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合格体験記

松澤　香穂 さん
合格自治体：愛知県　　校種・科目：小学校
受講校：名古屋校　　受験時年齢：24歳
出身大学：名古屋女子大学

計画的に効率よく勉強できる

　大学を卒業後、常勤講師をしながら採用試験に挑みましたが、１次試験突破
もかないませんでした。講師をやることで教育の現場に携わることができるので
多くの学びがあります。しかし、忙しくて採用試験の勉強がなかなか手につきま
せんでした。そのため計画的に効率よく勉強ができるよう、東京アカデミーの講
座を申し込みました。土日返上になるのは厳しいとも思いましたが、「今度こそ
合格したい！」という強い意志があれば、必要なこととして受け入れられました。
　スタッフの方は些細な質問にも丁寧に対応してくださり、一人では不安がたく
さんでしたが解消でき、結果として合格できたことに感謝しています。

藤松　嵩人 さん
合格自治体：愛知県　静岡県　　校種・科目：小学校特別支援
受講校：名古屋校　　受験時年齢：21歳
出身大学：愛知淑徳大学

合格の秘訣は圧倒的な演習量！

　筆記試験の勉強に関しては大学2年生の時からコツコツ行っていましたが、
本格的に開始したのは3年生の年明けからです。東京アカデミーの参考書を徹
底してやりこみ、志望する自治体の過去問を5～10年分は解きました。また
全国の自治体の過去問も解き、どの自治体を受験しても合格できるような力を
つけるよう努めました。本番直前は東京アカデミーの講座「愛知県　直前ラスト
チェック講座」で要点を押さえ、自信をもって臨みました。
　教員採用試験の面接は、答え方に必ず正解と不正解があります。自分の思い
や考え方を語ることも大事ですが、それよりもまず、自分は教員にふさわしい資
質能力を携えた人間であるということを証明することが最も大切だと思います。
受け答えの内容は、文部科学省の答申や資料などを参考に考えました。それに
加え小学校での学習支援ボランティアの経験や障害児とキャンプをするボラン
ティアでの経験、部活動で海外に行った経験などを後押しとしてアピールしまし
た。学校現場でボランティアをしていたという実績が面接試験でとても役に立っ
たので、学生の方は是非実習校でのボランティアや教職インターシップなど、子
どもや学校現場と関わる経験を持っておくと、武器になると思います。

榊原　辰弥 さん
合格自治体：静岡市　　校種・科目：小学校　特別支援推進枠
受講校：静岡校　　受験時年齢：21歳
出身大学：常葉大学

豊富かつ丁寧な講座

　現役合格で教師の道を勝ち取りたいという思いから、東京アカデミーの講
座を通学・短期講座・模試と多数受講させて頂きました。筆記試験対策はも
ちろんのこと、面接試験対策についても懇切丁寧に指導して頂きました。そ
のおかげで、静岡市教員採用試験本番でも余裕をもって、自分らしさを最大
限アピールできたと感じています。
　また同じ教室で同じ教員採用試験合格という目標を掲げて励む、他の受講
生の方々の存在により、勉強のモチベーションを常に高くもつことができま
した。改めて東京アカデミーで多くのことを学ぶことができ、本当によかっ
たと思います。

寺田　匠吾 さん
合格自治体：静岡県　　校種・科目：小学校　全科
受講校：静岡校　　受験時年齢：27歳
出身大学：常葉大学

あと一歩を踏み出して

　「何かを変えなければいけない」教員を志して採用試験に臨むも、私はあと
一歩のところで合格という結果を掴めずにいました。そんな時、職場の先輩
に勧められたこともあり、東京アカデミーの受講を決めました。面接を課題
と感じていたため、その練習を重点的に行いました。受講が始まり、時勢を
見た課題の設定やコロナ禍によるリモートでの練習を提案など、東京アカデ
ミーの先生はとても親切に指導してくれました。特に志望動機についての指
導では、私がもともと持っている思いを汲み、共に推敲して下さったため、
インターネットで検索すれば出てくるようなありふれた言葉ではなく、私の
言葉を形にすることができました。
　これらの結果として合格を掴むことができました。けれどここで私の勉強
が終わったのではありません。むしろここからが、教師としての本当の勉強
の始まりだと感じています。これを読んでいる皆さんも、それぞれの一歩を
踏み出せることを願っています。

静 岡 校

松本　茉里 さん
合格自治体：石川県　　校種・科目：小学校
受講校：金沢校　　受験時年齢：27歳
出身大学：北陸学院大学

独学よりアカデミーで

　私が東京アカデミーを選んだきっかけは、先輩教師の方々が東京アカデミーに
通って合格した方々が多かったからです。大学4年生の時に試験を受けた結果は
残念ながら不合格でした。講師を続けながら試験に何回も挑みましたが、なかな
か合格することができず、何が足りないのかゆっくり自分と向き合う時間を作りまし
た。私は筆記の点数があまりとれなかったので、苦手を克服しないといつまでも受
からないと気付きました。1人で勉強することが苦手だったので東京アカデミーに
通ってよかったと思いました。試験が近いてくるうちにとても不安でしたが、東京
アカデミーの先生方のお言葉や一緒に勉強している仲間の存在があったおかげで、
とても励みになりました。また、筆記だけではなく、面接や模擬授業の対策も受講
しました。講師の先生方が親身になって教えて下さったこともとても印象的でした。
同じように教師を目指している仲間もたくさんいたので、自分1人だけではないの
だと思い、とても心強かったです。何年も受け続けてきたので、挫けそうになるこ
とがたくさんありましたが、最後まで諦めず頑張ることができて良かったです。
　4月からはこれまで以上に子ども達のために努めていきたいと思います。これか
ら受験するみなさんも、最後まで諦めずに頑張って下さい。応援しています。

中村　耀 さん
合格自治体：富山県　　校種・科目：特別支援中高国語
受講校：金沢校　　受験時年齢：21歳
出身大学：同志社大学

諦めないこと

　私が教員採用試験の勉強に本腰を入れ始めたのは、四年生の6月後半からで
した。一度教育実習において現場の雰囲気を肌で感じるまでは教員になる決心
がつかず、それまでは就職活動をメインで行っていました。しかし、教育実習を
経て、自分の好きな国語に関わる仕事を一生かけて続けていきたいと思い、教
員の道へと進路変更いたしました。その後は毎日、東京アカデミーの一般教養
テキストや、大学受験の際に活用したニ次試験の国語問題を何度も解き、自信
をつけました。ギリギリの日程の中、何とか合格することができたのは、教師に
なりたいという夢を明確に持ち、最後まで諦めなかったからだと自分では考えて
おります。来年受験される皆様にも、最後まで諦めず全力を出し切っていただき
たいです。心から応援しております。

金 沢 校

名 古 屋 校

※他にも多数の合格の声をいただいております。　※2022年夏受験の合格体験記は、後日HP等に掲載します。

東京アカデミーが誇る合格実績！

 東京アカデミーは

合格率に自信があります
※ 2022 年度（2021 年夏受験）東京アカデミー中部 3 校の実質一次合格率

※東京アカデミー全体の合格率は集計次第ホームページにてご案内いたします。

85.7 ％

合 格 率

この

合格率が

スゴイ !!
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①自治体別カリキュラム ③欠席フォロー

④全国公開模試＆自治体別模試

⑤全て生講義だから授業の後、すぐ質問できる！

②豊富な情報量に基づく人物試験対策

自治体ごとに出題科目や内容が異なるため、全国共通の講義だけでは万全の対策はできません。東京アカデミーでは、
各自治体の傾向を分析してそれぞれの出題傾向に合わせた講義を行います。
忙しい現役大学生、講師の方も通学しやすいよう、各コースはポイントを押さえたコンパクトな講座となっています。
また、通学講座以外にも、教育施策や面接対策を行う短期講習を開講いたします。
通学講座と短期講習を組み合わせて受講することで、より万全の対策をとることができます。

講義を欠席された場合、映像視聴フォローがございます（一部コースのみ）。
実際の講義を録画した映像を後日オンライン視聴していただくことができます。

映像視聴フォローについて
※	映像視聴フォローの対象は、愛知県教職・一般教養コース（P.9,10）、愛知県小学校全科コース（P11,12）及び愛知県・
名古屋市直前コース（P.19）、オンラインコース（P17,18）のみとなります。
詳細は入会時にお渡しする書類をご確認ください。

講師は各科目のエキスパート！
より具体的にわかりやすくは当たり前！
出題傾向を分析し尽くした勉強のノウハウを丁寧に教えます。

※	一部例外あり（オンライン講義ではチャットにて講義の質問
ができます。詳しくは入会書類をご覧ください）

※無料特典になる模試は入会コースによって異なります。詳しくは校舎にお問合せください。

 全国公開模試 

スタート模試 2022 年 11 月 13 日（日）
第 1 回模試 2023 年 1 月 15 日（日）
第 2 回模試 2023 年 3 月 5 日（日）
第 3 回模試 2023 年 4 月 16 日（日）
自治体別模試 2023 年 5 月 14 日（日）

2023 年度の実施予定です。実施日は変更の可能性がございます。

第三者による客観的な評価が必要となる人物試験は、独学では十分
な対策が困難です。

東京アカデミーでは、全 68自治体（大阪府豊能地区含む）の人物
試験の内容を聞き取り調査等により入手し、各自治体の内容に沿っ
た対策を実施しおります。

さらに！『回数無制限』で、講師と 1対 1 で徹底
的に面接指導を行います（人物対策コース限定
P.11,12）。
面接試験では、受験者を適正に評価するため、
様々な質問がされます。志望動機をはじめ、教育
現場で想定される学習・生活指導や教育課題への
対処法が問われます。また、これまでの経験で成
果をあげられたことや苦労したこと、自身の長所
など受験者自身に関しての質問も課されます。高
い評価を得るためには、教育観や指導観を深める
とともに、アウトプットを積み重ねることが必要
です。本試験で実力を発揮できるよう、指導経験
豊富な講師陣が指導いたします！
また、実践形式は二次試験の直前でも実施いたし
ます（8月予定）。

