
東京アカデミーだからできる！充実のサポート

自治体別カリキュラム1
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、教養試験・専門試験・人物試験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。

欠席フォロー3
講義を欠席された場合、映像視聴フォローがございます（一部科目のみ）。
実際の講義を録画したZoomレコーディング映像を後日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、一般選考対策コースの「基礎定着講座」で実施する講義（ご入会いただいたコー
スに含まれる科目のみ）となります。
校舎外への映像データの持ち出しはできません。
１日に視聴できる映像時間等に制限がございます。また利用者多数の際は、視聴日時のご希望に添えない場
合があります。予めご了承ください。
ご利用にあたっての諸規則・詳細につきましては、入会希望校舎までお問い合わせください。
レコーディングデータに不具合が発生した場合、東京アカデミー関東地区校舎で実施した同講義をご視聴い
ただくことがあります。なお、講義の進度が異なる場合がございます。

※1：

※2：
※3：

※4：
※5：

豊富な情報量に基づく人物試験対策2
第三者による客観的な評価が必要となる人物試験分野は、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
対策を実施しております。
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。
さらに！『パーソナルトレーニング』で、講師と 1 対 1 で徹底的に面接指
導を行います（一般選考対策コース 10 ～ 2 月生限定）。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、実施形式は対面だけでなく、オンラインでも実施いたします（予定）。ご都合の良い実施形式をお選びいただけます。
※パーソナルトレーニングは 2023年 5・6 月の平日昼間に 1回実施予定です。詳細はご入会後にご案内いたします。

※実際の講義風景です。※実際の講義風景です。

4
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。

7
過去に東京アカデミーに在籍されていた受講生の方からご提供いただいた各種資料を閲覧いただけます。
閲覧資料例：出願書類、単元指導計画、講座内添削論文など
採用試験に関わる書類等は個人で作成するため、他の受験生が作成したものを目にする機会は限られます。過去に
教員採用試験に臨んだ先輩たちのサンプルを見ることで書き方や定型を学び、内容のブラッシュアップが図れます。
※自治体によって閲覧可能な書類は異なります。また、志望の自治体・校種・教科によっては未収集の場合もございます。予めご了承ください。

※2019年撮影

  全国公開模試  通学講座受講生 (全コース )は、無料受験可能！
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）　

※通学講座受

≪模試共通注意事項≫
・短期講習のみの受講生は有料受験となります。
・入会手続き後の公開模試のみ無料受験可能です。ただし、公開実施日までに受験されたものに限ります。自宅受験の場合、マークシート提出
  締切日は各模試実施日までといたします。締切日以降の提出 (郵送含む )は、一切できませんので、ご注意ください。

  自治体別模試   
2023 年 5月 14日（日）
※通学講座受講生は 2 自治体の模試が無料受験できます（2 自治体目は自宅受験となります）。併願受験を予定されていない方も問題演習の
　機会としてご活用ください。

通学講座受講生(全コース)は、全68自治体(大阪府豊能地区含む)の中から、志望先の2自治体の模試が無料受験可能！

  模試解説会    
第 1回全国公開模試（教職教養のみ）・自治体別模試のうち「東京都」「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「埼玉県・さいたま市」「千葉県・千葉市」
「新潟県・新潟市」の解答解説会（教職教養のみ）をオンデマンドで配信いたします。視聴可能期間は確定次第ご案内いたします。

5
当初2024 年からのスタートが予定されていたGIGA スクール構想は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
計画が３年前倒しされ 2021年より１人１台端末を付与し ICT教育が開始されています。これからの教育現場に
必要な ICT教育について、効果的な活用方法や実践例をあげながら解説します。
※一般選考対策コースのみコース内に含まれています（情報化・ICTの活用）。

　開 催 日 時（予定） 2023 年 3月 ※実施日時等の詳細は確定次第、ホームページにてご案内いたします。

6
通学講座受講生は関東 6校、新潟校の自習室が無料で利用可能です。
また、面接等の自主練習用に教室の貸出も行っています (要予約 )。

利　用　時　間　   11：00～ 18：00
※校舎により開室時間が異なる場合があります。また、諸事情によりご利用いただくことができない
　日時もございます。詳細は各校舎へお問い合わせください。
※年末年始 (12/30 ～ 1/3) は休館日となります。その他各校休館日もございます。

講座期間中に各校にて随時ホームルームを実施いたします。
ホームルームでは、学習スケジュールの考え方をはじめ、文部科学省発表の答申や各自治体発表の施策など、教
育時事に関する情報もご案内いたします。また、教員採用試験合格者のチューターによる試験対策法もお話しさ
せていただく予定です。 東京アカデミー

ホームページから、
または二次元コード　
よりアクセス！

受験情報 ニュース配信 SNS等で最新の受験情報を配信！
教員採用

http://twitter.com/tokyoackyouin

教員採用
twitter

【各校ブログでも受験情報配信中】
東京アカデミーホームページの各校
ページよりアクセス！

https://www.facebook.com/
tokyoacademy.kyouin/

facebook
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1
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、教養試験・専門試験・人物試験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。

3
講義を欠席された場合、映像視聴フォローがございます（一部科目のみ）。
実際の講義を録画したZoomレコーディング映像を後日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、一般選考対策コースの「基礎定着講座」で実施する講義（ご入会いただいたコー
スに含まれる科目のみ）となります。
校舎外への映像データの持ち出しはできません。
１日に視聴できる映像時間等に制限がございます。また利用者多数の際は、視聴日時のご希望に添えない場
合があります。予めご了承ください。
ご利用にあたっての諸規則・詳細につきましては、入会希望校舎までお問い合わせください。
レコーディングデータに不具合が発生した場合、東京アカデミー関東地区校舎で実施した同講義をご視聴い
ただくことがあります。なお、講義の進度が異なる場合がございます。

※1：

※2：
※3：

※4：
※5：

2
第三者による客観的な評価が必要となる人物試験分野は、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
対策を実施しております。
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。
さらに！『パーソナルトレーニング』で、講師と 1 対 1 で徹底的に面接指
導を行います（一般選考対策コース 10 ～ 2 月生限定）。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、実施形式は対面だけでなく、オンラインでも実施いたします（予定）。ご都合の良い実施形式をお選びいただけます。
※パーソナルトレーニングは 2023年 5・6 月の平日昼間に 1回実施予定です。詳細はご入会後にご案内いたします。

※実際の講義風景です。※実際の講義風景です。

全国公開模試＆自治体別模試4
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。

受講生からご提供の人物試験書類（提出書類等）7
過去に東京アカデミーに在籍されていた受講生の方からご提供いただいた各種資料を閲覧いただけます。
閲覧資料例：出願書類、単元指導計画、講座内添削論文など
採用試験に関わる書類等は個人で作成するため、他の受験生が作成したものを目にする機会は限られます。過去に
教員採用試験に臨んだ先輩たちのサンプルを見ることで書き方や定型を学び、内容のブラッシュアップが図れます。
※自治体によって閲覧可能な書類は異なります。また、志望の自治体・校種・教科によっては未収集の場合もございます。予めご了承ください。

※2019年撮影

  全国公開模試  通学講座受講生 (全コース )は、無料受験可能！
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）　

※通学講座受

≪模試共通注意事項≫
・短期講習のみの受講生は有料受験となります。
・入会手続き後の公開模試のみ無料受験可能です。ただし、公開実施日までに受験されたものに限ります。自宅受験の場合、マークシート提出
  締切日は各模試実施日までといたします。締切日以降の提出 (郵送含む )は、一切できませんので、ご注意ください。

  自治体別模試   
2023 年 5月 14日（日）
※通学講座受講生は 2 自治体の模試が無料受験できます（2 自治体目は自宅受験となります）。併願受験を予定されていない方も問題演習の
　機会としてご活用ください。

通学講座受講生(全コース)は、全68自治体(大阪府豊能地区含む)の中から、志望先の2自治体の模試が無料受験可能！

  模試解説会    
第 1回全国公開模試（教職教養のみ）・自治体別模試のうち「東京都」「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「埼玉県・さいたま市」「千葉県・千葉市」
「新潟県・新潟市」の解答解説会（教職教養のみ）をオンデマンドで配信いたします。視聴可能期間は確定次第ご案内いたします。

知って得する教育時事セミナー5
当初2024 年からのスタートが予定されていたGIGA スクール構想は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
計画が３年前倒しされ 2021年より１人１台端末を付与し ICT教育が開始されています。これからの教育現場に
必要な ICT教育について、効果的な活用方法や実践例をあげながら解説します。
※一般選考対策コースのみコース内に含まれています（情報化・ICTの活用）。

　開 催 日 時（予定） 2023 年 3月 ※実施日時等の詳細は確定次第、ホームページにてご案内いたします。

自習室6
通学講座受講生は関東 6校、新潟校の自習室が無料で利用可能です。
また、面接等の自主練習用に教室の貸出も行っています (要予約 )。

利　用　時　間　   11：00～ 18：00
※校舎により開室時間が異なる場合があります。また、諸事情によりご利用いただくことができない
　日時もございます。詳細は各校舎へお問い合わせください。
※年末年始 (12/30 ～ 1/3) は休館日となります。その他各校休館日もございます。

講座期間中に各校にて随時ホームルームを実施いたします。
ホームルームでは、学習スケジュールの考え方をはじめ、文部科学省発表の答申や各自治体発表の施策など、教
育時事に関する情報もご案内いたします。また、教員採用試験合格者のチューターによる試験対策法もお話しさ
せていただく予定です。 東京アカデミー

ホームページから、
または二次元コード　
よりアクセス！

受験情報 ニュース配信 SNS等で最新の受験情報を配信！
教員採用

http://twitter.com/tokyoackyouin

教員採用
twitter

【各校ブログでも受験情報配信中】
東京アカデミーホームページの各校
ページよりアクセス！

https://www.facebook.com/
tokyoacademy.kyouin/

facebook
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ホームルーム8
ホームルームでは、講座受講生同士でコミュニケーションを取れる「場」をご提供いたします。
学校生活・仕事と両立して独りで試験対策を進めるのはモチベーション維持の面でも大変です。
ホームルームでは各回テーマに沿って、同じ目標に向かって勉強する講座受講生の皆さんの間で、悩みや試験対
策法を共有し、今後の学習に生かします。各校舎のホームルームテーマは以下をご参照ください。
※1回 2時間程度を予定していますが、テーマや参加人数によっては変更となる場合がございます。
※各回テーマは変更となる場合がございます。

※上記以外にも、模試の見方ホームルーム、文部科学省・自治体教育委員会ホームページの見方（津田沼校）、専門試験対策レクチャー、第 1
回全国公開模試成績表の見方レクチャー（大宮校）、スタート模試活用ガイダンス、第１回全国公開模試活用ガイダンス、一次試験直前相談会
（東京校）、模試の利活用（池袋校）なども実施予定です。

※上記以外にも、模試の見方ホームルーム、文部科学省・自治体教育委員会ホームページの見方（津田沼校）、模試の利
活用（池袋校・新潟校）なども実施予定です。

講座期間中に各校にて随時ホームルームを実施いたします。
ホームルームでは、学習スケジュールの考え方をはじめ、文部科学省発表の答申や各自治体発表の施策など、教
育時事に関する情報もご案内いたします。また、教員採用試験合格者のチューターによる試験対策法もお話しさ
せていただく予定です。

一般選考対策コース10～12月生　日曜部

一般選考対策コース4月生　日曜部・土日部

9
試験情報のご提供などは適宜オンラインツールで行います。
直近の教員採用本試験の中から注目の問題を「今週の一問」として配信いたします。日々問題に触れることで、
講義内容の一層の定着を図ります。
問題配信以外にも、最新教育時事として文部科学省の答申や通知が発表された際にもオンラインツールにて随時
配信いたします。

・第 4期教育振興基本計画策定について（諮問）
・第３次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申）
・生徒指導提要の改訂試案

