが発表される横浜市。
過去の本試験で課されたテーマをもとに、実際に実践をしていただき、
模擬授業を行う上での注意点・評価のポイントをアドバイスしていきます。

小学校全科・特別支援学校
養護教諭 模擬授業実践ゼミ 10 2コマ4時間
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※東京03地域からフリーコールにおかけの場合、東京校（新宿）に着信となりますので、予めご了承ください。

https://www.tokyo-ac.jp/
https://www.tokyo-ac.jp/