また、質問や課題に応じて必要な視点、例えば
「主体的・対話的で深い学び」に基づいて、応答・
発言や模擬授業が行えるよう、講義内で実際に
実施していただき、講師が講評を行います。実
践的な練習を反復することで、現場経験の少な
い大学生でも、講師経験者と渡り合える力を身
に付けます。

（写真の教材は昨年度版です）

東京アカデミーだからできる！ 充実のサポート

※2020年撮影
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教育時事は教員採用試験の試験科目の中でも市販の参考書などでは対応しているものが少ないこともあ

り、対策がしにくい科目です。自治体によっては、筆記試験であまり多く出題されないこともありますが、

面接試験等の人物試験に臨むに当たっては、最新の教育界の動向は知っておくべきでしょう。

ここでは、2023 年夏実施試験の試験範囲になる教育時事をピックアップします。

2022 年 3月 29 日、生徒指導提要の改訂試案が公表されました。
当初は 2021 年度内に改定の予定でしたが、夏頃に延期になりました。

本改訂は 2010 年度に刊行された生徒指導提要を、今日の学校現場の変革に対応したものです。

大きく追加・改訂された点としては、

①いじめ防止対策推進法（2013 年 6 月 28 日公布、9 月 28 日施行）に関する内容
②教育現場で普及する ICT の利活用や GIGA スクール構想の実現を踏まえた内容
③多様な背景を持つ児童生徒の増加に対応する内容
④ 児童の権利に関する条約（2020 年 7 月 30 日）や成人年齢引き下げ（2022 年 4 月 1 日）

などを踏まえた社会的自立への取り組みに関する内容

などが挙げられます。

基本的には第 8次学習指導要領の考え方に沿って、生徒指導は、

・未然防止　　・早期対応
・早期発見　　・関係各機関との連携

の4つの局面を想定して対応するよう求められていると思われます。

特に 3 章、11 章、13 章は大幅に追加、改訂されております。

3 章では連携するべき地域社会が多岐に渡っており、かつ密な連携を要求、
11 章ではインターネットや SNS の普及等を鑑み多様な対応を想定、
13 章では多様な背景を持つ児童生徒のより一層の理解や課題解決を求めています。

生徒指導提要は、毎年多くの自治体で出題される超重要な文書です。
2023 年受験にあたりましては、生徒指導の意義や基本的な進め方など従前の考え方を踏襲する内容を
ベースに、4章以降の重要論点を中心に学習されるのが望ましいと考えます。

また個別面接や場面指導などの人物試験におきましては、改定版の生徒指導提要の内容を理解して臨み
ますと、より厚い、深みのある回答が可能となります。

※	上記ご案内は、2022 年 6 月 1 日時点の内容を基に記述しております。記述時点以降の内容に関しま
しては、東京アカデミー各校舎にお問い合わせ下さい。

2023 年夏試験の試験範囲になる最新教育時事 PICK UP ！　生徒指導提要 改訂

2021 年の試験では 20 以上の自治体で、2021 年 1 月 26 日に発令した「『令和の日本型学校教育』の構

築を目指して（答申）」より出題がありました。また2023年の試験では多くの自治体で生徒指導提要（2022

年 7 月改定予定）や第 4期教育振興基本計画からの出題が考えられます。（p.7 参照）

これらの最新時事は、過去問をひたすら解いていても遭遇しませんので、特別な対策が必要です。

①は愛知県対策コース（1月～ 3月）、②・③は愛知県対策コース（2023 年 4月～ 6月）、静岡県対策コー

ス（2023 年 4月～ 6月）及びGW「最新！文部科学省施策講座」（名古屋校）（静岡校）最新教育時事（金

沢校）（2023 年 6月）での取り扱いを予定しています。

③
「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の 

在り方について（答申）
（2021 年 3 月 12 日中央教育審議会諮問、2022 年夏以降公表予定）

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させた「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業を担う教師の養成・採用・研修等の在り方についての検討結果が答申
されます。

②
第 4 期教育振興基本計画
（2022 年 2月 7日中央教育審議会諮問、2023 年 3月答申・同 6月閣議決定予定）

2023 ～ 2027 年度の 5年間に教育政策が目指すべき方向性として、「デジタルとオンライ
ンの最適な関係を図る」ことを目的に掲げ、教育政策の目指すべき方向性と主な施策を中
心に検討されるようです。

①
生徒指導提要
（2022 年夏頃公表予定）

1986 年「生徒指導の手引」が刊行された 24年後の 2010 年に刊行された「生徒指導提要」
が、学校現場の実態に即した形で 12 年ぶりに改訂されます。
詳しくは、次頁（P.6）をご参照ください。

※東京アカデミーオリジナル教材
　範囲の広い教育時事を要領よく
　押さえています。

PICK UP ! 	 	最新の教育時事解説動画を作成中！！会員はマイページ上から視聴で
きます。（詳細は後日案内予定）
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データで見る！
最新教育時事の出題予想！

データで見る！
【自治体特化型】対策が有益な理由

現生徒指導提要（2010 年 3月）の出題を振り返っ
てみると…。

・2010 年夏出題
福井県、福島県、茨城県、新潟市、奈良県、和
歌山県
・2011 年夏出題

愛知県、静岡市、埼玉県、長野県、京都府、大
阪府

第 3期教育振興基本計画（2018 年 6月閣議決定）
の出題を振り返ってみると…。

・2018 年夏出題
岩手県、秋田県、熊本県、大分県

・2019 年夏
福井県、三重県、東京都、埼玉県、京都府、大
阪府など

愛知県の教育原理を全国の出題率と比べてみると、

学習指導要領や特別支援教育の出題率は同じように

高いですが、生徒指導や教育時事の出題頻度は少し

低いことがわかります。また、ご当地の出題率が高

いことがわかると思います。

【よく出るご当地問題】

・あいちの教育ビジョン 2025

・愛知・つながりプラン

愛知県教職・一般教養対策（P.9,10）では、このよ

うな傾向を踏まえて講義を行っているため無駄なく

必要な部分に沿った学習ができます。

愛知県の小学校全科（算数）を全国の出題率と比べ

てみると、全国ではあまり出題のない「数や式と計

算」や「整数・数列・集合」が頻出です。また、愛

知県小学校全科の一番の特徴は主要教科で学習指導

要領が出ないことです。出題数に関しても理科が少

し多い程度で残りの科目は均等に出題があるためバ

ランスよく勉強する必要があるといえでしょう。

愛知県小学校全科対策（P.11,12）では、このような

傾向を踏まえて講義を行っているため無駄なく必要

な部分に沿った学習ができます。

項　目 全国 愛知県

教育の意義と目的 0.1% 0.0%

教育方法 2.0% 4.0%

教育課程と学習指導要領 23.2% 36.0%

生徒指導 19.2% 4.0%

道徳教育 3.4% 0.0%

特別活動 3.5% 0.0%

人権教育・同和教育 6.3% 4.0%

特別支援教育 18.4% 20.0%

社会教育 0.0% 0.0%

生涯学習 0.0% 0.0%

学校と学級の運営 4.1% 4.0%

教育時事 17.3% 8.0%

ご当地等 2.5% 20.0%

項　目 全国 愛知県

学習指導要領・指導法 19.5% 0.0%

数や式と計算 6.8% 20.0%

整数・数列・集合 5.4% 13.3%

方程式・不等式 10.7% 6.7%

関数 10.7% 20.0%

図形 19.0% 20.0%

確率・統計 10.2% 20.0%

すぐ出る？
かも！

★生徒指導提要 ★第 4 期教育振興基本計画

★愛知県の教職教養

★愛知県の小学校全科

最新情報配信中！
各校ブログで有益な情報を配信しています！

ぜひブックマークして情報をチェックしましょう！

※	右記、二次元バーコードよりサイトへジャンプできます。 名古屋校 静岡校 金沢校

改訂された翌年から多くの自治体で出題されていることがわかります。つまり、今回の改定は 2022 年

7 月に予定されているので、2023 年夏試験では出題される可能性が高いと判断できますね。

教員採用試験は自治体ごとに試験の出題科目や内容が異なるため、全国どこでも同じ講座内容というワ

ケにはいきません。

（2020～ 2022年度　算数の出題率）※弊社調べ

（2020～ 2022年度　教育原理の出題率）※弊社調べ

2023 年出題予測

●  法律上の定義はありませんが、一般的に、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話などを、日常
的に行っているような子供は（　ヤングケアラー　）と理解されている。

●  デジタル（　教科書　）は、試行錯誤が容易であるとともに、デジタル教材と連携させて活用することに
より、学びの幅を広げたり内容を深めたりすることができる。GIGAスクール構想を通じて、学習環境を
改善し、学校教育の質を高めていくためには、デジタル（　教科書　）の活用を一層推進する必要がある。
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愛知県教員採用試験　教職・一般教養対策コース
対面講座
名古屋校

このコースは「愛知県の出題傾向に特化したカリキュラム」で、その傾向を熟知した講師が担当
し、愛知県で必要な基礎知識から合格ラインを超えるための実践力を徹底的に鍛え上げます。