科目 出題自治体 内容

津田沼校 大宮校 池袋校 横浜校 新潟校

自己紹介 学習方法お悩み相談会
グループワークで
過去問分析
【教職編】

自己紹介をしよう

千葉県の志望動機
スピーチ特訓

模試の振り返り・
学習方法共有会

チャレンジ本試験
【面接編】

神奈川エリアを目指す
理由を明確にしよう

1分で自己ＰＲ
（自己アピール）特訓

本試験までの対策法
共有会

グループワークで
志望動機作成

グループワークで
過去問分析
【教職教養】

自己紹介と志望動機
スピーチ

模擬面接練習会受講生同士で面接練習
をしよう

津田沼校 大宮校 東京校 池袋校 立川校 横浜校

自己紹介 教員採用試験対策方
針検討会 学習スタート親睦会 グループワークで

過去問分析【教職編】

自己紹介・　
教職志望理由　
ブラッシュアップワーク

自己紹介をしよう

千葉県の志望動機
スピーチ特訓

受講生1分間スピーチ
（希望者） 志望校種別交流会 チャレンジ本試験

【面接編】

面接準備グループ
ワーク①
【これまでの経験について】

神奈川エリアを目指す
理由を明確にしよう

1分で自己ＰＲ
（自己アピール）特訓

2022夏試験最終合格
者座談会 教育課題グループワーク グループワークで

志望動機作成

面接準備グループ
ワーク②
【東京都志望理由】

チューターとのお悩み
相談会

教育時事スピーチ特訓 模試の振り返り・　
学習方法共有会 合格者座談会 教育時事セミナー

Vol.1 合格者座談会
最終合格者の個人面
接・模擬授業を体験し
よう

合格者座談会 学習方法お悩み相談会 集団面接（討論）練習会 合格者座談会 模擬面接練習会 「自分」について語ろう

理想の教師像や授業観
を話し合おう

人物試験　本試験まで
の対策法共有会 自己アピール構想会 教育時事セミナー

Vol.2

チューターと話そう～
本試験までの対策法相
談会～

受講生同士で面接
カードを記入しよう
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8
ホームルームでは、講座受講生同士でコミュニケーションを取れる「場」をご提供いたします。
学校生活・仕事と両立して独りで試験対策を進めるのはモチベーション維持の面でも大変です。
ホームルームでは各回テーマに沿って、同じ目標に向かって勉強する講座受講生の皆さんの間で、悩みや試験対
策法を共有し、今後の学習に生かします。各校舎のホームルームテーマは以下をご参照ください。
※1回 2時間程度を予定していますが、テーマや参加人数によっては変更となる場合がございます。
※各回テーマは変更となる場合がございます。

※上記以外にも、模試の見方ホームルーム、文部科学省・自治体教育委員会ホームページの見方（津田沼校）、専門試験対策レクチャー、第 1
回全国公開模試成績表の見方レクチャー（大宮校）、スタート模試活用ガイダンス、第１回全国公開模試活用ガイダンス、一次試験直前相談会
（東京校）、模試の利活用（池袋校）なども実施予定です。

※上記以外にも、模試の見方ホームルーム、文部科学省・自治体教育委員会ホームページの見方（津田沼校）、模試の利
活用（池袋校・新潟校）なども実施予定です。

講座期間中に各校にて随時ホームルームを実施いたします。
ホームルームでは、学習スケジュールの考え方をはじめ、文部科学省発表の答申や各自治体発表の施策など、教
育時事に関する情報もご案内いたします。また、教員採用試験合格者のチューターによる試験対策法もお話しさ
せていただく予定です。

一般選考対策コース10～2月生　現役生部・全日制

オンラインツール9
試験情報のご提供などは適宜オンラインツールで行います。
直近の教員採用本試験の中から注目の問題を「今週の一問」として配信いたします。日々問題に触れることで、
講義内容の一層の定着を図ります。
問題配信以外にも、最新教育時事として文部科学省の答申や通知が発表された際にもオンラインツールにて随時
配信いたします。

・第 4期教育振興基本計画策定について（諮問）
・第３次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申）
・生徒指導提要の改訂試案

「今週の一問」前年度 配信例

最新教育時事　前年度 配信例

科目 出題自治体 内容

教職教養 茨城県

公立学校の教育職員の業務量の適
切な管理その他教育職員の服務を
監督する教育委員会が教育職員の
健康及び福祉の確保を図るために
講ずべき措置に関する方針

教職教養 神奈川県 教育公務員特例法・地方公務員法

教職教養 北海道 令和の日本型学校教育の構築を目指　
して（答申）

一般教養 静岡県 成人年齢に関して
教職教養 栃木県 教育の情報化に関する手引き

ラーニング・コモンズを利用して学ぶ！論文・面接対策講座
立川校

自己紹介・教職志望理由ブラッシュアップワーク

合格者座談会

チューターとの本試験までの対策法相談会

科目 出題自治体 内容
福岡県 生徒指導提要　第1章　1

教職教養
教職教養

大阪府 学校保健安全法
一般教養 岡山市 SDGsについて
教職教養 福井県 GIGAスクール構想

教職教養 福岡県 学校における携帯電話の取扱い等に
ついて（ネット上のいじめ対策）

教職教養 教育公務員特例法　研修の機会

一般教養 京都府 環境問題

宮城県・　
仙台市

大宮校 東京校 横浜校

教員採用試験対策方針検討会 学習スタート親睦会 自己紹介をしよう

受講生1分間スピーチ（希望者） 志望校種別交流会 神奈川エリアを目指す理由を明確にしよう

2022夏試験最終合格者座談会 教育課題グループワーク チューターとのお悩み相談会

模試の振り返り・学習方法共有会 合格者座談会 最終合格者の個人面接・模擬授業を体験しよう

学習方法お悩み相談会 ICT活用・実践練習共有会 「自分」について語ろう

人物試験　本試験までの対策法共有会 テーマ別情報共有会（場面指導・単元指導） 受講生同士で面接カードを記入しよう

専門試験対策法レクチャー スタート模試活用ガイダンス プレゼンテーションをしよう

第１回全国公開模試
成績表の見方レクチャー 第1回全国公開模試活用ガイダンス ICT活用についてグループワーク

一次試験直前相談会　教職教養編

一次試験直前相談会　論文編
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2023年夏試験の試験範囲になる
最新教育時事
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りえる教育時事をピックアップします。

❶ 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、P.11をご参照ください。

❷ 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）

2040 年以降の社会を見据え、2023～ 2027 年度の教育政策の方針・目指すべき方向性を示すのが「第 4 期教育
振興基本計画」です。「デジタルとリアルの最適な組み合わせ」など、様々なテーマが総合的かつ体系的に検討さ
れる予定です。

❸ 「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）

令和の日本型学校教育＝個別最適な学びと協働的な学びの実現を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について、
検討結果が答申されます。

生徒指導提要は毎年 30 以上の自治体、教育振興基本計画は毎年 20 以上の自治体で出題される、教員採用試験の
受験対策に必須の内容です。
また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ので、2023 年の試験では多くの自治体で「『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）」からの出題が予想されます。

これらの最新時事は、過去問をひたすら解いても遭遇しませんので、特別な対策が必要です。
東京アカデミー関東エリアでは、①は一般選考対策コース、②・③は「最新！文部科学省施策講座」での取り扱いを
予定しています。

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。
（詳しくは右記の二次元コード（文部科学省HP）をご確認ください）。
当初は2021年度内に改訂の予定でしたが、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
　・早期発見
　・早期対応
　・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、
改訂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。

※P.10～11 は、2022 年 6 月 10 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ください。

「最新！文部科学省施策講座」講義風景（2022年5月撮影）

上記にてご紹介いたしました②や③は、2023
年 5～ 6 月に実施予定の「最新！文部科学省施
策講座」で取り扱う予定です。
文部科学省施策講座は、様々な自治体を志望す
る受験生の皆さんが参加されますので、Zoom
オンラインでの実施を予定しています。
チャットや音声でのご質問にも対応しています。▲実際の講義風景 ▲Zoomの講義画面

PICK UP！　生徒指導提要 改訂PICK UP！　生徒指導提要 改訂
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2023年夏試験の試験範囲になる
最新教育時事
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りえる教育時事をピックアップします。

❶ 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、P.11をご参照ください。

❷ 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）

2040 年以降の社会を見据え、2023～ 2027 年度の教育政策の方針・目指すべき方向性を示すのが「第 4 期教育
振興基本計画」です。「デジタルとリアルの最適な組み合わせ」など、様々なテーマが総合的かつ体系的に検討さ
れる予定です。

❸ 「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）

令和の日本型学校教育＝個別最適な学びと協働的な学びの実現を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について、
検討結果が答申されます。

生徒指導提要は毎年 30 以上の自治体、教育振興基本計画は毎年 20 以上の自治体で出題される、教員採用試験の
受験対策に必須の内容です。
また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ので、2023 年の試験では多くの自治体で「『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）」からの出題が予想されます。

これらの最新時事は、過去問をひたすら解いても遭遇しませんので、特別な対策が必要です。
東京アカデミー関東エリアでは、①は一般選考対策コース、②・③は「最新！文部科学省施策講座」での取り扱いを
予定しています。

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。
（詳しくは右記の二次元コード（文部科学省HP）をご確認ください）。
当初は2021年度内に改訂の予定でしたが、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
　・早期発見
　・早期対応
　・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、
改訂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。

※P.10～11 は、2022 年 6 月 10 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ください。

「最新！文部科学省施策講座」講義風景（2022年5月撮影）

上記にてご紹介いたしました②や③は、2023
年 5～ 6 月に実施予定の「最新！文部科学省施
策講座」で取り扱う予定です。
文部科学省施策講座は、様々な自治体を志望す
る受験生の皆さんが参加されますので、Zoom
オンラインでの実施を予定しています。
チャットや音声でのご質問にも対応しています。▲実際の講義風景 ▲Zoomの講義画面

PICK UP！　生徒指導提要 改訂PICK UP！　生徒指導提要 改訂
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現役生部／ラーニング・コモンズの特長
一般選考対策コース
現役生部・全日制の魅力

ラーニング・コモンズを利用して学ぶ！
東京都対応論文・面接対策講座の魅力
ラーニング・コモンズ講座では、ラーニング・コモンズ（※）の空間、機材を活かし基本的に受講生同士のコミュ
ニケーションを主体とした「活動」を取り入れた講義を行います。他者の意見を取り入れ、自らも発信し、教
員には不可欠なコミュニケーション・スキルを向上させながら教員採用試験の各試験科目で高い評価を得られ
るよう学習します。いまの教員に求められる「主体的・対話的で深い学び」を自ら実体験することで、自己の
教育観・指導観・授業観をブラッシュアップします！

ICT機器
１人１台時代に
完全対応！！

立川校
限定！

現役大学生の皆様現役大学生の皆様現役大学生の皆様
こんな“不安”は
ありませんか？？

現役大学生の皆様現役大学生の皆様
こんなこんな“不安”“不安”
ありませんか？？    

・ICTを使った授業をしたことがない…
・タブレットやPCを使ってどんな授業がで
きるか知らない…

・単元指導計画や指導案に ICT の利活用を
盛り込みたいけど、上手く書けない…

 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！ 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！

現役生部・全日制を開講する3校舎における
講座内での情報端末の活用法をご紹介します！ ラーニング・コモンズ講座を

開講する立川校の講座内における
情報端末の活用法をご紹介します。

タブレット、ノートパソコンを
持っていません‥
という方もご安心ください！
現役生部・全日制にご入会の方へ、入会特典と
して「Chromebook」を無料進呈いたします。
※入会特典のお渡しは2023年2月を予定しています。

情報の検索ができる

情報を入手できる

情報を発信できる

特長ラーニング・
コモンズ講座の

デスク・椅子

インタラクティブ・
ボード（電子黒板）

協働的な学びの実践

詳細はP.18へ 詳細はP.24へ 詳細はP.29へ 詳細はP.21へ

東京校 横浜校 大宮校

ラーニング・コモンズとは、情報通信機器の利用環境や、グループ学習用の机や椅子が用意され、
利用者の主体的な学習を支える設備が整った空間のことを指します。
当講座でタブレット等情報端末を使用する場合は、受講生ご自身がお持ちの機器をお使いいただきますが、お持ちで
ない場合は、タブレットを無料貸し出しいたします。

人物試験対策に苦手意識がある方、基礎からじっくり時間をか
けて取り組みたい方におすすめです！

ラーニング・コモンズ講座は現役生でも既卒
の方でもご参加いただけます。

ICTの活用 アクティブ・ラーニングの実践

 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！ 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！