  対象者  
・はじめて勉強する人
・仕事や学校で忙しく効率よく勉強したい人
・過去問で 60点未満の人

  特徴①  　　愛知県に対応した万全のカリキュラム

愛知県教員採用試験に合格するためには、まずは基礎学力をしっかりと定着させることが必要不可
欠。そのうえで発展的な内容に取り組むことがカギです。本コースでは愛知県の出題傾向にあわせ
た特化カリキュラムを最優先に取り組むことで、無駄なく短期間でも着実に学力を向上させていき
ます。（P.8 参照）

  特徴②  　　痒い所に手が届く！教育時事・ご当地対策

本コースでは頻出度の高い教職・一般科目はもちろん、独学
では対策が難しい教育時事やご当地（教育施策）まで幅広く
対応します。

  特徴③  　　安心の欠席フォロー（オンデマンド）

講義が急用や行事と重なってしまい講義を欠席してしまっても大丈夫！当日の講義を録画している
ので、後日、オンデマンド配信（Web 配信）を視聴できます。
※配信日や視聴方法等については、入会時にお渡しする書類をご確認ください。

  特徴④  　　模擬試験で知識定着をアシスト！

受講期間中に実施される模擬試験を無料で受験することができます。模試の結果を踏まえた面談等
で学習サイクルの定着を促進します！

主な取扱いテーマ
・生徒指導提要（改訂版）

・令和の日本型学校教育

・愛知県教育ビジョン

・第四期教育振興基本計画　など

10 月生・1 月生（基礎力養成）インプットターム

愛知県で頻出の学習指導要領や特別支援教育を中心にバランスよく知識をインプットしていきます。
1月からはご当地（教育施策やGIGA スクール）や一般教養にも触れ幅広く対策できます。

 開講期間 

開講月 開講期間

10月生 10 月 16 日～ 2023 年 3月 26 日

1 月生 2023 年 1 月 8日～ 3月 26 日

 講義回数 　10 月生：全 52 回／ 78 時間
　　　　　	 1 月生：全 28回／ 42 時間

 開講時間 　9：30 ～ 16：40

受 講 料

コース 入会金 受講料 教材費 合計

10月生
10,000 円

132,000円 13,200 円 155,200 円

1 月生 74,000 円 13,200 円 97,200 円

使 用 教 材

（1,900円）

（1,900円） （1,900円） （1,900円） （2,000円）

（1,900円） （1,700円）

4 月生（応用養成）アウトプットターム 詳細は P.19 へ

「愛知県専用カリキュラム」に加え、全国の過去問を集約した問題集で演習量を増やし、合格ライン
を超えるために必要な基礎学力から実践力までを鍛え上げます。短期間でも出題傾向に沿った無駄
のないカリキュラムで合格をめざしましょう。

 開講期間 　2023 年 4月～ 7月　　 講義回数 　全 24回／ 36 時間	
 講義内容 　教職教養、一般教養、教育時事、ご当地、予想問題演習　他

Q. 愛知県コースとオンライン（Zoom）コース
では何が違うのでしょうか？

A.主な違いは
　①カリキュラム　②講義形態

　③内容と実施回数の有無　　です。

　オンライン（Zoom）コースは、Web 配信で

全国で頻出の項目を広く浅く学ぶことで基礎学

力の定着を目指します。

　愛知県コースは、対面で愛知県で頻出の項目

を広く深く学ぶことで基礎～応用の定着を目指

します。また愛知県で特有のご当地にも対応。

詳しくは P.8 を確認してください。

よくある質問

模試名 10月生 1月生 4月生

スタート模試 〇 　 　

第 1回模試 〇 　 　

第 2回模試 〇 〇 　

第 3回模試 　 　 〇

 講義内容 

科目 分野 10月生 1月生

教育原理

学習指導要領 5 2

特別支援教育 5 2

人権教育 3 2

生徒指導 3 1

学校と学級の運営 1

教育法規

教育基本法 4 2

学校教育法 3 1

日本国憲法 3 1

教職員に関する法規 2 1

児童・子供に関する法規 1

教育心理

発達の理論 1

学習の理論 1 1

人格と適応 1 1

教育評価 1

教育史
西洋教育史 2 1

日本教育史 2 1

教育時事
・ご当地

（新）生徒指導提要・令和の
日本型教育・GIGA（ICT）等

3 3

あいちの教育施策等 3 2

人文科学 国語、英語、美術など 2 2

社会科学 地理、歴史など 3 3

自然科学 数学、理科、情報など 3 3

合計 52 28

※ 1 月生は 10月生に合流するカリキュラムです。
例）学習指導要領の講義
10 月生は 10 月~3 月までに全 7 回（①小学校、中学校、
高校× 3回、②特別支援学校× 2回、③文科省の答申× 2
回）の講義を行うとすれば、1月生はそのうち 2回（①小
学校、中学校、高校× 1回、③文科省の答申× 1回）のみ
を受講する形です。
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愛知県教員採用試験　小学校全科対策コース

このコースは「愛知県の出題傾向に特化したカリキュラム」で、その傾向を熟知した講師が担当
し、愛知県で必要な基礎知識から合格ラインを超えるための実践力を徹底的に鍛え上げます。

  対象者  
・はじめて勉強する人
・仕事や学校で忙しく効率よく勉強したい人
・過去問で 60点未満の人

  特徴①  　　愛知県に対応した万全のカリキュラム

愛知県教員採用試験に合格するためには、まずは基礎学力をしっかりと定着させることが必要不可
欠。そのうえで発展的な内容に取り組むことがカギです。本コースでは愛知県の出題傾向にあわせ
た特化カリキュラムを最優先に取り組むことで、無駄なく短期間でも着実に学力を向上させていき
ます。（P.8 参照）

  特徴②  　　差がつく算数・理科・副教科を徹底攻略

本コースでは苦手な人が多い算数・理科に重きを置きつつ、独学で対策が困難な副教科（図工や体
育など）まで幅広く対応します。

  特徴③  　　安心の欠席フォロー（オンデマンド）

講義が急用や行事と重なってしまい講義を欠席してしまっても大丈夫！当日の講義を録画している
ので、後日、オンデマンド配信（Web 配信）を視聴できます。
※配信日や視聴方法等については、入会時にお渡しする書類をご確認ください。

  特徴④  　　模擬試験で知識定着をアシスト！

受講期間中に実施される模擬試験を無料で受験する
ことができます。模試の結果を踏まえた面談等で学
習サイクルの定着を促進します！

Q. 愛知県コースとオンライン（Zoom）コー
スでは何が違うのでしょうか？

A.主な違いは
　①カリキュラム　②講義形態

　③内容と実施回数の有無　　です。

　オンライン（Zoom）コースは、Web 配

信で全国で頻出の項目を広く浅く学ぶこと

で基礎学力の定着を目指します。

　愛知県コースは、対面で愛知県で頻出の

項目を広く深く学ぶことで基礎～応用の定

着を目指します。例えば、愛知県の主要科

目では、学指が出ないので取り扱いません。

一方で全自治体対応コースオンライン

（Zoom）では、取り扱うといった違いがあ

ります。詳しくは P.8 を確認してください。

よくある質問

模試名 10月生 1月生 4月生

スタート模試 〇 　 　

第 1回模試 〇 　 　

第 2回模試 〇 〇 　

第 3回模試 　 　 〇

10 月生・1 月生（基礎力養成）インプットターム

受験者の多くが苦手とする算数や理科を中心にバランスよく知識をインプットしていきます。1月
からは副教科にも触れ幅広く対策できます。

 開講期間 

開講月 開講期間

10月生 10 月 22 日～ 2023 年 3月 25 日

1 月生 2023 年 1 月 14 日～ 3月 25 日

 講義回数 　10 月生：全 48回／ 72 時間
　　　　　	 1 月生：全 24回／ 36 時間

 開講時間 　9：30 ～ 16：40

受 講 料

コース 入会金 受講料 教材費 合計

10月生
10,000 円

116,000 円 3,600 円 129,600 円

1 月生 71,000 円 3,600 円 84,600 円

使 用 教 材

（1,900円） （1,700円）※ 10・1月生のみ

2023年度 教員採用試験対策 オープンセサミシリーズ

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。

Amazon 人気ギフトランキング書籍Amazon ほしい物ランキング 書籍

問題集　専門教科
小学校全科

資格・検定＞教員採用試験＞教職教養部門で

問題集 一般教養Ⅰ
( 人文･自然科学 )

資格･検定＞教員採用試験＞教職教養部門で
NEWNEW

NEWNEW

ステップアップ問題集 (8)
専門教科 
中学･高校保健体育

問題集　専門教科
小学校全科

（2022/5/8 調べ）

（2022/5/10･11･12 調べ）

第1位

第2位

第1位

第1位
(2022/4/26･27･
 28･29･30調べ )

（2022/5/8 調べ）

ステップアップ問題集 (13)
専門教科 栄養教諭

第1位

(2022/4/7･8･9･10･
 11･12･13･14調べ )

4 月生（応用養成）アウトプットターム 詳細は確定次第ホームページ等にてご案内いたします。

「愛知県専用カリキュラム」に加え、全国の過去問を集約した問題集で演習量を増やし、合格ライン
を超えるために必要な基礎学力から実践力までを鍛え上げます。短期間でも出題傾向に沿った無駄
のないカリキュラムで合格をめざしましょう。

 開講期間 　2023 年 4月～ 7月　　 講義回数 　全 24回／ 36 時間	
 講義内容 　国語、算数、理科、社会、外国語、副教科

 講義内容 

科目 分野 10月生 1月生

国語

漢字と語句 1

文法・敬語 1 1

文学史 1

読解 1 1

算数

数や式 4 2

方程式・不等式 3 1

関数 4 2

図形 4 2

確率 3 1

理科

物理 3 2

地学 3 1

化学 3 1

生物 3 1

社会

歴史分野 3 2

地理分野 2 1

政経分野 2 1

外国語
会話文 1 1

文法 2 1

副教科 図工・体育など 4 4

合計 48 25

※ 1 月生は 10月生に合流するカリキュラムです。
例）政経分野
10 月生は 10 月 ~3 月までに全 2回（①政治②経済）の講
義を行うとすれば、1月生はそのうち 1回（②経済）のみ
を受講する形です。