特長現役生部
全日制の

学校現場と同様に、講義やホームルーム
において、ICT 機器を使用しながら展開
していきます。実際に体感することで、
模擬授業の指導案に活かすことができ、
また模擬授業や個人面接を個々に録画し、
互いに良い点・改善すべき点を共有する
といった、お互いの意識を高め合える場
を提供します。

現在の学校現場では「教育」と「ICT」が
深く結びついています。実際の教育現場
で行われている “ICT を活用した授業”
や “授業の配信”などを実践して、各種
人物試験へのより高度な対策を講じるこ
とが可能となります。

学校現場で使用している Chromebook
を使用し、ICT の学び・指導に慣れてい
きます。
ICT 教育や教育課題に関してのグループ
ディスカッション。事前に端末を使用し
ての情報共有会。実際に学校現場で使用
している ICT ツールを学ぶ実践練習会な
どを通して、課題への様々な考え方を共
有し、確かな学びを獲得するための協働
学習をしていきます。

講義で使用した講師作成のレジュメや、話し
合い活動で自身の考えをまとめるために使用
するワークシートなどの講義配付資料をクラ
ウドストレージの共有フォルダに保存。講義
時間外でもダウンロードできます。

グループワーク前、個人の考えをまとめる際
はワークシートへ意見を入力します。グルー
プワーク実施時には、ワークシートの共有や
チャットで意見交換を行います。

教育委員会や文部科学省等のホームページか
ら重要な答申や教育ビジョンなどの資料を探
し、自身の意見やグループワークでの議論に
取り入れます。

ICT を活用しながらディスカッションやプレゼンテーションなどの「アクティブ・ラーニング」を通して教育に関する思考を深め
る講座です。まず、個人で意見をまとめるにあたり、タブレットを使用して文部科学省や東京都教育委員会のホームページにアク
セスし、根拠や参考資料を調べていきます。その後のグループワークでは、チャットで意見交換をしたり、ワークシートへコメン
トを入力、共有をしたりすることで議論を可視化し、考えを深めていきます。発表後には受講生・講師で各個人の発表の「評価表」
を記入していきます。面接官側の視点を育み、自身の振り返りにも役立てていきます。また、ICTを使用した学習を体験することで、
学ぶ側の視点が身に付き、単元指導計画の作成にも役立てることができます。

一斉講義、グループワーク・ディスカッショ
ン、プレゼンテーション等、様々な学習シー
ンに合わせてデスク・椅子を自由に動かせる
空間で学びます。

グループワークで意見を出し合ったり、取り
まとめたりする際に使用する「インタラク
ティブ・ボード」を設置することで、グルー
プ活動がより活性化します。

受講生同士の学び合いから自分にはない他者
の視点も学ぶことができ、教育観・授業観・
指導観を磨くことができます。
また、問題解決には協働的な学びが有効であ
ることを、GW・プレゼン等の実践から体験
できます。

情報を入手できる

情報を発信できる

情報の検索ができる ホームルームにおいて、学校現場での
ICT 利用をどのように行っているのかを
その場で各個人で検索し、グループワー
クをしていただき、児童生徒にとって効
果的となる授業展開の手立てを考え、ど
のように模擬授業に盛り込んでいくのが
最適なのかを全員で共有します。

授業内で指定した分野・項目について
端末を使って調べていただきます。調
べた結果については受講生同士で共有
を図り、一段深い知識の習得が可能に
なります。

教育観や単元指導計画（学習指導案）等、
自身の考えを確立できるよう端末を使用
し調べ学習を行います。また調べ学習後
に行うグループディスカッションでは受
講生同士で意見共有をし、自身の考えを
表現する力や他者意見を踏まえ、調べ学
習の内容を発展的な学びに繋げていきま
す。

現役生部限定の講義やホームルームの中
で、Google フォーム等のアプリツール
を使用し、実際の教育現場で行われてい
るような授業展開の仕方について一緒に
学んでいきます。
また、自宅学習を最適化するために、本
試験問題や最新時事情報等を配信します。

埼玉県・さいたま市の教養試験・専門試
験について過去に出題された問題を開示
請求しに行かなくても手に入れることが
できます。また、最新の教育時事や実施
要項の詳細発表についても情報を得るこ
とができます。

文部科学省施策や東京都教育施策などの
教育時事情報や ICT ツールの活用方法な
どをホームルームで定期的にご提供しま
す。また東京都二次試験に関する質疑内
容など情報収集が難しい項目・内容に関
しても配信いたします。

ホームルームにおいて、情報共有・意見
交換会を行います。
実際の学校現場で使用されるアプリを使
いながら、自ら考え発信し、共有できる
場を作ります。学校現場に近い ICT 利用
を体感することで、模擬授業・面接に活
かすことが出来ます。

「教える立場（＝教員）」としての情報発信の
よりよい方法を「教わる立場（＝児童生徒）」
の側から考え実践していきます。授業内での
ICT 端末を使った発問と回答収集など、学校
現場により近い ICT 端末の使われ方を体感し
てみることで、面接での回答により深みを持
たせることができます。また、授業配信のデ
モンストレーションを実践することで配信ア
プリの知識を深めることができます。

ICT ツール練習会・情報共有会を実施。
Chromebook を使用し、授業で使用で
きるアプリ・ツール等を実際に体験しま
す。教員側と児童・生徒側になりながら、
ホワイトボード機能やチャットを使用し、
授業で活用できるメリットやデメリット
などの意見交換を行います。

東京アカデミーの現役生部・全日制では、「GIGA スクール構想の実現」に伴い、変化していく教員採用試験に
も対応できるよう、ICTの利活用を組み込んだ講義を提供いたします。これからの時代の“教科指導・生徒指導”
に欠かすことができない ICT について、試験対策の側面から学ぶことができます（ICT を組み込んだ講義は、
2023年2月以降に行います）。
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一般選考対策コース
現役生部・全日制の魅力

ラーニング・コモンズを利用して学ぶ！
東京都対応論文・面接対策講座の魅力
ラーニング・コモンズ講座では、ラーニング・コモンズ（※）の空間、機材を活かし基本的に受講生同士のコミュ
ニケーションを主体とした「活動」を取り入れた講義を行います。他者の意見を取り入れ、自らも発信し、教
員には不可欠なコミュニケーション・スキルを向上させながら教員採用試験の各試験科目で高い評価を得られ
るよう学習します。いまの教員に求められる「主体的・対話的で深い学び」を自ら実体験することで、自己の
教育観・指導観・授業観をブラッシュアップします！

ICT機器
１人１台時代に
完全対応！！

立川校
限定！

現役大学生の皆様
こんな“不安”は
ありませんか？？    

・ICTを使った授業をしたことがない…
・タブレットやPCを使ってどんな授業がで
きるか知らない…

・単元指導計画や指導案に ICT の利活用を
盛り込みたいけど、上手く書けない…

 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！ 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！

現役生部・全日制を開講する3校舎における
講座内での情報端末の活用法をご紹介します！ ラーニング・コモンズ講座を

開講する立川校の講座内における
情報端末の活用法をご紹介します。

タブレット、ノートパソコンを
持っていません‥
という方もご安心ください！
現役生部・全日制にご入会の方へ、入会特典と
して「Chromebook」を無料進呈いたします。
※入会特典のお渡しは2023年2月を予定しています。

情報の検索ができる

情報を入手できる

情報を発信できる

特長ラーニング・
コモンズ講座の

デスク・椅子

インタラクティブ・
ボード（電子黒板）

協働的な学びの実践

詳細はP.18へ 詳細はP.24へ 詳細はP.29へ 詳細はP.21へ

東京校 横浜校 大宮校

ラーニング・コモンズとは、情報通信機器の利用環境や、グループ学習用の机や椅子が用意され、
利用者の主体的な学習を支える設備が整った空間のことを指します。
当講座でタブレット等情報端末を使用する場合は、受講生ご自身がお持ちの機器をお使いいただきますが、お持ちで
ない場合は、タブレットを無料貸し出しいたします。

人物試験対策に苦手意識がある方、基礎からじっくり時間をか
けて取り組みたい方におすすめです！

ラーニング・コモンズ講座は現役生でも既卒
の方でもご参加いただけます。

ICTの活用 アクティブ・ラーニングの実践

 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！ 東京アカデミーの現役生部・全日制ならそんな“不安”を解消！

特長現役生部
全日制の

学校現場と同様に、講義やホームルーム
において、ICT 機器を使用しながら展開
していきます。実際に体感することで、
模擬授業の指導案に活かすことができ、
また模擬授業や個人面接を個々に録画し、
互いに良い点・改善すべき点を共有する
といった、お互いの意識を高め合える場
を提供します。

現在の学校現場では「教育」と「ICT」が
深く結びついています。実際の教育現場
で行われている “ICT を活用した授業”
や “授業の配信”などを実践して、各種
人物試験へのより高度な対策を講じるこ
とが可能となります。

学校現場で使用している Chromebook
を使用し、ICT の学び・指導に慣れてい
きます。
ICT 教育や教育課題に関してのグループ
ディスカッション。事前に端末を使用し
ての情報共有会。実際に学校現場で使用
している ICT ツールを学ぶ実践練習会な
どを通して、課題への様々な考え方を共
有し、確かな学びを獲得するための協働
学習をしていきます。

講義で使用した講師作成のレジュメや、話し
合い活動で自身の考えをまとめるために使用
するワークシートなどの講義配付資料をクラ
ウドストレージの共有フォルダに保存。講義
時間外でもダウンロードできます。

グループワーク前、個人の考えをまとめる際
はワークシートへ意見を入力します。グルー
プワーク実施時には、ワークシートの共有や
チャットで意見交換を行います。

教育委員会や文部科学省等のホームページか
ら重要な答申や教育ビジョンなどの資料を探
し、自身の意見やグループワークでの議論に
取り入れます。

ICT を活用しながらディスカッションやプレゼンテーションなどの「アクティブ・ラーニング」を通して教育に関する思考を深め
る講座です。まず、個人で意見をまとめるにあたり、タブレットを使用して文部科学省や東京都教育委員会のホームページにアク
セスし、根拠や参考資料を調べていきます。その後のグループワークでは、チャットで意見交換をしたり、ワークシートへコメン
トを入力、共有をしたりすることで議論を可視化し、考えを深めていきます。発表後には受講生・講師で各個人の発表の「評価表」
を記入していきます。面接官側の視点を育み、自身の振り返りにも役立てていきます。また、ICTを使用した学習を体験することで、
学ぶ側の視点が身に付き、単元指導計画の作成にも役立てることができます。

一斉講義、グループワーク・ディスカッショ
ン、プレゼンテーション等、様々な学習シー
ンに合わせてデスク・椅子を自由に動かせる
空間で学びます。

グループワークで意見を出し合ったり、取り
まとめたりする際に使用する「インタラク
ティブ・ボード」を設置することで、グルー
プ活動がより活性化します。

受講生同士の学び合いから自分にはない他者
の視点も学ぶことができ、教育観・授業観・
指導観を磨くことができます。
また、問題解決には協働的な学びが有効であ
ることを、GW・プレゼン等の実践から体験
できます。

情報を入手できる

情報を発信できる

情報の検索ができる ホームルームにおいて、学校現場での
ICT 利用をどのように行っているのかを
その場で各個人で検索し、グループワー
クをしていただき、児童生徒にとって効
果的となる授業展開の手立てを考え、ど
のように模擬授業に盛り込んでいくのが
最適なのかを全員で共有します。

授業内で指定した分野・項目について
端末を使って調べていただきます。調
べた結果については受講生同士で共有
を図り、一段深い知識の習得が可能に
なります。

教育観や単元指導計画（学習指導案）等、
自身の考えを確立できるよう端末を使用
し調べ学習を行います。また調べ学習後
に行うグループディスカッションでは受
講生同士で意見共有をし、自身の考えを
表現する力や他者意見を踏まえ、調べ学
習の内容を発展的な学びに繋げていきま
す。

現役生部限定の講義やホームルームの中
で、Google フォーム等のアプリツール
を使用し、実際の教育現場で行われてい
るような授業展開の仕方について一緒に
学んでいきます。
また、自宅学習を最適化するために、本
試験問題や最新時事情報等を配信します。

埼玉県・さいたま市の教養試験・専門試
験について過去に出題された問題を開示
請求しに行かなくても手に入れることが
できます。また、最新の教育時事や実施
要項の詳細発表についても情報を得るこ
とができます。

文部科学省施策や東京都教育施策などの
教育時事情報や ICT ツールの活用方法な
どをホームルームで定期的にご提供しま
す。また東京都二次試験に関する質疑内
容など情報収集が難しい項目・内容に関
しても配信いたします。

ホームルームにおいて、情報共有・意見
交換会を行います。
実際の学校現場で使用されるアプリを使
いながら、自ら考え発信し、共有できる
場を作ります。学校現場に近い ICT 利用
を体感することで、模擬授業・面接に活
かすことが出来ます。

「教える立場（＝教員）」としての情報発信の
よりよい方法を「教わる立場（＝児童生徒）」
の側から考え実践していきます。授業内での
ICT 端末を使った発問と回答収集など、学校
現場により近い ICT 端末の使われ方を体感し
てみることで、面接での回答により深みを持
たせることができます。また、授業配信のデ
モンストレーションを実践することで配信ア
プリの知識を深めることができます。

ICT ツール練習会・情報共有会を実施。
Chromebook を使用し、授業で使用で
きるアプリ・ツール等を実際に体験しま
す。教員側と児童・生徒側になりながら、
ホワイトボード機能やチャットを使用し、
授業で活用できるメリットやデメリット
などの意見交換を行います。

東京アカデミーの現役生部・全日制では、「GIGA スクール構想の実現」に伴い、変化していく教員採用試験に
も対応できるよう、ICTの利活用を組み込んだ講義を提供いたします。これからの時代の“教科指導・生徒指導”
に欠かすことができない ICT について、試験対策の側面から学ぶことができます（ICT を組み込んだ講義は、
2023年2月以降に行います）。
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講座年間スケジュール                   
                                      イベント・模試

勉強法セミナー

スタート模試

第1回全国
公開模試

（模試解説会）

第2回全国
公開模試

知って得する
教育時事
セミナー

第3回全国
公開模試

自治体別模試
（模試解説会）

合格祝賀会（予定）

入門講座→p.15参照

オプション（通学講座生限定）
専門科目通信講座→p.42参照
添削チケット→p.42参照

※オプションは通年対象です。随時お申込みいただけます。

8月
9月

10月

11月

1月
2023年

1月
2024年

2月

3月

4月

5月

6月

人物試験対策コース

千葉県・千葉市
→p.35参照

新潟県・新潟市
→p.39参照

特例受験対策コース

埼玉県・さいたま市
→p.32参照

人物試験対策コース

千葉県・千葉市
→p.35参照

特例受験対策・
期限付任用

特例受験対策コース

東京都
→p.22参照

神奈川県・横浜市
→p.27参照

埼玉県・さいたま市
→p.32参照

一般選考対策コース
現役生部・全日制

東京都
→p.18参照

神奈川県・横浜市・
川崎市・相模原市
→p.24参照

埼玉県・さいたま市
→p.29

一般選考対策コース
日曜部・夜間部 

東京都
→p.19参照

神奈川県・横浜市・
川崎市・相模原市
→p.25参照

埼玉県・さいたま市
→p.30参照

千葉県・千葉市
→p.34参照

一般選考対策コース
日曜部・土日部

東京都
→p.20参照

神奈川県・横浜市・
川崎市・相模原市
→p.26参照

埼玉県・さいたま市
→p.31参照

千葉県・千葉市
→p.36参照

新潟県・新潟市
→p.38参照

ラーニング
・

コモンズを
利用して
学ぶ

論文・面接
対策講座
→p.21参照→p.21参照

ラーニング
・

コモンズを
利用して
学ぶ

論文・面接
対策講座
→p.21参照→p.21参照

専門科目
対策講座
→p.41
参照

春期短期
講習

→p.42
参照

通学講座コース案内

一般選考対策コース

東京都対応　神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市対応
埼玉県・さいたま市対応　千葉県・千葉市対応　新潟県・新潟市対応

開講クラス：日曜部/夜間部/現役生部・全日制/土日部
※開講クラスはコース、開講月により異なります。

特例受験対策・期限付任用特例受験対策コース

東京都対応　神奈川県・横浜市対応　埼玉県・さいたま市対応
開講クラス：日曜部

　人物試験対策コース

千葉県・千葉市対応　新潟県・新潟市対応
開講クラス：日曜部/土日部

ラーニング・コモンズ講座
東京都対応

開講クラス：日曜部

最新！文部科学省施策講座→p.43参照
最新！自治体施策講座→p.43参照
県別直前対策講座→p.43参照

7月
8月

二次試験対策直前ポイントゼミ→p.43参照

二次試験面接対策講座→p.43参照

※コロナウイルス感染
症の発生状況を考慮
し、開催の可否を判断
いたします。

9 11 10 9実施期間
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入門講座→p.15参照

8
9

10

11

1
2023

1
2024

2

3

4

5

6

7
8

入                   入                   門                   門                   講                   講                   座                   座                                     

9月11日（日）～10月9日（日）

通学講座開講前の早期から学習を始めたい方は入門講座がおすすめです。                   通学講座開講前の早期から学習を始めたい方は入門講座がおすすめです。                   
本試験の傾向分析や試験に向けた学習・対策方法など学習開始時期に知っておくべき内容を取り扱います。

※10 月生以降の通学講座（全自治体対応　Zoom講座を除く）をお申込の方は、入会校舎で実施される勉強法セミナーおよび入
門講座をすべて無料で受講いただけます。なお、無料受講の対象となるのは、お申込み時以降に実施される講座のみとなります。

※通学講座 4 月生をお申込の方は、秋実施の勉強法セミナーの録画映像をご視聴いただけます（予定となりますので変更の場合
がございます）。

実施期間

実施校舎 講座No. 実施日時 取扱内容 対象自治体 講座名 講座内容 時間（コマ）数 受講料（円）

津田沼校 1 9 月 25日（日）
13：00～ 14：30

勉強法
セミナー

千葉県・千葉市

勉強法
セミナー

教職教養の最新過去問だけでなく、1次試験で必
須の集団面接・討議、2次試験にて課される個
別面接・模擬授業がどう出題されたか、8/19 ～
8/28 にかけて実施される 2次試験の最新・最速
の面接情報など含め、最新の試験情報を手に入れ
たい方、そして今後どう学習を進めていくべきか
という見通しを含めてお聞きになりたい方、ぜひ
この傾向分析会にご参加ください。90分間で手
に取るように理解できます！

1.5 時間（1コマ） 500

大宮校 2 9 月 11日（日）
11：00～ 12：30 埼玉県・さいたま市

最新の問題まで含めて過去に出題されている教養
試験についての分析はもちろんのこと、埼玉県・
さいたま市試験攻略のための効果的かつ効率の良
い対策方法をレクチャーしていきます。受講され
た方には、大宮校で受講された最終合格の方の「受
験報告書」の一部を公開します。最終合格された
方の勉強法もぜひご参考になさってください！

1.5 時間（1コマ） 500

池袋校 3 9 月 11日（日）
11：00～ 12：30

東京都

問題難易度は全国的に高いレベルとなる東京都。
セミナーでは過去問傾向解説と教育時事・施策の
注目ポイントを交えて学習法をレクチャーしま
す。講義終了後には、30分間の質問会を実施し
ます。東京都教員採用試験受験に向けて皆様が抱
えている不安な点・疑問点をご質問ください。な
お、ご参加された方は二次試験の質疑内容が記載
された受験報告書の閲覧ができますので、二次試
験対策にもお役立てください。

1.5 時間（1コマ） 500立川校 4 9 月 18日（日）
13：00～ 14：30

東京校 5 9 月 25日（日）
13：00～ 14：30

横浜校 6 9 月 18日（日）
13：00～ 14：30

神奈川県・横浜市・
川崎市・相模原市

教員採用試験を受験するにあたって、情報収集は
必要不可欠。本セミナーでは今夏の筆記試験の内
容だけでなく、過去の筆記試験を徹底分析し、来
年の本試験に予想される分野についても知ること
が出来ます。これから勉強をスタートするにあた
り、各々の不安に思っていることを、たくさんの
合格者を輩出してきた講師に直接聞くことが出来
る質問会（30分）を講義終了後に行います。

1.5 時間（1コマ） 500

新潟校 7 10 月 8日（土）
13：00～ 14：30 新潟県・新潟市

新潟県、新潟市の直近複数年の出題傾向と人口規
模が同じような他自治体の出題傾向を比較しなが
ら、次年度出題の予想と勉強法を解説します。ま
た、2022 年夏の試験で聞かれた面接質問の中か
ら、これまでにはあまり見られなかった質問例を
取り上げ、その意図と回答のポイントを紹介しま
す。講義終了後には、30分間の質問会を設けて
います。

1.5 時間（1コマ） 500

大宮校 8 10 月 2日（日）
13：00～ 15：00 教育時事 全自治体

ファースト
ステップ・
教育時事

面接や、論作文でも必要な知識となる『教育時事』。
「Society 5.0」や「人生 100 年時代」などこれ
からの社会を理解する上で必要な用語や社会的背
景から児童生徒に育成すべき資質・能力、そして
教師に必要とされる資質・能力とは何かを、講義
形式でレクチャーしていきます。

2 時間（1コマ） 1,000 

東京校 9 10 月 2日（日）
10：00～ 12：00 答申・通知 全自治体 教育答申

㊙攻略ゼミ

独学では学習のポイントがつかみにくい教育答
申。学習ポイントや今後注目していかなければな
らない答申・通知等は何かについて解説いたしま
す。

2 時間（1コマ） 1,000 

東京校 10 10 月 9日（日）
13：00～ 15：00 教育時事 東京都

東京都
教育時事
㊙攻略ゼミ

過去問から傾向を掴み取りにくい教育時事。
2022 年実施試験に出題された教育時事問題を取
り扱いつつ、2023 年実施試験に向けての対策ポ
イントや今後注目していかなければならない項目
は何かについて解説いたします。

2 時間（1コマ） 1,000 

池袋校 11
10 月 2日（日）
12：50～ 14：50
15：00～ 17：00

教育時事 東京都
教育課題
指導実践例
解説

最新の論文試験や場面指導・集団討論の課題を用
いて、人物試験の狙いを理解します。また、任用
後に解決にあたらなければならない教育課題につ
いて、解説講義で解決方法も含め理解を深めます。

4 時間（2コマ） 2,000 

新潟校 12 10 月 8日（土）
15：00～ 17：00 教育時事 新潟県・新潟市

教育時事と
求められる
資質・能力

令和の日本型教育、SDGｓ、ESDなどこれから
の教育に必要な背景や方向性をキーワードから掴
み取り、教師に必要な資質、能力とは何かを解説
していきます。筆記試験、面接試験の勉強の指針
となります。　

2 時間（1コマ） 1,000 
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人 物 試 験

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　東京都　教職教養　問題7

公立学校の教育公務員の服務に関する記述と
して、法令に照らして適切なものは、次の１
～５のうちのどれか。

１　教育公務員は、その職の信用を傷つけ、
又は職員の職全体の不名誉となるような行
為をしてはならない。

２　教育公務員は、法令による証人、鑑定人
等となる場合においては、退職後であれば、
任命権者の許可を受けることなく、職務上
の秘密に属する事項を発表することができ
る。

３　教育公務員は、政党その他の政治的団体
の結成に関与することはできるが、これら
の団体の役員になることはできない。

４　教育公務員は、当該教育公務員の属する
地方公共団体の区域外であれば、公の選挙
又は投票において投票をするように、又は
しないように勧誘運動をすることができる。
５　常勤の教育公務員は、勤務時間外であれ
ば、任命権者の許可を受けることなく、営
利を目的とする私企業を営み、又は報酬を
得て事業若しくは事務に従事することがで
きる。

正答　１

2022年度　県別直前対策テキスト（東京都）
教育法規　問題17

地方公務員法の定める職員の服務に関する記述として
適切なものは、次の１～５のうちどれか。

１　職員は、その職務を遂行するに当たって、法令等
に従い、重大かつ明白な瑕疵を有するときでも上司
の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