対面講座
名古屋校
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教員採用試験　人物対策コース

このコースは、独学では対策が困難な人物試験（面接、場面指導など）を東京アカデミーが誇る
傾向を熟知した講師が担当し、面接で評価を得るまでの基礎知識から高評価を受けるためのノウ
ハウを伝授します。

  対象者  
・面接に不安がある人
・面接対策に早い時期から取り掛かりたい人
・面接評価が B未満の人

  特徴①  　　マンツーマン指導が無制限で受講可能！

人物対策コースをお申込みの方は、受講期間内に限り回数無制限で面接練習を受講することができ
ます。元校長先生や教育委員会人事経験者を含む経験豊富な講師が手取り足取りサポートします。
例）個人面接対策、自己分析指導、場面指導・模擬授業対策、願書指導など自由に活用できます！

  特徴②  　　座学で面接の基礎をインプット！

面接でも教職教養や教育時事の知識が不可欠！必要な知識や面接での活かし方を講義形式で解説。
また、面接マナーや印象力を上げるテクニック等についても解説します。

  特徴③  　　過去の質問集で情報収集！

東京アカデミーの情報網をフル活用！過去の受験者から集めた情報（面接の質問や評価基準）を使い、
本番さながらの対策が可能です！実際に出題されたテーマ、出題が予測されるテーマを取り上げ受
講生同志のグループトーキングで理解を深めます。

  特徴④  　　コミュニケーション能力を養成

面接で評価が低い人はそもそもの話す能力が低い傾向があります。受講期間内に 1～ 2回、集団で
のグループワークや面接等を実施します。他の受験者の話し方を参考にしたり、初対面の人とでも
流暢に話せるように鍛えていきます。

Question ～こんな質問がでたらどうする！

・	現在コロナ禍で、クラスにマスクをつけるのを嫌がってつけない児童がいる。それを見た
何人かの児童は先生にどうにかしてほしいと言ってきた。クラス全体にどのような指導を
するか。（愛知県 2021 年出題）
・	令和の日本型教育をどのように実現するか。（名古屋市 2021 年出題）
・	GIGA スクール構想により、ICT 機器を使って、子どもの学びを広げることが求められてい
ます。あなたは、ICT 機器をどのように活用しますか。具体的に述べてください。（静岡県
2021 年出題）

2023 年出題予想　多様な背景を持つ児童生徒が増えているが、その中でも家庭環境に起因
して起こり得る問題とその指導において留意すべき点を話しあってください。（今後のトレ
ンド「生徒指導」に関連した質問）

12 月生

 開講期間 　12 月 10 日～ 2023 年 6月 24 日
 講義回数 　全 16 回／ 27 時間 +面接実践
 講義時間 

　講 義 日：17：00～ 20：10
　面接指導：毎週水曜日：17：00～ 20:00　　毎週土曜日：10：00～ 17:00
　※上記は変更になる場合がございます。詳細は入会時にお渡しする書類でご確認ください。

科　　目 回数 内　　容

人物総論 1 人物試験とは何か。講義形式で解説します。

自己分析概論 1 面接の土台となる自己 PRや志望動機を考えるポイントを講義

印象力アップ講義 2 面接で必要となる印象（視覚、聴覚、言語）を上げるコツを解説

回答力アップ講義 2 面接で良い評価を受けるための答え方を解説

面接で必要な教職データ概論
（教育時事）

2
人物試験で必要な生徒指導やGIGA スクール構想など、知っておくべき知識につい
て解説

出願書類総論 1 出願書類の書き方を解説

場面指導・模擬授業総論 1 場面指導や模擬授業でのふるまい方やポイントを解説

グループトーキング 6 テーマについて話しあったり、意見交換したりする、話し合いの場

4 月生

 開講期間 　2023 年 4月 15 日～ 6月 24 日
 講義回数 　全 7回／ 12 時間 +面接実践
 講義時間 

　講 義 日：17：00～ 20：10
　面接指導：毎週水曜日：17：00～ 20:00　　毎週土曜日：10：00～ 17:00
　※上記は変更になる場合がございます。詳細は入会時にお渡しする書類でご確認ください。

科　　目 回数 内　　容

面接で必要な教職データ概論
（教育時事）

2
人物試験で必要な生徒指導やGIGA スクール構想など、知っておくべき知識につい
て解説

出願書類総論 1 出願書類の書き方を解説

場面指導・模擬授業総論 1 場面指導や模擬授業でのふるまい方やポイントを解説

グループトーキング 3 テーマについて話しあったり、意見交換したりする、話し合いの場

受 講 料

コース 入会金 受講料 合計

12 月生
10,000 円

130,000 円 140,000 円

4月生 100,000 円 110,000 円

対面講座
名古屋校
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教員採用試験　愛知県・名古屋市論文対策コース

このコースは、独学では対策が困難な論文試験の特訓コースです。本試験で高評価が取れる合格
答案を書けるように出題傾向から書き方、ポイントまで徹底解説します。

  対象者  

・論文に不安がある人

・論文の傾向や書き方が分からない人

・論文評価が C未満の人

  特徴①  　　愛知県・名古屋市の傾向に特化したカリキュラム

愛知県・名古屋市の論文で合格答案を書くには、まずは文章の「型」をしっかりと定着させること

が必要不可欠。そのうえで出題傾向を把握して練習することがカギです。本コースでは愛知県と名

古屋市の出題傾向にあわせた特化カリキュラムを最優先に取り組むことで、無駄なく短期間でも評

価を得られるように指導します。

  特徴②  　　きめ細かな添削指導

担当講師が一人一人の答案を丁寧に添削！タメになる講評を読んで次回の執筆に活かしていくこと

で徐々に上達を目指します。

愛知県コース

愛知県の論文テーマは「文章題」と「グラフ題」の 2パターンから交互に出題されています。
2022 年度は「文章題」だったため、2023 年はズバリ「グラフ題」！このコースではグラフの
読み取り方やポイント書き方までを指導します。

入門コース

 講義回数 　全 3回／ 6時間

 カリキュラム 　

日　程 17:00 ～ 19:00

2023 年 1 月 21 日（土） 講義①／執筆①

2月 18 日（土） 講評①／執筆②

3月 18 日（土） 講評②／執筆③

※日程は予定です。詳しい日程はHPでご確認ください。

 受 講 料 　29,000 円

直前コース

 講義回数 　全 3回／ 6時間

 カリキュラム 　

日　程 17:00 ～ 19:00

2023 年 4 月 15 日（土） 講義①／執筆①

5月20日（土） 講評①／執筆②

6月 17 日（土） 講評②

※日程は予定です。詳しい日程はHPでご確認ください。

 受 講 料 　29,000 円

名古屋市コース

名古屋市の論文テーマは「ハードル」や「踏み出す」といった抽象題から自分でテーマを設定し
て論じます。このコースではテーマの捉え方から自分の経験を書く方法まで指導します。

入門コース

 講義回数 　全 3回／ 6時間

 カリキュラム 　

日　程 17:00 ～ 19:00

2023 年 1 月 28 日（土） 講義①／執筆①

2月 25 日（土） 講評①／執筆②

3月 25 日（土） 講評②／執筆③

※日程は予定です。詳しい日程はHPでご確認ください。

 受 講 料 　29,000 円

直前コース

 講義回数 　全 3回／ 6時間

 カリキュラム 　

日　程 17:00 ～ 19:00

2023 年 4 月 22 日（土） 講義①／執筆①

5月 27 日（土） 講評①／執筆②

6月 24日（土） 講評②

※日程は予定です。詳しい日程はHPでご確認ください。

 受 講 料 　29,000 円

※実際の添削答案

Q. 通信講座（Ｄコース）とは何が違うのでしょうか？

A.主な違いは　講義形態と実施回数　　です。

　通信講座（Ｄコース）は、一般的な論文の傾向や書き方をテキストで学びます。その後、指定課題

及び自由課題にトライすることで合格答案を目指します。

　愛知県・名古屋市コースは、対面で愛知県・名古屋市の傾向や書き方を講義形式で学びます。その後、

それぞれの自治体の傾向に沿った予想問題にトライし、直接、指導を受けることができます。

よくある質問

対面講座
名古屋校
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Zoomを使用したオンライン講義となりますので、どこからでも講義にご参加いただくことがで
きます。教室対面講義で合格者を輩出してきた東京アカデミーだからこそ実現可能となったリア
ルタイム（Zoom配信）のオンライン講義で、これまでと変わらない東京アカデミーが誇る傾向
を熟知した講師陣によるハイクオリティな講義を提供いたします。
※全国で頻出の科目・分野を中心に講義を行います（特定の自治体に特化した内容ではございません）。

  対象者  
・校舎が遠くて通学が困難な方
・仕事（学校）が忙しくて校舎に通学できない方
・大学内で行われている講座を受講している方　　など

  特徴①  　　全国どこからでも受講可能

自宅ほか通信環境が整えば全国どこからでも受講可能！手元のパソコンやスマートホンで講義を視
聴することができます。

  特徴②  　　自習室の利用も可能

利用方法・開放時期は校舎によって異なります。詳しくは近くの校舎までお問合せください。
　（名古屋校）	☎ 052（563）2095
　（静 岡 校）	☎ 054（273）6361
　（金 沢 校）	☎ 076（263）3870