２　職員は、その勤務時間と職務上の注意力のすべて
を、その職責遂行のために用い、当該地方公共団体
がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければな
らず、違反した場合には刑罰による制裁を受けるこ
とになる。
３　職員が、勤務時間中にインターネットで職務と関
係のない個人的な目的のために調べ物 をすること
は、職務専念義務に違反するので、分限処分の対象
となる。
４　職員は、 勤務時間内はもとより休日や休暇等を含
む勤務時間外においても、 その職の信用を傷付け、
又は職員の職全体の不名誉となるような行為をして
はならない。

５　職員は、勤務条件の維持改善を図ることを目的と
して、職員団体を結成し、又はこれに加入すること
ができ、団体を通じて地方公共団体の機関の活動能
率を低下させる怠業的行為をすることなどが認めら
れている。

正答　4

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

教職教養試験

一般選考対策コース　各期間受講内容
基礎定着講座 オリジナルテキスト「オープンセサミ」を使用して教養の基礎知識を身に付けます。 

教職教養はいずれの自治体の試験でも大事な論点を学習します。 
一般教養は過去問分析を通して、膨大な範囲の中から学ぶべき範囲を限定して学習します。 

県 別 対 策 基礎定着講座で取り扱いの少ない分野を中心に、自治体別の対策につき過去問を使用し演
習、またオリジナルレジュメを使用し最低限押さえておきたい人物試験対策を行います。
講義内容の詳細は各コースページをご参照ください。

県別直前対策講座 過去問題を分析し、最近の動向を踏まえて作成された教養科目の予想問題・解答解説を掲
載した弊社オリジナルの『県別直前対策テキスト』に取り組みます。直前期の仕上げに最
適です。

単 科 受 講 一般選考対策コースの一部の講義を受講できます。受講をご希望の方は各校舎までお問い
合わせください。
      
基礎定着講座 教育原理（学習指導要領含む）、教育法規、教育心理、教育史、
  教育時事から選択
開　 講　 日 10 月 9日以降随時

県 別 対 策 過去問演習、人物試験対策、過去問演習・人物試験対策セットから選択 
開　 講　 日 2023 年 1月下旬以降随時
※県別対策は、各自治体コースにより実施科目が異なります。詳細は、p.18 以降の各コースページを
　ご確認ください。
※詳細な開講日は各校舎へお問い合わせください。      
      

教育原理
（学習指導要領含む）

出題頻度の高い生徒指導、道徳教育、特別活動を中心に、近年トピックの社会教育法の改正
や学校運営協議会の概念、ならびに 1958 年の改訂から法的拘束力が発生した学習指導要領
もしっかり押さえます。

教育法規 まずは教育基本法前文と全 18条を完全に押さえ、その後学校教育法、地方公務員法の服務
規程などを押さえます。

教育心理 ピアジェ、エリクソン、パブロフ、スキナー、ソーンダイク、ケーラー、トールマンなど主要
な教育学者の唱えた説を押さえます。

教育史 西洋教育史は近代以降の人物と著作物、方法論、日本教育史は教育機関と近代以降の教育法
制を押さえます。

教育時事 答申を中心に近年の教育の根本的な指針を押さえます。

論文 論文試験の表記上、表現上の注意点、論作文試験の実施の目的・趣旨を押さえます（東京都のみ。
4月生は除く）。

情報化・
ICTの活用

GIGAスクール構想の実現にあたり学校現場で ICT がどのように利活用されているかを押さ
えます。

教職教養

人文科学 国語（漢字や言葉の使い方、文学史の読解など）、英語（英単語や英文法の知識、会話文、文
章読解など）、その他倫理、音楽、美術等を学びます。

社会科学
歴史（日本史・世界史）、地理（自然環境、地形や気候など）、公民（政治、経済、国際関係）、
環境（過去の環境問題、条約、法律など）に加え社会時事（日本のノーベル賞、世界遺産など）
を学びます。

自然科学 数学（近年では一般知能）、理科（物理、化学、生物、地学）、その他コンピューターや情報
を学びます。

一般教養　※実際の講義は下記と異なる場合がございます。
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出題形式は正誤判断が中心となる。各問題を解くためには知識を正しく理解し活用する力・判断力が必要となり、
難易度は全国でも高いレベルにある。例年、教育原理・法規から7割出題され、教育原理では文部科学省の「答申・
報告・通知」や東京都の施策を題材とした出題が多く、最新情報は資料も含め確認をしたい。

集団面接は教員の適性を、個人面接では実践的な指導力を評価するため、共に授業や生徒対応等に関する質疑・
課題が中心となる。質疑等に対応するためには、教育課題や授業に対する考え方を深めておきたい。

東京都　試験概要

人 物 試 験

傾向分析

的中問題

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　東京都　教職教養　問題7

公立学校の教育公務員の服務に関する記述と
して、法令に照らして適切なものは、次の１
～５のうちのどれか。

１　教育公務員は、その職の信用を傷つけ、
又は職員の職全体の不名誉となるような行
為をしてはならない。

２　教育公務員は、法令による証人、鑑定人
等となる場合においては、退職後であれば、
任命権者の許可を受けることなく、職務上
の秘密に属する事項を発表することができ
る。

３　教育公務員は、政党その他の政治的団体
の結成に関与することはできるが、これら
の団体の役員になることはできない。

４　教育公務員は、当該教育公務員の属する
地方公共団体の区域外であれば、公の選挙
又は投票において投票をするように、又は
しないように勧誘運動をすることができる。
５　常勤の教育公務員は、勤務時間外であれ
ば、任命権者の許可を受けることなく、営
利を目的とする私企業を営み、又は報酬を
得て事業若しくは事務に従事することがで
きる。

正答　１

2022年度　県別直前対策テキスト（東京都）
教育法規　問題17

地方公務員法の定める職員の服務に関する記述として
適切なものは、次の１～５のうちどれか。

１　職員は、その職務を遂行するに当たって、法令等
に従い、重大かつ明白な瑕疵を有するときでも上司
の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

２　職員は、その勤務時間と職務上の注意力のすべて
を、その職責遂行のために用い、当該地方公共団体
がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければな
らず、違反した場合には刑罰による制裁を受けるこ
とになる。
３　職員が、勤務時間中にインターネットで職務と関
係のない個人的な目的のために調べ物 をすること
は、職務専念義務に違反するので、分限処分の対象
となる。
４　職員は、 勤務時間内はもとより休日や休暇等を含
む勤務時間外においても、 その職の信用を傷付け、
又は職員の職全体の不名誉となるような行為をして
はならない。

５　職員は、勤務条件の維持改善を図ることを目的と
して、職員団体を結成し、又はこれに加入すること
ができ、団体を通じて地方公共団体の機関の活動能
率を低下させる怠業的行為をすることなどが認めら
れている。

正答　4

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

教職教養試験

基礎定着講座 オリジナルテキスト「オープンセサミ」を使用して教養の基礎知識を身に付けます。 
教職教養はいずれの自治体の試験でも大事な論点を学習します。 
一般教養は過去問分析を通して、膨大な範囲の中から学ぶべき範囲を限定して学習します。 

県 別 対 策 基礎定着講座で取り扱いの少ない分野を中心に、自治体別の対策につき過去問を使用し演
習、またオリジナルレジュメを使用し最低限押さえておきたい人物試験対策を行います。
講義内容の詳細は各コースページをご参照ください。

県別直前対策講座 過去問題を分析し、最近の動向を踏まえて作成された教養科目の予想問題・解答解説を掲
載した弊社オリジナルの『県別直前対策テキスト』に取り組みます。直前期の仕上げに最
適です。

単 科 受 講 一般選考対策コースの一部の講義を受講できます。受講をご希望の方は各校舎までお問い
合わせください。
      
基礎定着講座 教育原理（学習指導要領含む）、教育法規、教育心理、教育史、
  教育時事から選択
開　 講　 日 10 月 9日以降随時

県 別 対 策 過去問演習、人物試験対策、過去問演習・人物試験対策セットから選択 
開　 講　 日 2023 年 1月下旬以降随時
※県別対策は、各自治体コースにより実施科目が異なります。詳細は、p.18 以降の各コースページを
　ご確認ください。
※詳細な開講日は各校舎へお問い合わせください。      
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開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
東京校 東京都 教職教養 6コマ（12h）

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11・12月生の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像でご受講いただけます。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

STEP3

基礎定着講座  [25コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）STEP1
現役生部・全日制：2022年10月16日（日）～2023年1月22日（日）　実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　

県別対策  ［10月生～1月生：35コマ／2月生：25コマ］（1・2月生はここからスタート）STEP2
現役生部・全日制 [1月生 ]：2023年1月22日（日）～3月17日（金）　
現役生部・全日制 [2月生 ]：2023年2月13日（月）～3月17日（金）　

実施期間　

日曜 9:30～16:30  平日 10:00～17:00   講義時間　

合計 50 時間の講義時間を
使い、教職教養試験攻略に
必要な知識を確実に習得し
ていきます。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

東京都

東京都論文実践 3コマ（6h）
東京都集団面接（討論）実践 2コマ（4h）

東京都場面指導実践 2コマ（4h）
教育原理・法規実践力強化ゼミ 6コマ（12h）

実施期間
県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》 ［6コマ］ 

2023年6月18日（日）・6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 8 教育法規 6 教育心理 3 教育史 2

情報化・ICTの活用 1 教育時事 1 論文 4

上記講座は 2022 年度の実施内容です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の
入門講座を無料で受講いただけます（入
会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施
講座は別途受講料がかかります）。

※11 月生以降の方は、既に終了している基
礎定着講座を Zoom レコーディング映像
で受講いただけます。

※12 月生開講日以降に日曜部へご入会を希
望される方は、各校までご相談ください。

※日曜部は日により 18：40 終了となる場
合がございます。

県別対策［15コマ］STEP2
日曜部：2023 1 22 3 12
夜間部：2023 2 13 3 17

実施期間　

日曜 9:30 16:30  平日夜間 19:00 21:00講義時間　

基礎定着講座［25コマ］　
STEP1 日曜部：2022 10 16 2023 1 22

夜間部：2022 12 12 2023 2 10
実施期間　

日曜 9:30 16:30  平日夜間 19:00 21:00講義時間　

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施
追加選択

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》
追加選択

2023 6 18 6 25

１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

対象自治体 講座名 実施コマ数

開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

日曜部・夜間部
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

上記講座は2022年度の実施内容です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

東京都　一般選考対策コース　日曜部・夜間部
開講校舎 10月生 11月生 12月生 1月生

合計 50 時間の講義時間を
使い、教職教養試験攻略に
必要な知識を確実に習得し
ていきます。

日曜部・夜間部
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

東京都　一般選考対策コース　現役生部・全日制

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

開講校舎 10月生 11月生 12月生 1月生 2月生

現役生部・
全日制 東京校 10月16日（日） 11月13日（日） 12月11日（日） 2023年

1月22日（日）
2023年

2月13日（月）

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

平日・日曜
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

東京都
過去問演習
[1月生 ]
（日曜）

教育原理
・

都の特色
5

人物試験対策
[1・2月生 ]
（平日昼間）

個人面接 6
志望動機や児童・生徒指導など過去の東京都の本試
験の質問例をベースに受講生、一人一人一 ひとりに対し、面
接練習を行います。

教育法規 3
東京都で頻出の教職員に関する規定や児童・生
徒の権利に関する法律などを中心に押さえま
す。

場面指導 4
過去の東京都の本試験の質問例をベースに、受講生
に解決策を策を策 話していただき、その後ポイントを解説い
たします。

教育心理
・

教育史
2

東京都の教育心理は「人物名-業績」をセットで覚
えるのが得策ですので、キーワードを中心に押さ
えます。教育史では、人物・教育機関と教育制度
史を中心に押さえます。