  特徴③  　　模試が無料で受験可能

入会される時期により受験可能な模試が異なりますので事前にご確認ください。

  特徴④  　　安心の欠席フォロー

講義は毎回録画しているので、欠席してしまっても後日、配信を視聴できます。

オンライン教員採用試験　オンライン（Zoom）コース

教職教養対策コース

出題数の多い教育原理を中心に、教育法規、教育心理、教育史、最新教育時事や答申・通知などか

ら重要部分に沿った講義を行います。
※	一般教養対策コースと隔週日曜で実施

 開講期間 　
10 月生：10 月 9日（日）～ 2023 年 3月 19 日（日）

1月生：2023 年 1 月 22 日（日）～ 2023 年 3月 19 日（日）

 講義時間 　10：00～ 15：30
※	上記は実施予定となります。実施期間・開講日時・受講料等の詳細は決まり次第、各校HP上でご案内いたします。

一般教養対策コース

人文科学、社会科学、自然科学など高校までに学習する内容を押さえた無駄のない講義で高得点を

狙う力を要請します。
※教職教養対策コースと隔週日曜で実施

 開講期間 　
10 月生：10 月 16 日（日）～ 2023 年 3月 19 日（日）

1月生：2023 年 1 月 29 日（日）～ 2023 年 3月 19 日（日）

 講義時間 　10：00～ 15：30
※	上記は実施予定となります。実施期間・開講日時・受講料等の詳細は決まり次第、各校HP上でご案内いたします。

専門科目対策コース

各科目知識と学習指導要領を扱います。出題範囲の広い専門科目を効率的に対策していきます。

 開講予定科目 　
小学校、中高国語、中高社会、高校社会、中高数学、中高理科、中高保健体育、中高英語、養護教諭、

特別支援教育、栄養教諭、高校情報

 開講期間 

1 月生：2023 年 1 月～ 5月

4月生：2023 年 4月～ 5月

 講義時間 　隔週土曜日：17：30 ～ 20：45
※	上記は実施予定となります。実施期間・開講日時・受講料等の詳細は決まり次第、各校HP上でご案内いたします。

遠いので Zoom 受講はとても良
かったです。参考書では分から
ないところも細かく教えてくれ
るのでとてもありがたい。

受講者の声

Zoom での受講は初めてでした
が、丁寧にわかりやすく、重要
な部分を教えていだたけたので
とても勉強になりました。

もし、東京アカデミーでの受講
をしていなかったら、どのよう
に勉強したらいいかもわからな
かったし、前向きに頑張れな
かったと思う。
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愛知県対策コース（アウトプット・4 月生）
直近 5年の愛知県や傾向の似ている神奈川県などの
自治体から問題をセレクトした小テストにトライし
ます。テストを受験した後に、講師から各問題に正
答するために必要な知識を解説し本試験レベルに対
応できる力を身につけます。

【実施期間】
　2023 年 4 月 9 日（日）～　7 月 2 日（日）

【時間】　
　日曜日 9：30 ～ 16：40

【講義回数】　
　全 18 回／ 27 時間

【講義内容】　　　
　・学習指導要領　　・教育心理
　・特別支援教育　　・教育史
　・人権教育　　　　・最新教育時事
　・生徒指導　　　　・頻出教育時事
　・教育法規　　　　・ご当地

入会金 受講料 教材費 合計

10,000円 65,000円 7,900円 82,900円

 使用教材 

（1,900円） （2,100円）（1,900円） （2,000円）
※昨年度の画像です

  コース特典  
・第 3回全国公開模試無料
・自治体別模試無料

名古屋市対策コース（アウトプット・4 月生）
直近 5年の名古屋市や傾向の似ている京都市などの
自治体から問題をセレクトした小テストにトライし
ます。テストを受験した後に、講師から各問題に正
答するために必要な知識を解説し本試験レベルに対
応できる力を身につけます。

【実施期間】
　2023 年 4 月 9 日（日）～　7 月 2 日（日）

【時間】
　日曜日 9：30 ～ 16：40

【講義回数】
　全 18 回／ 27 時間

【講義内容】
　・学習指導要領　　・教育法規
　・特別支援教育　　・教育時事
　・人権教育　　　　・新旧通知、報告等
　・生徒指導　　　　・ご当地

入会金 受講料 教材費 合計

10,000円 65,000円 7,900円 82,900円

 使用教材 

（1,900円） （2,100円）（1,900円） （2,000円）
※昨年度の画像です

  コース特典  
・第 3回全国公開模試無料
・自治体別模試無料

 実施期間 　2023 年 4月 9日～ 7月 2日
※実施日時の詳細は確定次第ホームページにてご案内いたします。

名古屋校 
開講ラインナップ

2023 年
4 月以降の

《短期ラインナップ》

講座名 実施時期 時間 講座内容 金額

愛知県教育施策

５月ＧＷ

1.5 時間 毎年、出題される愛知県のご当地問題対策 5,000円

名古屋市教育施策 1.5 時間 毎年、出題される名古屋市のご当地問題対策 5,000円

教育原理総合 6時間 教育原理で頻出分野のインプット講座 15,000円

教育法規総合 4.5 時間 教育法規で頻出分野のインプット講座 12,000円

教育心理・史総合 6時間 教育心理・史で頻出分野のインプット講座 15,000円

教育時事 6時間 最新の教育時事と頻出時事を徹底攻略 15,000円

愛知県出願書類 6月下旬 1.5 時間 自己アピールシートの書き方やポイント講義 5,000円

名古屋市出願書類 6月下旬 1.5 時間 自己アピールシートの書き方やポイント講義 5,000円

愛知県予想問題 7月上旬 5時間 出題傾向を踏まえた問題演習と解説講義を行います。 8,000円

名古屋市予想問題 7月上旬 5時間 出題傾向を踏まえた問題演習と解説講義を行います。 8,000円

愛知県ラストチェック
一次試験
の前日

2時間
頻出分野を予測して、最後の 1	点を取りに行く講座
です。超直前の時事も取り扱います。

3,000円

名古屋市ラストチェック
一次試験
の前日

2時間
頻出分野を予測して、最後の 1	点を取りに行く講座
です。超直前の時事も取り扱います。

3,000円

個人面接対策
8月上旬
～下旬

50分 自治体に合わせた個人面接対策を行います。 20,000円

名古屋市集団面接 8月中旬 2.5 時間 二次試験の集団面接対策を行います 25,000円

※	詳しくはホームページ（2023 年 1 月頃ご案内予定）をご覧下さい。右記、二次元バーコードをスマー

トフォンで読み込んでもサイトへ移動できます。

※講座及び内容は変更・中止の場合がございます。予めご了承下さい。

小学校全科コース（アウトプット・4 月生）

人物対策コース（4 月生）

論文対策コース（直前・4 月生）

　詳細は P.13,14 をご覧ください。

　詳細は P.11,12 をご覧ください。

　詳細は P.15,16 をご覧ください。

すべて
対面講義
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※実施日時の詳細は確定次第ホームページにてご案内いたします。

静岡校 
開講ラインナップ

人物試験対策コース（静岡校にて対面式） 
 12 月生日程  2022年 12月10日（土）～2023年 6月下旬まで

隔週土曜実施予定	・講義 24回× 2時間	
・個人面接練習 30分× 3回

 4 月生日程  2023 年 4月8日（土）～2023 年 6月下旬まで

隔週土曜実施予定	・講義 10回× 2時間	
・個人面接練習 30分× 1回

入会金 受講料 教材費 合計
12 月生 10,000 円 150,000 円 3,900 円 163,900 円
4月生 10,000 円 60,000 円 2,000 円 72,000 円

講座名 開講時期 時間
（コマ数） 講座内容 金額

Ⅰ　教育時事 2023 年
GW

6時間
（3コマ）

最新の教育時事をオリジナルテキストを使用して解
説します。また生徒指導提要や第 4期教育振興基本
計画等などについても解説をします。

15,000 円

Ⅱ　1日集中人物試験対策
※第 4期教育振興計画特化

2023 年
5月中旬

4時間
（2コマ）

人物試験関係では文科省の方針を踏まえておく必要
があります。2023 年 3 月に答申発表予定の最重要
項目を人物試験対策面から確認をします。

10,000円

Ⅲ　教職教養予想問題答練 2023 年
6月中旬

6時間
（3コマ）

県内自治体の予想問題で答練実施後に解説を 3回繰
り返します。2022 年実施の静岡県実施の教職教養
の難易度と出題傾向に沿った分野の予想問題です。

15,000 円

Ⅳ　一般教養予想問題答練 2023 年
6月中旬

6時間
（3コマ）

県内自治体の類似問題で答練実施後に解説を 3回繰
り返します。2022 年度静岡県実施の一般教養の難
易度・出題傾向・出題比重の沿っての予想問題です。

15,000 円

Ⅴ　超直前時事＆教職 2023 年
6月下旬

6時間
（3コマ）

教職教養の出題が教育時事（答申・通達等）を十分
に理解していないと解けなくなってきています。筆
記試験直前の 6時間で可能な限り再確認します。

15,000 円

Ⅵ　静岡県
　　2次試験対策会

2023 年
8月上旬

4時間
（2コマ）

2時間かけて静岡県の 2次試験の詳細と求められる
教師像などを理解し、その後の 2時間かけて 2次試
験集団面接（討論）の実践練習を行います。

10,000円

Ⅶ　静岡県 2次試験
　　個人面接練習

2023 年
8月上旬

50分
（1コマ）

静岡県の 2次試験日程に合わせて、1人 50分間のマ
ンツーマン面接練習です。講座Ⅵとの同時受講が効
果的で、記入済面接シートのご持参をお願いします。

20,000円

※	Ⅰ・Ⅲ・Ⅴの短期講座は教職教養コース受講生の講義に含まれます。
※	Ⅱは人物対策受講生の講義に含まれます。
※	Ⅳは一般教養コース受講生の講義に含まれます。
※	Ⅵ・Ⅶは静岡県の 2次試験に変更があった場合は中止もしくは内容変更があります。
◆	詳しくはホームページ（2022 年 9月以降ご案内予定）をご覧ください。右記、二次元バーコードをスマート
フォンで読み込んでもサイトへ移動できます。

◆	講座および内容はやむを得ず変更・中止の場合がございます。予めご了承ください。

一般教養コース（静岡校にて対面式） 
 4 月生日程  2023 年 4月16日（日）～6月下旬まで

隔週日曜日実施予定・講義 15 回× 2時間
入会金 受講料 教材費 合計

4月生 10,000 円 75,000 円 7,800 円 92,800 円

【内容】
静岡の一般教養の出題分野・比重を基本にしつつ、全国どの
自治体でも求められている一般教養分野の解き方や必須知識
を短期間で幅広く身に付けることを目的とした対面式講座です。

理　科 2回

数　学 2回

国　語 1回

地　理 2回

歴　史 2回

政治経済 3回

一般教養予想問題答練
（理科数学政経各 1回） 3 回

※	内容は変更になることがございます、あらかじめご了承ください。
※	実施曜日はやむを得ない事情で祝日に変更することがございます。

※各コース共通の注意事項
◆	有料教材のみ掲載しています。コースによって教育時事テキスト・
㊙テキスト等の無料教材も使用します。

◆	すべてのコースで講義期間中の東京アカデミー模試を全教科無料
で受験できます。

◆	入会金はすべてのコース（zoom講座・通信講座含む）共通で、
いずれかのコースで支払い済ならば以後は不要です。

◆	教材は受講に必要なので必ず購入頂きますが、既に購入済み等で
お持ちの方は二重の購入は不要です。

◆	入会金・受講料・教材費はすべて消費税込みの金額です。

 使用教材 

【内容】
静岡の教職教養の出題分野・比重を基本にしつつ、
全国どの自治体でも求められている教職教養の知
識を短期間で集中的に身に付けることを目的とし
た対面式講座です。

教育原理 4回

教育法規 2回

教育心理 1回

教育史 2回

教育時事 3回

教職教養予想問題答練 3回

超直前時事＋ラストチェック 3回

※	内容は変更になることがございます、あらかじめご了承く
ださい。

※	実施曜日はやむを得ない事情で祝日に変更することがござ
います。

教職教養コース（静岡校にて対面式） 
 4 月生日程  2023 年 4月 9日（日）～ 6月下旬まで

隔週日曜日実施予定・講義 18 回× 2時間
入会金 受講料 教材費 合計

4月生 10,000 円 85,000 円 9,500 円 104,500 円

オープンセサミ参考書教職教養Ⅰ	 1,900 円
オープンセサミ参考書教職教養Ⅱ	 1,900 円
セサミノート教職教養	 1,600 円
教職教養過去問精選問題集	 2,100 円
教育答申資料集	 2,000 円

静岡校の人物試験対策の特色
講義と実践練習を組み合わせて集団面接や個人面接で問われやすい「教
育観」や「教育時事」についての理解と問われている内容を理解して
いきます。また受講者間での意見交換の繰り返しで自己表現の能力も
磨きます。どの自治体を目指す方にも役に立つ内容です。

静岡校の教職教養の特色
地元静岡の教職教養は「新学習指導要領総則」「令和の日本型学校教育
の構築を目指して」「生きる力を育む防災教育の展開」「キャリアパス
ポート」等の文科省の重点的取り組み事項から非常に多く出題されま
す。もちろんオーソドックスな教育法規・教育史も出題されますが、
まず取り組むべきは文科省の取り組み内容です。この静岡の出題内容
は、他自治体でも重視されている分野でもあり、静岡校の教職教養は
ローカルの視点と全国の視点をあわせもった講座となっています。

静岡校の一般教養の特色
静岡においての一般教養試験は教養試験 50 点中の 15 点分を
占めており、決して軽んじることはできない分量を占めていま
す。出題範囲も文学史から保健体育・数学理科・英文読解から
一般常識全般と範囲も広く正面から向き合うと手に負えなくな
ります。しかし、数学理科分野や一般常識内の政経分野などは
傾向も読み取りやすく、苦手分野をしっかりと押さえておくだ
けでも得点に繋がります。この講座では限られた時間で 1問で
も多く問題に向き合いながら知識や解き方の再確認に力を入れ
ていきます。

 使用教材 

オープンセサミ参考書一般教養Ⅰ	 1,900 円
オープンセサミ参考書一般教養Ⅱ	 1,900 円
オープンセサミ参考書一般教養Ⅲ	 1,900 円
一般教養過去問精選問題集	 2,100 円

2022 年
12 月開講および

2023 年 4 月開講
の通学コース

 使用教材 
オープンセサミ参考書Ⅰ
（12月生のみ）	 1,900 円
教育答申資料集
（12月生・4月生）	 2,000 円
※	4月以降は上記以外にプリントテキストも
使用します。

【内容】

12 月生

人物試験対策総論
表現の方法論Ⅰ ( 相手に伝わる文章）
表現の方法論Ⅱ（教師志望者の文章）
表現実践Ⅰ（文章の読み方・話し方）
教育原理Ⅰ（求められる教師像）
教育原理Ⅱ（学習指導要領の理解）
令和の日本型教育と人物試験対策
ICT と人物試験対策
集団討論テクニック理解と実践１
集団討論テクニック理解と実践２
志望動機・目指す教師像作成１
志望動機・目指す教師像作成２
人物試験対策で知っておくべき教育時事
時事・教育時事の面接への反映

12 月生・
4月生

自治体開示資料の解釈１
自治体開示資料の解釈２
集団面接と個人面接１
集団面接と個人面接２
第 4期教育振興基本計画面接への反映１
第 4期教育振興基本計画面接への反映２
グループワークの観点と実践練習１
グループワークの観点と実践練習２
教育観の具体的表現と面接実践練習１
求められる教師像のイメージと面接実践練習

※	内容は変更になることがございます、あらかじめご了承く
ださい。

※	12 月生は個人面接 3回・4月生は個人面接 1回を上記以外
に実施します。

短期講習

通学コース時間割 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10
人物試験対策講座 土曜 ○ ○ —
教職教養集中対策

日曜 ○ ○ ○
一般教養集中対策

※	土曜講義は基本的に隔週で実施、日曜講義は教職教養と一般教養を交互
に隔週で実施します。
※	上記のように各講座が重ならないように実施しますので、同一曜日に実施
する講座でも同時受講できます。
※ 	zoom講座とも講義日程・講義時間をずらしていますので同時受講できます。

すべて
対面講義
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石川県・富山県型人物対策

 開講期間  12月生　2022年12月10日（土）～2023年7月1日（土）	
　　　　　  4月生　2023年4月22日（土）～2023年7月1日（土）

　時　間　 12~3 月　隔週土曜日　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00	
　　　　　  4~7 月　隔週土曜日　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00、15:10 ～ 17:10

石川県型一般教養対策

 開講期間  2023年4月23日（日）~6月25日（日）

　時　間　 隔週日曜日　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00、15:10 ～ 17:10

※実施日時の詳細は確定次第ホームページにてご案内いたします。

金沢校
開講ラインナップ

講座名 開講期間 時間
コマ数 講座内容 金額

①	一次試験
　面接練習 1 6 月中旬 1人

50分
すべての県で実施される面接についてマンツー
マン指導します。

20,000円

②	最新教育時事 6月中旬 6時間
3コマ

従来の教材では掲載できない 1 月以降の答申・
通達や近年注目の GIGA	スクール・ICT などにつ
いて理解を深めます。

15,000 円

③	社会時事 6月中旬 6時間
3コマ

特に石川県で出題の多い社会時事問題について
学びます。
●一般教養石川型受講の方はお申込み不要です。

15,000 円

講座名 開講期間 時間
コマ数 講座内容 金額

④	教育法規 6月下旬 6時間
3コマ

特に石川県・富山県で出題ウエイトの高い教育
法規について頻出事項を学びます。

15,000 円

⑤	富山県型
　	集団討論練習 7月上旬 4時間

2コマ

集団討論を受験する際の注意事項・考え方について
学びます。
富山県の実施形式に合わせた集団討論練習です。

10,000円

⑥	石川県型
　	模擬授業練習 7月中旬 2時間

1コマ
複数名による模擬授業です。石川県の実施形式
に合わせた模擬授業練習を行います。

10,000円

⑦	石川県
　	予想問題 7月中旬 4時間

2コマ
石川県試験の予想問題演習を行い、各分野の頻
出事項・ご当地問題について学びます。

10,000円

⑧	一次試験
　面接練習 2 7 月下旬 1人

50分
主に石川県受験者を対象に面接についてマン
ツーマン指導指導します。

20,000円

⑨	富山県型
　	模擬授業練習 8月上旬 2時間

1コマ
複数名による模擬授業です。富山県の実施形式
に合わせた模擬授業練習を行います。

10,000円

⑩	二次試験
　	面接練習 8月中旬 1人

50分
主に富山・福井県受験者を対象に面接について
マンツーマン指導指導します。

20,000円

直前　短期講習

※各コース共通の注意事項
◆このページの各講座とも受講期間中の模試を全科目無料で受験できます（直前除く）。

◆	入会金はすべてのコース（zoom講座・通信講座含む）共通で共通ですので重複したお支払いは不要です。

◆購入済みの教材の重複購入は不要です。

◆	このページの各講座はそれぞれ日程が重複しないように組まれていますので、すべて同時受講が可能で

す。

※	詳しくはホームページ（2022 年 9月以降にご案内予定）をご覧ください。右記、二次元バーコードをスマー
トフォンで読み込んでもサイトへ移動できます。
※講座及び内容は変更・中止の場合がございます。予めご了承ください。