集団面接 5

単元指導計画
（指導案） 3 東京都の単元指導計画の書式例を参考に、書き

方をレクチャーします（添削はございません）。

人物試験対策

（平日昼間）

グループ
ディスカッ
ション

2 論文 5
東京都で出題頻度の高い「生徒指導・学習指
導」のテーマを中心に、小学校志望者と小学校
以外志望者に分けて実際に書いていただきます
（添削あり）。

東京都で頻出の人権教育、総合的な学習の時間
などを中心に押さえます。また、東京都の教育ビ
ジョンや教育施策を押さえます。

単元指導計画や場面指導に関連するテーマでグ
ループープー ディスカッションを行います。
様々な考えを共有し、指導観・教育観をブラッシュ
アップしていきます。

[1・2月生 ]

過去の東京都の本試験の質問例をベースに、受
講生一生一生 人一人一 ひとり意見を述べていただいた後、受講
生同士で討論をしていただきます。その後、講師
からの講評・指導を行います。

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11・12月生の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像でご受講いただけます。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

STEP3

基礎定着講座  [25コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）STEP1
現役生部・全日制：2022 10 16 2023 1 22実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　

県別対策  ［10月生～1月生：35コマ／2月生：25コマ］（1・2月生はここからスタート）STEP2
現役生部・全日制 [1月生 ]：2023 1 22 3 17
現役生部・全日制 [2月生 ]：2023 2 13 3 17

実施期間　

日曜 9:30 16:30  平日 10:00 17:00   講義時間　

合計 50 時間の講義時間を
使い、教職教養試験攻略に
必要な知識を確実に習得し
ていきます。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

実施期間
県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》 ［6コマ］ 

2023 6 18 6 25 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

上記講座は 2022 年度の実施内容です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の
入門講座を無料で受講いただけます（入
会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施
講座は別途受講料がかかります）。

※11 月生以降の方は、既に終了している基
礎定着講座を Zoom レコーディング映像
で受講いただけます。

※12 月生開講日以降に日曜部へご入会を希
望される方は、各校までご相談ください。

※日曜部は日により 18：40 終了となる場
合がございます。

県別対策［15コマ］STEP2
日曜部：2023年1月22日（日）～3月12日（日）　
夜間部：2023年2月13日（月）～3月17日（金）　　

実施期間　

日曜 9:30～16:30  平日夜間 19:00～21:00講義時間　

基礎定着講座［25コマ］　
STEP1 日曜部：2022年10月16日（日）～2023年1月22日（日）　　

夜間部：2022年12月12日（月）～2023年2月10日（金）　　
実施期間　

日曜 9:30～16:30  平日夜間 19:00～21:00講義時間　

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施
追加選択

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》
追加選択

2023年6月18日（日）・6月25日（日）　

１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

対象自治体 講座名 実施コマ数

東京都
東京都集団面接（討論）実践

3コマ（6h）東京都論文実践
2コマ（4h）

東京都場面指導実践 2コマ（4h）
教育原理・法規実践力強化ゼミ 6コマ（12h）

開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
東京校・池袋校・立川校 東京都 教職教養 6コマ（12h）

日曜部・夜間部
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

東京都
過去問
演習

教育原理
・

都の特色
5

東京都で頻出の人権教育、育、育 総合的な学習の時間な
どを中心に押さえます。また、東京都の教育ビジ
ョンや教育施策を押さえます。

人物試験
対策

個人面接 1 志望動機や児童・生徒指導など過去の東京都の本試
験の質問例をベースに、考え方をレクチャーします。

教育法規 3
東京都で頻出の教職員に関する規定や児童・生
徒の権利に関する法律などを中心に押さえま
す。

単元
指導計画
（指導案）

1 東京都の単元指導計画の書式例を参考に、書き方を
レクチャーします（添削はございません）。

教育心理
・

教育史
2

東京都の教育心理は「人物名-業績」をセットで覚
えるのが得策ですので、キーワードを中心に押さ
えます。教育史では、人物・教育機関と教育制度
史を中心に押さえます。

集団面接 1
過去の東京都の本試験の質問例からどのような
事前準備・対策が必要か座学形式でレクチャー
します。

論文 2
東京都で出題頻度の高い「生徒指導・学習指
導」のテーマを中心に、小学校志望者と小学校
以外志望者に分けて実際に書いていただきます
（添削あり）。

上記講座は2022年度の実施内容です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

東京都　一般選考対策コース　日曜部・夜間部
開講校舎 10月生 11月生 12月生 1月生

日曜部
東京校
池袋校
立川校

10月16日（日） 11月13日（日） 12月11日（日） －

夜間部 池袋校 － － 12月12日（月） 2023年
1月16日（月）

合計 50 時間の講義時間を
使い、教職教養試験攻略に
必要な知識を確実に習得し
ていきます。

日曜部・夜間部
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 8 教育法規 6 教育史3

論文

2

情報化・ICTの活用 1

教育心理

1教育時事 4

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

東京都　一般選考対策コース　現役生部・全日制

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

開講校舎 10月生 11月生 12月生 1月生 2月生

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

平日・日曜
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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4月生限定
無料特典

立川校で開講する二次試験対策短期講習を次の①～③から 1 つ選択して無料で受講いただけます。①最新！文部科学省施策講座、②二次試験対
策直前ポイントゼミ（1講座）、③二次試験面接対策講座（1講座） ※各講座の概要はP.43をご確認ください。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》　［6コマ］

2023年6月18日（日） ・ 6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

池袋校 東京都 教職教養 6コマ（12h）

開講校舎 4月生

日曜部 池袋校 2023年
4月9日（日）

東京都特化型基礎・応用講座　[22コマ ]
STEP1

日曜部：2023年4月9日（日）～6月11日（日）　実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　
日曜部

科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 6 教育法規 6

教育史

2

情報化・ICTの活用 1

教育心理

1教育時事 1

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

対象自治体 講座名 実施コマ数

東京都
東京都集団面接（討論）実践

3コマ（6h）東京都論文実践
2コマ（4h）

東京都場面指導実践 2コマ（4h）
教育原理・法規実践力強化ゼミ 6コマ（12h）

東京都　一般選考対策コース　日曜部

STEP2

日曜部
科目 コマ数 講座内容

1面接 東京都の二次試験で課される面接試験の概要と対策法、準備の仕方についてレクチャーします。

論文 4 東京都で出題頻度の高い「生徒指導・学習指導」のテーマを中心に、小学校志望者と小学校　
以外志望者に分けて実際に書いていただきます。

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。
　実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

「知る」（基礎）STEP1

（1月生） 2023 1 29 4 （4月生） 2023 4 30 8実施期間
※1コマ当たりの講義時間が、1.5時間、2時間、3時間と複数あるため、日によって講義時間が変わります。
日により、17：30以降に講義を実施する場合があります。日曜 9:30 17:30講義時間　

筆記試験対策にも役立つ！教職教養オプション追加選択

教員採用試験で課される各人物試験科目（＝論文・集団面接・個人面接・場面指導・
単元指導計画）について、合格を目指す上で必ず知っておかなければならない基礎知
識を固めます。試験実施内容、評価のポイントや対策の進め方をレクチャーします。
講義は、電子黒板・プロジェクターでの教材・画像の拡大提示や書き込み、音声・動
画などを活用して分かりやすく説明し、受講生の興味・関心を高めます。

当講座では、ラーニング・コモンズの空間、機材を活かし基本的に受講生同士のコミュニケーションを主体とした「活動」を取り入れた講義を行います。他者の
意見を取り入れ、自らも発信し、教員には不可欠なコミュニケーション・スキルを向上させながら教員採用試験の各試験科目で高い評価を得られるよう学習します。
いまの教員に求められる「主体的・対話的で深い学び」を自ら実体験することで、自己の教育観・指導観・授業観をブラッシュアップします！人物試験対策に苦
手意識がある方、基礎からじっくり時間をかけて取り組みたい方におすすめです！

「実践する」（応用）STEP3

教員採用試験で課される各人物試験（＝論文・集団面接・個人面接・場面指導・単元
指導計画）について、アウトプットを行います。個人面接の様子をタブレット等で撮
影し、振り返りを行います。また、論文の公開添削を電子黒板に映しながら行うことで、
理解を深めていき、合格に必要な表現方法をマスターします。このような方法で、
STEP2 で身に付けた教師としての知見を実際の東京都の教員採用試験の各人物試験
でいかに発揮していくかを、本試験と同様の形式で実践を通し確認・練習していきま
す。

面接試験・論文試験対策には、教職教養の知識が前提となります。教職教養の基礎を固めたい方は、以下の 2 コースから選択して受講いた
だけます。
　①教職教養セット【教育原理（学習指導要領含む）・教育法規・教育心理・教育史・教育時事・情報化　ICTの活用】
　②教育原理（学習指導要領含む）・教育法規・情報化　ICTの活用セット
※東京都対応　一般選考対策コース日曜部10 月生の「基礎定着講座」（論文を除く）を受講いただきます（P.19 参照）。
10 月生以降にご入会された方は、すでに生講義が終了している科目を映像視聴フォローにて受講することができますが、「東京都対応　論文・
面接対策講座」開講日までに視聴を終了するようにしてください。

「深める」（発展）STEP2

これからの教師に必要な力・これからの子どもたちに必要な能力等のテーマ（下記参
照）についてグループワークなどの「活動」を中心とした講義を行います。各活動を通し、
個人の考えを深めていきます。まずは各自でタブレットを使用し、インターネットで
調べ学習を行い、情報収集・分析をし、自分の意見をまとめ、その後、グループごと
に意見交換、発表を行います。他者との議論を通して、個人では考えるに至らなかっ
た新たな発見をすることができます。各活動では、人物試験で頻出のテーマを扱いま
すので、回答作成の際に生かすことができ、より厚みのある内容へとつながります。

「深める」（発展）テーマ例　※下記の「テーマ」は一例のため、実際の講義で取り上げるものと異なる場合があります。
【論文対策テーマ例】 情報モラル・情報活用能力を育むためには？　　 　  【集団面接テーマ例】基本的な生活習慣を身に付けるための実践方法は？

※1…論文は各自で作成するため STEP3 では講義を実施しませんが STEP2 の授業回数分添削を受けられます（1月生：6 回、4 月生：5回）。なお、一度提出し
た後に書き直しが行える「リライト」も課題回数分を受けることができます（1 月生：6 回、4 月生：5 回）。なお、論文は弊社にて設定する締切期限まで
に提出されたもののみ添削いたします。添削担当講師は、講義担当講師と異なる場合がございます。

※2…1月生の個人面接応用は、講師とマンツーマン指導で実施します（30 分×4回分）。実施日時は、弊社指定日時（平日・土曜）を元にアンケートを実施の上、
決定します。

　　　

１月生 4月生
コマ数 時間 コマ数 時間

ラーニング・コモンズを利用して学ぶ！　
東京都対応　論文・面接対策講座

、情報通信機器の利用環境や、グループ学習用の机や椅子が用意され、利用者の主体的な学習を支える設備が整った空間のことを指します。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で
受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎
実施講座は別途受講料がかかります）。

開講校舎 1月生 4月生

1・4月生
コマ数 時間

基礎定着講座（P.16）の内
容に東京都の過去問題演習
も加えて必要な知識を集中
的に習得していきます。

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
【4月生限定】
二次試験対策短期講習
追加受講 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム論文リライト
添削

【1月生限定】
個人面接

マンツーマン指導

１月生 4月生
コマ数 時間 コマ数 時間

教育時事出題状況データ① 2010年3月発令 生徒指導提要 

2010年夏 筆記試験　出題自治体
新潟市、茨城県、福島県、福井県、奈良県、和歌山県

2011年夏 筆記試験　出題自治体
埼玉県、長野県、愛知県、静岡市、京都府、大阪府

　　
※人物試験は多数の自治体で出題
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4月生限定
無料特典

立川校で開講する二次試験対策短期講習を次の①～③から 1 つ選択して無料で受講いただけます。①最新！文部科学省施策講座、②二次試験対
策直前ポイントゼミ（1講座）、③二次試験面接対策講座（1講座） ※各講座の概要はP.43をご確認ください。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》　［6コマ］

2023 6 18 6 25 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

開講校舎 4月生

東京都特化型基礎・応用講座　[22コマ ]
STEP1

日曜部：2023 4 9 6 11実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　
日曜部

科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

対象自治体 講座名 実施コマ数

東京都　一般選考対策コース　日曜部

STEP2

日曜部
科目 コマ数 講座内容

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。
　実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