【内容】

12 月生

人物総論 1コマ

求められる教師像の理解 1コマ

人物に必要な学習指導要領 1コマ

模擬授業総論 1コマ

ICT と人物対策 1コマ

個人分析 1コマ

面接で問われる生徒指導提要 1コマ

人物に必要な重要答申
（令和の日本型学校教育）

1コマ

個人面接の注意事項と進め方 1コマ

人物に必要な教育時事・法規 1コマ

模擬授業練習　グループで 2時間 2回

個人面接練習　一人 30分 2回

12 月生
・
4月生

面接シート作成と添削 1コマ

志願書指導 1コマ

印象力アップ 1コマ

論作文対策 1コマ

石川・富山の目指す教師像 1コマ

※面接D／生徒指導提要 1コマ

※面接D／令和の日本型学校教育の構築 1コマ

模擬授業練習　グループで 2時間 2回

個人面接練習　一人 30分 1 回
※Dはディスカッション形式

【内容】
数学（一般知能）	 9 コマ

社会時事	 3 コマ

2022 年
12 月以降の

通学講座

　教　材　

教育答申資料集
2,000円

　教　材　 特製プリント

　金　額　 入会金 受講料 教材費 合計
12 月生 10,000 円 150,000 円 2,000 円 162,000 円
4月生 10,000 円 60,000 円 2,000 円 72,000 円

　金　額　 入会金 受講料 教材費 合計
4月生 10,000 円 60,000 円 0円 70,000 円

この講座では「個人面接」と「模擬授業」でより高い評価を得られるように、自己表現の考え方や求められ
る教師像など人物試験に必要な知識を学習するとともに、答弁に深みを加えるため学習指導要領や生徒指導
提要など教職教養に関わる分野の知識を身に付けます。さらに志願書の書き方や表情・姿勢の見せ方にいた
る具体的なテクニックを身に付けたうえで個人面接・模擬授業の練習を行います。

石川県の総合教養試験では、一般的な出題である「国語・算数・理科・社会・英語」のうち「社会・理科」
は全く出題されません。また「数学」は式の解法や面積・体積の計算ではなく、公務員採用試験で出題され
る「一般知能」と呼ばれるタイプの問題のみの出題となります。これらとは別にクイズのような問題「社会
時事」は多数出題されます。2021 年夏の場合、作文を除く小問 37 問中 10 問がこの「社会時事」問題でした。
これら 2種類の分野で高得点を取るのが石川県での合格の要です。

すべて
対面講義
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東海北陸 生協・書店申込実施店舗一覧（2022年 6月現在）
学校名 生協 書店 学校名 生協 書店 学校名 生協 書店 学校名 生協 書店

愛知教育大学 〇 椙山女学園大学（星ヶ丘キャンパス） 文進堂 名古屋商科大学 丸善 朝日大学 丸善
愛知県立大学 〇 大同大学 丸善 名古屋女子大学/短期大学部 丸善 岐阜聖徳学園大学（羽鳥キャンパス） 丸善
愛知県立芸術大学 〇 中京大学（豊田キャンパス） 〇

南山大学（名古屋キャンパス）
紀伊國屋 カルコス（本店） 〇

名古屋工業大学 〇 中京大学（名古屋キャンパス） 〇 丸善 カルコス（穂積店） 〇
名古屋市立大学（滝子キャンパス） 〇 中部大学 丸善 日本福祉大学（東海キャンパス） 〇 三重大学 〇
愛知大学（車道キャンパス） 〇 同朋大学・名古屋音楽大学 ヤマザキ

Yストア 日本福祉大学（半田キャンパス） 〇 三重短期大学 〇
愛知大学（豊橋キャンパス） 〇 名古屋大学（北部・南部） 〇 日本福祉大学（美浜キャンパス） 〇 金沢大学 〇
愛知大学（名古屋キャンパス） 〇 名古屋外国語大学・名古屋学芸大学/短期大学部 丸善 名城大学（天白キャンパス） 〇 静岡大学 〇
愛知学院大学（日進キャンパス） 成文堂 名古屋学院大学（瀬戸キャンパス） 丸善 インターカレッジコープ愛知 〇 富山大学 〇
愛知東邦大学 〇 名古屋学院大学（白鳥キャンパス） 岐阜大学 〇 福井大学 〇
金城学院大学 〇 丸善 名古屋経済大学/短期大学部 丸善 岐阜市立女子短期大学 〇 うつのみや金沢香林坊店 〇

※店舗や時期によって取り扱いが異なります。詳細は、受講希望校へお問い合わせください。

そ の 他 の 留 意 事 項　
★受付時間／11：00～18：00
★休日／【3校共通】12月30日～1月3日
　　　　【名古屋校のみ】2023年2月11日（土）
★定期券
　学割の適用はありませんので通学定期、回数券等を購入してください。
　※名古屋市営地下鉄をご利用の場合、高校生・大学生であれば塾やアルバイトなどにも利用できる「学生定
期券」が販売されております。
　　詳しくは名古屋市交通局までお問合せください。
★転校・転科・休学・復学
　一定の条件を満たせば可能です。詳しくは担当にご相談ください。
★個別相談
　東京アカデミーでは教員採用試験や講座内容についてなど、より詳しく知っていただくために、個別で相

談を受け付けています。ご都合のよい日時にお気軽にお越しください。（受付時間は上記参照）
★個人情報の取り扱いについて
　申込書にご記入いただいた個人情報は、申込講座の登録及び公務員試験情報・講座資料の送付のみに利用

するものであり、本人の同意なく第三者に提供することはありません。個人情報の取り扱いに関する弊社
の基本方針は、

　弊社ウェブサイト https://www.tokyo-ac.jp をご覧ください。
★ 本要項に記載の各コースの期間・時間数・進行内容及び仕様教材等は、都合により若干変更となる場合も

あります。予めご了承ください。
★途中入会
　開講日を過ぎても受講申込が可能です。その場合、以下の2つから選択していただくことが可能です。
　◦受講料を満額支払い、終了分の講義の欠席フォローを受ける
　◦受講料を減額（東京アカデミーが指定）し、終了分の講義の欠席フォローは受けない
　ただし、定員締切等の理由により募集を停止している場合はお断りする場合がございます。
★試験制度の変更に伴い、カリキュラムが変更になる場合があります。

解約返金について

入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受
講講座開講前、開講後にかかわらず書面にて解約申請を
してください。
弊社規定の「返金の特例」、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、次の①または②の金
額を控除して返金いたします。また、弊社からの返金は
金融機関への振込にて行い、振込手数料はご負担いただ
きます。

《解約規定》
①講座開講前の解約→ 入会金の全額と解約手数料として受

講料の 10％
　※ 教材を既にお受取になっている場合はご返却くださ

い。なお、使用状況によっては実費を申し受けます。
②講座開講後の解約→ 入会金・教材費・消化受講料の全

額と解約手数料として未消化受講
料の 30％

①、②について消化受講料、未消化受講料は、解約の申
請書受理日を基準に原則月割りにて計算いたします。
※入会後に試験内容が変更された場合も同様です。

お手続きの前に必ずご確認ください。

①�目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な受験資格等

を満たしていますか。受験先によって、また、年度によって異なることがありますので、

お申込み前に必ず各自でご確認ください。

②�お申込み予定の講座の講義時間帯・講義日数・受講期間・受講科目をご確認ください。�

（注意：講座内容は校舎によって異なります。またオンライン講座は通学講座と内容は

異なります。）

③�お申込み予定の講座の受講料等をご確認ください。また、受講料割引の有無をご確認く

ださい。入会手続後に遡っての割引適用は出来ません。入会金・受講料・教材費などの

受講料等内訳をご確認いただき、さらに、納入前に担当者へ再度ご確認いただくことを

お勧めいたします。金額を誤って然るべき金額より多くご納入された場合には振込にて

ご返金いたしますが、振込手数料をご負担いただくことになりますので、金額に誤りの

ないようご確認の上、納入するようにしてください。

④�すべての講座で分割納付は出来ません。ご入会時はお申込み予定の講座の入会金・受講

料・教材費などの総額を一括でお支払いください。

⑤�講座開講日数日前の時点で受講申込み人数が最少開講人数に満たない場合、講座の開講

はいたしません。開講の判断日、最少開講人数については、各校にお問い合わせくださ

い。すでに入金されていた方には、他の講座へ変更していただくか、もしくは入会金・

受講料・教材費を全額ご返金いたします。ご了承ください。なお他の講座へ変更いただ

いた際に受講料等の差額が生じた場合は、追加受講料等をお支払いいただくもしくは差

額受講料等の返金をいたします。

⑥�弊社は、通学講座・オンライン講座ともに、「LIVE 講義」を基本として講座提供してお

ります。決められた時間割に沿って講義を提供いたします。また、講義以外での相談・

質問を教務スタッフ、講師が協力して親切・丁寧に伺うことで受講期間の最後までしっ

かりと継続できる環境を整えています。壁にあたっても一人で悩まずに、乗り越えるた

めの方法を一緒に考えてまいります。安易に講義を欠席したり、進路変更したり、受験

をあきらめないようにお申込み時にしっかりと受験の意思、意欲、受講環境の確保など

ご自身でもご確認ください。また、通学講座の体験講義をご希望の方は、お気軽にお申

出ください。

⑦ �2023 夏実施選考試験の要項が発表された段階で、講座内容が変更される場合がござい

ます。その際、追加で講義を実施する場合には、追加受講料が発生する場合がござい

ます。2023 年夏実施選考試験において、試験の内容に変更があった場合の返金等は、

弊社の解約規定に則り対応いたします（規定通りの解約手数料が発生いたします）。返

金する際の振込手数料はご負担いただきます。

⑧�短期講習は、通学講座・オンライン講座・通信講座の講座内容と一部重複する場合があ

ります。

⑨�ご入会に際し「東京アカデミー申込規約」をご確認いただき、解約規定についてもご理

解ください。

東京アカデミー申込規約 
東京アカデミーの通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・学内講座等の講座にお申込みいただくに際し、下記規