「知る」（基礎）STEP1

（1月生） 2023年1月29日（日）～4月下旬　（4月生） 2023年4月30日（日）～8月上旬実施期間
※1コマ当たりの講義時間が、1.5時間、2時間、3時間と複数あるため、日によって講義時間が変わります。
日により、17：30以降に講義を実施する場合があります。日曜 9:30～17:30講義時間　

筆記試験対策にも役立つ！教職教養オプション追加選択

教員採用試験で課される各人物試験科目（＝論文・集団面接・個人面接・場面指導・
単元指導計画）について、合格を目指す上で必ず知っておかなければならない基礎知
識を固めます。試験実施内容、評価のポイントや対策の進め方をレクチャーします。
講義は、電子黒板・プロジェクターでの教材・画像の拡大提示や書き込み、音声・動
画などを活用して分かりやすく説明し、受講生の興味・関心を高めます。

当講座では、ラーニング・コモンズの空間、機材を活かし基本的に受講生同士のコミュニケーションを主体とした「活動」を取り入れた講義を行います。他者の
意見を取り入れ、自らも発信し、教員には不可欠なコミュニケーション・スキルを向上させながら教員採用試験の各試験科目で高い評価を得られるよう学習します。
いまの教員に求められる「主体的・対話的で深い学び」を自ら実体験することで、自己の教育観・指導観・授業観をブラッシュアップします！人物試験対策に苦
手意識がある方、基礎からじっくり時間をかけて取り組みたい方におすすめです！

「実践する」（応用）STEP3

教員採用試験で課される各人物試験（＝論文・集団面接・個人面接・場面指導・単元
指導計画）について、アウトプットを行います。個人面接の様子をタブレット等で撮
影し、振り返りを行います。また、論文の公開添削を電子黒板に映しながら行うことで、
理解を深めていき、合格に必要な表現方法をマスターします。このような方法で、
STEP2 で身に付けた教師としての知見を実際の東京都の教員採用試験の各人物試験
でいかに発揮していくかを、本試験と同様の形式で実践を通し確認・練習していきま
す。

面接試験・論文試験対策には、教職教養の知識が前提となります。教職教養の基礎を固めたい方は、以下の 2 コースから選択して受講いた
だけます。
　①教職教養セット【教育原理（学習指導要領含む）・教育法規・教育心理・教育史・教育時事・情報化　ICTの活用】
　②教育原理（学習指導要領含む）・教育法規・情報化　ICTの活用セット
※東京都対応　一般選考対策コース日曜部10 月生の「基礎定着講座」（論文を除く）を受講いただきます（P.19 参照）。
10 月生以降にご入会された方は、すでに生講義が終了している科目を映像視聴フォローにて受講することができますが、「東京都対応　論文・
面接対策講座」開講日までに視聴を終了するようにしてください。

「深める」（発展）STEP2

これからの教師に必要な力・これからの子どもたちに必要な能力等のテーマ（下記参
照）についてグループワークなどの「活動」を中心とした講義を行います。各活動を通し、
個人の考えを深めていきます。まずは各自でタブレットを使用し、インターネットで
調べ学習を行い、情報収集・分析をし、自分の意見をまとめ、その後、グループごと
に意見交換、発表を行います。他者との議論を通して、個人では考えるに至らなかっ
た新たな発見をすることができます。各活動では、人物試験で頻出のテーマを扱いま
すので、回答作成の際に生かすことができ、より厚みのある内容へとつながります。

「深める」（発展）テーマ例　※下記の「テーマ」は一例のため、実際の講義で取り上げるものと異なる場合があります。
【論文対策テーマ例】 情報モラル・情報活用能力を育むためには？　　 　  【集団面接テーマ例】基本的な生活習慣を身に付けるための実践方法は？

※1…論文は各自で作成するため STEP3 では講義を実施しませんが STEP2 の授業回数分添削を受けられます（1月生：6 回、4 月生：5回）。なお、一度提出し
た後に書き直しが行える「リライト」も課題回数分を受けることができます（1 月生：6 回、4 月生：5 回）。なお、論文は弊社にて設定する締切期限まで
に提出されたもののみ添削いたします。添削担当講師は、講義担当講師と異なる場合がございます。

※2…1月生の個人面接応用は、講師とマンツーマン指導で実施します（30 分×4回分）。実施日時は、弊社指定日時（平日・土曜）を元にアンケートを実施の上、
決定します。

　　　

１月生 4月生
コマ数 時間 コマ数 時間

論文 6 9 5 7.5
集団面接 3 9 2 6
個人面接 2 4 2 4
場面指導 3 6 2 4

単元指導計画 2 4 2 4

ラーニング・コモンズを利用して学ぶ！　
東京都対応　論文・面接対策講座

ラーニング・コモンズとは、情報通信機器の利用環境や、グループ学習用の机や椅子が用意され、利用者の主体的な学習を支える設備が整った空間のことを指します。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で
受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎
実施講座は別途受講料がかかります）。

開講校舎 1月生 4月生
教職教養オプションあり 教職教養オプションなし

日曜部 立川校 10月16日（日） 2023年
1月29日（日）

2023年
4月30日（日）

1・4月生
コマ数 時間

論文 2
集団面接 1 2

個人面接・場面指導 1 2
単元指導計画 1 2

基礎定着講座（P.16）の内
容に東京都の過去問題演習
も加えて必要な知識を集中
的に習得していきます。

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
【4月生限定】
二次試験対策短期講習
追加受講 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム論文リライト
添削

【1月生限定】
個人面接

マンツーマン指導

１月生 4月生
コマ数 時間 コマ数 時間

論文 ※1
集団面接 2 4 2 4
個人面接※2 4 2 3 6場面指導 2 4
単元指導計画 2 4 2 4

教育時事出題状況データ① 2010年3月発令 生徒指導提要 

2010年夏 筆記試験　出題自治体
新潟市、茨城県、福島県、福井県、奈良県、和歌山県

2011年夏 筆記試験　出題自治体
埼玉県、長野県、愛知県、静岡市、京都府、大阪府
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

東京都の特例試験受験者を対象とした人物試験対策を実施します。
開講校舎 4月生

日曜部 東京校 2023年
4月23日（日）

科目 コマ数 講座内容特例受験 期限付任用
実践教職 2 2 本コース受講にあたって最低限必要な理論をレクチャーします。

単元指導計画
（指導案） 2 2 東京都の単元指導計画の書式例を参考に、書き方をレクチャーします（添削はご

ざいません）。

個人面接 5 5 志望動機や生徒指導など過去の東京都の本試験の質問例をベースに、受講生一人一人一
ひとりに対し面接練習を行います。

集団面接 4 4
過去の東京都の本試験の出題例をベースに、受講生一人ひとり一人ひとり一 意見を述べていた
だいた後、受講生同士で討論をしていただきます。その後、講師からの講評・指導
を行います。

場面指導 4 4 過去の東京都の本試験の質問例をベースに、受講生に解決策を話していただき、
その後ポイントを説明いたします。

論文 4 － 東京都で出題頻度の高い「生徒指導・学習指導」のテーマを中心に小学校志望者
と小学校以外志望者に分けて実際に書いていただきます（添削あり）

一般教養試験

人 物 試 験

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　神奈川県・横浜市・川崎市・
相模原市共通　教職教養　問題36

次の記述は、教育基本法の前文からの抜粋である。空欄 
ア ～ エ に当てはまるものの組合せとして最も適切なも
のを、後の①～⑤のうちから選びなさい。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的
で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と
人類の福祉 の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の（　ア　）を
重んじ、真理と正義を希求し、（　イ　）を尊び、豊かな
人間性と創造性 を備えた人間の育成を期するとともに、
（　ウ　）し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、（　エ　）の精神にのっとり、我が国の
未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るた
め、この法律を制定する。
①　ア 尊厳　イ 自主的精神　ウ 環境を保全　エ 世界人権宣言
②　ア 自由　イ 公共の精神　ウ 伝統を継承　エ 世界人権宣言
③　ア 自由　イ 自主的精神　ウ 環境を保全　エ 日本国憲法
④　ア 尊厳　イ 公共の精神　ウ 伝統を継承　エ 日本国憲法
⑤　ア 自由　イ 公共の精神　ウ 環境を保全　エ 日本国憲法

正答　④

2022年度　県別直前対策テキスト（神奈川）
教育法規　問題3

次の記述は、教育基本法の前文からの抜粋である。空欄 　
ア～エ に当てはまるものの組合せとして最も適切なものを、
後の①～⑤のうちから選びなさい。

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で
文化的な（　ア　）を更に発展させるとともに、世界の平和
と人類の（　イ　）の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真
理と正義を希求し、（　ウ　）を尊び、豊かな人間性と（　エ　）
を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新し
い文化の創造を目指す教育を推進する。

①　ア 社会　イ 福祉　ウ 自主・自立の精神 エ 感性
②　ア 社会　イ 生活　ウ 自主・自立の精神 エ 創造性
③　ア 国家　イ 福祉　ウ 公共の精神　　　　エ 創造性
④　ア 国家　イ 福祉　ウ 自主・自立の精神 エ 創造性
⑤　ア 国家　イ 生活　ウ 公共の精神　　　　エ 感性

正答　③

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

教職教養試験

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

4 月からスタートす
る講座前に対策希
望の方にオススメ。
早期に自己課題を
把握するための短
期集中講座！！

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

対象自治体 講座名 実施コマ数

東京都
東京都集団面接（討論）実践

3コマ（6h）東京都論文実践
2コマ（4h）

東京都場面指導実践 2コマ（4h）
教育原理・法規実践力強化ゼミ 6コマ（12h）

東京都　特例受験・期限付任用特例受験対策コース　日曜部

2023年4月23日（日）～6月25日（日）実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　

◆特例受験対策コース　[21コマ ]　　◆期限付任用特例受験対策コース　[17コマ ]

特例選考の個人面接での面接票に係る質疑は長所や経験等を伝
える重要な自己 PR の場です。最適なアピールをするためには
早期から自己分析 + 自己プロデュース力を高めていくことがカ
ギとなります。本講座では個人面接の評価の観点や面接票作成
等のレクチャーと実践練習・講師からの講評を踏まえ、自己課
題の発見とアピール力のレベルアップを目指します。
※面接票の添削は行いません。

実施期間

特例受験者対象　個人面接（面接票対策）弱点克服ゼミ（定員10名）
追加選択

2023年2月下旬～3月上旬
科目 実施コマ数

面接票レクチャー
1コマ（2h）個人面接レクチャー
1コマ（2h）

個人面接実践 2コマ（4h）
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

東京都の特例試験受験者を対象とした人物試験対策を実施します。
開講校舎 4月生

科目 コマ数 講座内容特例受験 期限付任用

教職教養の出題形式は、空欄補充や正誤問題を問う内容である。他自治体と比較しても基礎的知識で解ける問
題であることから、出題範囲をしっかりと押さえ、いかに正答するかがカギとなる。

社会科学は出題範囲が広いが、対策に時間をかけた分だけ得点にしやすい科目である。人文科学は国語・英語・
美術・音楽から出題。自然科学は数学・理科の各分野から出題されるが、どの分野も中学～高校 1 年生レベル
のため、多くの問題に触れておくことが重要となる。

各自治体で試験内容は異なるが、教員としての資質・能力があるかどうかを個人面接や模擬授業、場面指導等
を行う中で判断される。特に個人面接においては、他の人物試験よりも配点が高く、各自治体の施策等も踏ま
えた上での回答が求められることから、しっかり押さえておく必要がある。

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市
試験概要

一般教養試験

人 物 試 験

傾向分析

的中問題

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　神奈川県・横浜市・川崎市・
相模原市共通　教職教養　問題36

次の記述は、教育基本法の前文からの抜粋である。空欄 
ア ～ エ に当てはまるものの組合せとして最も適切なも
のを、後の①～⑤のうちから選びなさい。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的
で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と
人類の福祉 の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の（　ア　）を
重んじ、真理と正義を希求し、（　イ　）を尊び、豊かな
人間性と創造性 を備えた人間の育成を期するとともに、
（　ウ　）し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、（　エ　）の精神にのっとり、我が国の
未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るた
め、この法律を制定する。
①　ア 尊厳　イ 自主的精神　ウ 環境を保全　エ 世界人権宣言
②　ア 自由　イ 公共の精神　ウ 伝統を継承　エ 世界人権宣言
③　ア 自由　イ 自主的精神　ウ 環境を保全　エ 日本国憲法
④　ア 尊厳　イ 公共の精神　ウ 伝統を継承　エ 日本国憲法
⑤　ア 自由　イ 公共の精神　ウ 環境を保全　エ 日本国憲法