約内容を必ずご確認、ご理解をいただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。 

1. 適用講座 

株式会社東京アカデミー（以下、弊社と記載）が実施する通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・学内

講座等の講座において本申込規約を適用いたします。本規約に定めがないものについては、各種募集要項等の

定めによるものとします。 

2. お申込みについて 

（1） 目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な資格、要件等を満たしてい

るかどうかを各自ご確認いただき、ご希望の講座をお申込みください。 

（2） お申込予定のコースの受講時間帯、日数、期間、受講科目、教材等をご確認ください。 

（3） お申込予定のコースの受講料総額（入会金、受講料、教材費などの受講料等内訳）をご確認ください。

受講料をお支払いただく場合には、弊社窓口での現金納入・クレジット決済の他、銀行振込（振込手数

料申込者負担）・インターネット決済・コンビニ決済（30万円未満の決済に限ります）・大学生協等代

理店（校舎によっては取り扱っていない場合があります）を利用していただくことができます。 

（4） 大学生協等代理店でお申込の場合は、「申込書控」を必ずお受け取りください。取扱店舗によりお申込

方法が異なる場合がございます。また、一部取扱していない講座、コースがございますので直接最寄り

の弊社窓口にお問い合わせください。 

（5） 未成年者（18歳未満）が受講申込をする場合には、受講申込書に保護者の方のお名前・ご連絡先が必要

となります。 

（6） 入会希望者であっても弊社の判断で受講に不適当と見做された場合には入会をお断りすることがありま

す。 

3. お申込みの締め切りについて 

受講校舎、受講コースによっては定員になり次第申込受付を締め切らせていただく場合もございます。また、

受講校舎以外での振替受講及び重複受講を認めている講座がございますが、座席に余裕が無い場合は受講でき

ないことがあります。 

4. 解約・返金等について 

（1） 万一、当規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があったと弊社が判

断した場合、弊社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契約を即時解約し、今後お客様との取

引をお断りし、各校舎への立ち入りを禁止する場合があります。 

（2） お客様が暴力団、暴力団関係企業、総会屋に所属されていることまたはこれらの関係者その他反社会的勢

力であることが判明したときは、弊社は何等の通知催告を要しないでお客様との受講契約を即時解除する

ことができます。 

（3） その他弊社のご利用に際し発生した諸問題については、「東京アカデミー入会者規定」等弊社が定める諸

規定に基づいて対処させていただきます。 

（4） 入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前、開講後にかかわらず書面もしくは

電子媒体にて解約申請をしてください。 

（5） 弊社からの返金は、原則、書面により解約申請が毎月20日までにご提出の場合は当月末、毎月21日から

末日までにご提出の場合は翌月末、となります。 

（6） お申込時の決済に際し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額を減額する形となる場合がございます。 

弊社規定の「返金の特例」、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。 

なお教育ローンをご利用の場合は、教育ローン解約にかかる手数料等をご負担いただきます。 

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。 

≪解約規定≫ 

(1)通学講座（オンライン講座含む） 

① 講座開講前の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。 

教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し受け

ます。 

② 講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料（申込講座未消化

期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。 

消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則として有料講座開講期間の月割りにて計算いたし

ます。 

一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。 

通学講座の消化期間の算出は、講座開始日（該当コースの第一回目授業開始日）の属する月より解約申請受理

日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請提出日の属する月の翌月から講座終了日（当該コ

ースの最終回授業日で面接指導、模擬試験等も含む）の属する月までとします。 

 (2)通信講座 

① 弊社からの教材発送前の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。 

② 弊社からの教材発送後の解約につきましては、入会金・消化受講料の全額と解約手数料（申込講座未消

化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。ただし、添削未消化期間がある場合

でも全添削課題を完了（添削済課題が全回分弊社より返却し、受領されていること）された方は返金の

対象とはなりません。 

消化受講料、未消化受講料は、実際の添削課題提出の有無にかかわらず、解約申請受理日を基準に原則として

月割りにて計算いたします。 

通信講座の消化期間の算出は、講座開始日（初回教材発送日）の属する月より解約申請受理日の属する月まで

とします。未消化期間の算出は、解約申請提出日の属する月の翌月から講座終了日（添削期間終了日、かつＳ

ＯＳカード受付終了日）の属する月までとします。 

(3)短期講習会 

① 講座開講前の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。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費

を申し受けます。 

② 講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料（未消化期間にかか

る受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。 

消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則としてコマ割りにて計算いたします。 

一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。 

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。 

(4)模擬試験 

模擬試験実施前の解約につきましては、解約手数料（受験料の10％）を控除した金額を返金いたします。 

模擬試験実施後は実際の受験の有無にかかわらず「受験済」といたします。また、自宅受験のお申込みで既に

模擬試験問題一式をお受け取りの方は「受験済」となりますので予めご了承ください。 

(5)特定商取引法対象講座に係る返金について 

弊社講座において、看護医療系学校受験対策講座の通学講座・通信講座に在籍の受講生は「特定商取引法」の

対象となる場合がございますので、別途「看護・医療系学校受験対策講座の入会予定者・入会者の皆様へ」の

説明文をご確認ください。 

5. 閉講について 

お申込みいただいた講座、コースが開講日までに開講に必要な定員に達しない場合は、やむを得ず閉講といた

します。その際は、他の講座、コースへの変更についてのご相談をお受けいたします。他の講座、コースを受

講されない場合は、入金いただいた入会金、受講料及び教材費の全額をお返しいたします。教材を既にお受け

取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し受けます。 

6. 教育ローンについて 

弊社が案内する信販会社の教育ローン利用にあたっては、取扱信販会社の審査がございます。審査の結果、教

育ローンをご利用いただけない場合でこれにより入会を断念される場合は、その間の講義の出席及びテキスト

等の使用につき相当額をご負担いただきます。 

尚、教育ローンのお支払回数は講座終了月には完済できる回数をお選びいただくことになります。 

7. 講座運営について 

（1） やむを得ない事情により、講座の担当講師、日程・時間帯等が変更になることがあります。 

（2） 現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず中止することがあります。 

（3） 天候の影響及びストライキなどによって交通機関がストップした場合は休講とする場合があります。そ

の場合は各校にお問い合わせいただくか、弊社入会者専用の情報確認用インターネットサイト「マイペ

ージの情報」・弊社ホームページ・各校ブログにてご確認ください。 

8. 休学について 

都合により通学講座の休学を希望される場合は、休学を希望されてから1年間を限度に許可しますので事務局

にてご相談ください。通信講座における休学はございません。 

9. 会員証について 

（1） 会員証は常に携帯してください。また、他人に貸与または譲渡することはできません。 

（2） 会員証を紛失または盗難にあった時は、直ちに事務局へお申し出ください。有料（200円）にて再発行

いたします。 

10. 証明書 

在籍証明書・修了証明書の発行（無料）をご希望される場合は発行いたしますので弊社窓口へお申し出くださ

い。ただし、通学定期購入に在籍証明書を使用することはできません。 

また、10年以上前の在籍を証明することは出来ませんのであらかじめご了承ください。 

11. 著作権について 

（1） 弊社が提供する教材（受講に係る教材や講義録音データ等）は、著作権法で定める個人の私的目的以外

に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を頒布することはできません。 

（2） 弊社が提供する教材の内容を記録、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、1号と同様、個

人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することはできませ

ん。 

（3） 教室等において受講内容等を収録（録画・録音・撮影等）することはできません。不正に収録された場

合は直ちに収録データを完全に削除していただき，削除されたことを確認させていただきます。 

（4） 教室等において実施された受講内容を記録し、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、1号

と同様、個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布すること

はできません。 

（5） 1号及び2号で定める教材（記録・要約したものも含む）や、3号及び4号で定める受講内容の収録物

（記録・抜粋・要約したものも含む）を、ブログやYouTube、FacebookやTwitter、Instagram、イン

ターネット上にアップロードして第三者の閲覧に供することも禁止します。 

12. 教育訓練給付制度について 

制度の詳細および対象講座については、弊社窓口にてお問い合わせください。 

13. 自習室について 

通学講座、短期講習会受講の方には各校が指定した教室を自習室としてご利用いただくことができます。ただ

し、事情により自習室が使用できないこともありますので、あらかじめご了承ください。 

14. 免責事項 

(1) 弊社の講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、入学、就職等の目的が達成

できなかったとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。 

(2) 本試験の申込みは講座申込みとは別に必要です。本試験の申込期間等は年度によって異なる場合があり

ますので、各自の責任のもと本試験への出願を行っていただきます。 

(3) オンライン講座におきましては、実際に視聴されたか否かにかかわらず、オンライン講座実施後は「消

化済み」といたします。視聴環境はお客様ご自身で整備いただき、視聴環境の不具合等により視聴でき

なかったとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。 

15. 準拠法および合意管轄 

（1） 当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。 

（2） お客様と弊社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所もしくは大阪簡易裁判所をもって

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

16. 規約の変更 

（1） 当規約は、予告なく変更することがあります。 

（2） 強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに従い

変更したものといたします。 

17. 施行日 

2022年4月1日施行 