正答　④

2022年度　県別直前対策テキスト（神奈川）
教育法規　問題3

次の記述は、教育基本法の前文からの抜粋である。空欄 　
ア～エ に当てはまるものの組合せとして最も適切なものを、
後の①～⑤のうちから選びなさい。

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で
文化的な（　ア　）を更に発展させるとともに、世界の平和
と人類の（　イ　）の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真
理と正義を希求し、（　ウ　）を尊び、豊かな人間性と（　エ　）
を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新し
い文化の創造を目指す教育を推進する。

①　ア 社会　イ 福祉　ウ 自主・自立の精神 エ 感性
②　ア 社会　イ 生活　ウ 自主・自立の精神 エ 創造性
③　ア 国家　イ 福祉　ウ 公共の精神　　　　エ 創造性
④　ア 国家　イ 福祉　ウ 自主・自立の精神 エ 創造性
⑤　ア 国家　イ 生活　ウ 公共の精神　　　　エ 感性

正答　③

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

教職教養試験

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

4 月からスタートす
る講座前に対策希
望の方にオススメ。
早期に自己課題を
把握するための短
期集中講座！！

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

対象自治体 講座名 実施コマ数

東京都　特例受験・期限付任用特例受験対策コース　日曜部

2023 4 23 6 25実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　

特例受験対策コース　[21コマ ]　　 期限付任用特例受験対策コース　[17コマ ]

特例選考の個人面接での面接票に係る質疑は長所や経験等を伝
える重要な自己 PR の場です。最適なアピールをするためには
早期から自己分析 + 自己プロデュース力を高めていくことがカ
ギとなります。本講座では個人面接の評価の観点や面接票作成
等のレクチャーと実践練習・講師からの講評を踏まえ、自己課
題の発見とアピール力のレベルアップを目指します。
※面接票の添削は行いません。

実施期間

特例受験者対象　個人面接（面接票対策）弱点克服ゼミ（定員10名）
追加選択

2023 2 3
科目 実施コマ数
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像でご受講いただけます。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[32コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）
STEP1

現役生部・全日制：2022年10月9日（日）～2023年1月22日（日）実施期間　

日曜 9:30～16:30

合計 64 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得してい
きます。

講義時間　

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［11コマ］

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
横浜校 神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市 教職教養・一般教養 11コマ（22h）

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理
（学習指導要領含む） 8

教育法規 5 教育時事 1

教育心理 3 自然科学 6

1 教育史 2 社会科学 6

平日 10:00～17:00講義時間　

県別対策　[26コマ ]（2月生はここからスタート）
STEP2

STEP3

現役生部・全日制：2023年2月13日（月）～3月17日（金）　実施期間　

平日
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

神奈川
エリア
過去問
演習

教育原理 2 頻出分野を中心に押さえます。

人物試験
対策

人物試験
対策 2 質問例等を通じて、人物試験対策へのアプローチの

仕方をレクチャーします。

教育法規 2 日本国憲法・教育基本法などを中心に押さえま
す。 個人面接 5 過去の質問例をベースに、実際に個人面接を実践し

ていただきます。

教育心理 1 発達の理論、学習の理論などを中心に押さえま
す。 模擬授業 5 各自治体の本試験に沿って、本番さながらに模擬授

業を実践していただきます。

社会科学 2 過去問を使用しながら傾向を押さえます。 論作文 3 様々な教育課題について頻出テーマをもとに執筆し
ていただきます。（添削あり）

自然科学 2 数学・理科の頻出分野を押さえます。
人文科学 2 国語と英語の解き方のコツを押さえます。

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市

指導案・模擬授業レクチャー 1コマ（2h）
実践力強化ゼミ教職教養・一般教養 各6コマ（12h）

個人面接基礎講座 2コマ（4h）
模擬授業基礎講座 2コマ（4h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　一般選考対策コース　現役生部・全日制
開講校舎 10月生 11月生 12月生 2月生

現役生部・
全日制 横浜校 10月9日（日） 11月13日（日） 12月18日（日） 2023年

2月13日（月）

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　一般選考対策コース　日曜部

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます
　（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像で受講いただけます。
※12月生開講日以降にご入会を希望される方は、横浜校までご相談ください。
※日曜部は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[32コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）STEP1
日曜部：2022 10 9 2023 1 22実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　

日曜部：2023 1 22 3 19
県別対策　[16コマ ]STEP2
実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　

合計 64 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得しても
らいます。

開講校舎 10月生 11月生 12月生

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

日曜
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［11コマ］
追加選択

2023 6 17 6 25
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

情報化・ICTの活用

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

対象自治体 講座名 実施コマ数

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像でご受講いただけます。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[32コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）
STEP1

現役生部・全日制：2022 10 9 2023 1 22実施期間　

日曜 9:30 16:30

合計 64 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得してい
きます。

講義時間　

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［11コマ］

2023 6 17 6 25
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

平日 10:00 17:00講義時間　

県別対策　[26コマ ]（2月生はここからスタート）
STEP2

STEP3

現役生部・全日制：2023 2 13 3 17実施期間　

平日
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　一般選考対策コース　現役生部・全日制
開講校舎 10月生 11月生 12月生 2月生

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　一般選考対策コース　日曜部

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます
　（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像で受講いただけます。
※12月生開講日以降にご入会を希望される方は、横浜校までご相談ください。
※日曜部は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[32コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）STEP1
日曜部：2022年10月9日（日）～2023年1月22日（日）　実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　

日曜部：2023年1月22日（日）～3月19日（日）　
県別対策　[16コマ ]STEP2
実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　

合計 64 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得しても
らいます。

開講校舎 10月生 11月生 12月生

日曜部 横浜校 10月9日（日） 11月13日（日） 12月18日（日）

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理
（学習指導要領含む） 8

教育法規 5 教育時事 1

教育心理 3 自然科学 6

1 教育史 2 社会科学 6

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

日曜
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

神奈川
エリア
過去問
演習

教育原理 2 頻出分野を中心に押さえます。 神奈川
エリア
過去問
演習

自然科学 2 数学・理科の頻出分野を押さえます。

教育法規 2 日本国憲法・教育基本法などを中心に押さえます。 人文科学

論作文

2 国語と英語の解き方のコツを押さえます。

教育心理 1 発達の理論、学習の理論などを中心に押さえます。 人物試験
対策

人物試験対策 2 質問例等を通じて、人物試験対策へのアプローチの
仕方をレクチャーします。

3 様々な教育課題について頻出テーマをもとに執筆　
していただきます。（添削あり）社会科学 2 過去問を使用しながら傾向を押さえます。

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［11コマ］
追加選択

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
横浜校 神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市 教職教養・一般教養 11コマ（22h）

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

情報化・ICTの活用

対象自治体 講座名 実施コマ数
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市

指導案・模擬授業レクチャー 1コマ（2h）
実践力強化ゼミ教職教養・一般教養 各6コマ（12h）

個人面接基礎講座 2コマ（4h）
模擬授業基礎講座 2コマ（4h）

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講
座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　一般選考対策コース　土日部

開講校舎 4月生

土日部 横浜校 2023年
4月8日（土）

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［11コマ］

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
横浜校 神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市 教職教養・一般教養 11コマ（22h）

神奈川エリア特化型基礎・応用講座　[41コマ ]
STEP1

土日部：2023年4月8日（土）～6月11日（日）　実施期間　

土日 9:30～16:30講義時間　

基礎定着講座（P.16）の内
容に神奈川エリアの過去問題
演習も加えて必要な知識を
集中的に習得していきます。

STEP2

土曜・日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理
（学習指導要領含む） 7

教育法規 5 自然科学 6

教育心理 3 社会科学 6

1 教育史・時事 3

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。
　実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

神奈川県・横浜市　特例受験対策コース　日曜部
神奈川県・横浜市の特例試験受験者を対象とした人物試験対策を実施します。※特例選考で受験される方限定のコースです。

2023年4月9日（日）～6月25日（日）　実施期間　

日曜 9:30～16:30 講義時間　

開講校舎 4月生

日曜部 横浜校 2023年
4月9日（日）

※「実践教職」、「人物準備・願書作成」の講義は、神奈川県型・横浜市型の合同講義です。 
◆神奈川県型　[21コマ ]　　◆横浜市型　[22コマ ]　 

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。
　他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※日により18：40終了となる場合がございます。

情報化・ICTの活用

土曜・日曜
科目 コマ数 講座内容

人物試験
対策

人物試験対策 1 本番での質問例等を通じて、人物試験対策へのアプローチの仕方をレ
クチャーします。

個人面接 3 過去の質問例をベースに、実際に個人面接を実践していただきます。

模擬授業 3 各自治体の本試験に沿って、本番さながらに模擬授業を実践していた
だきます。

論作文 3 様々な教育課題について頻出テーマをもとに執筆していただきます。
（添削あり）

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
実施コマ数
1コマ（2h）
各6コマ（12h）

2コマ（4h）
2コマ（4h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。１講座１日または

数日完成の
超短期集中講座！

上記講座は2022年度の実施内容です。

科目 コマ数 講座内容神奈川県型 横浜市型

実践教職 2※ 人物試験に必要な教職教養の最低限の導入、教育時事と学習指導要領のポイントを押さえ、より説得力のある面接
においての回答、論作文の執筆に役立てます。

人物準備
願書作成 1※ 各自治体の選考方法とその対策法についてレクチャーします。

指導案作成 3 5
【神奈川県型】過去の神奈川県の模擬授業のテーマに基づき、実際に指導案を作成していただきます。
【横浜市型】一次試験当日に課題が示されるため、過去の指導案の課題条件を踏まえ、指導案を完成できるよう、仕
上げていきます。

個人面接 6 6
それぞれの自治体を志望する理由や過去の本試験の質問例をベースに1人１回実践していただき、自身の回答につい
ての改善ポイントをアドバイスしていきます。また、他の受講生の実践風景を見ることで、自身の面接の質を高めるこ
とが出来ます。

模擬授業 6 5
【神奈川県型】本コースの講義において作成した「指導案」をもとに、本試験同様に模擬授業を1人１回実践していた
だきます。※実践当日までに必要な教具はご用意ください。
【横浜市型】過去の試験に課されたテーマをもとに、受講生同士で面接官と受験者となり、何度も実践していきます。
その中で講師からのアドバイスを行っていきます。

論作文 3 3 それぞれの自治体における論作文の傾向を踏まえ、過去の本試験問題に沿って書き方を指導し、実際に執筆してい
ただきます。（添削あり）

対象自治体 講座名 実施コマ数
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市

指導案・模擬授業レクチャー 1コマ（2h）
実践力強化ゼミ教職教養・一般教養 各6コマ（12h）

個人面接基礎講座 2コマ（4h）
模擬授業基礎講座 2コマ（4h）

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

教育時事出題状況データ② 2018年6月閣議決定の 第三期教育振興基本計画  

2018年夏 筆記試験　出題自治体
岩手県、秋田県、熊本県、大分県

2019年夏 筆記試験　出題自治体
東京都、埼玉県、福井県、三重県、京都府、大阪府など多数

　　
※人物試験は多数の自治体で出題

土曜・日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理
（学習指導要領含む） 8

教育法規 5 教育時事 1

教育心理 3 自然科学 6

GIGAスクール
ICTの利活用 1 教育史 2 社会科学 6
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講
座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市　一般選考対策コース　土日部

開講校舎 4月生

土日部 横浜校 2023年
4月8日（土）

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［11コマ］

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
横浜校 神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市 教職教養・一般教養 11コマ（22h）

神奈川エリア特化型基礎・応用講座　[41コマ ]
STEP1

土日部：2023年4月8日（土）～6月11日（日）　実施期間　

土日 9:30～16:30講義時間　

基礎定着講座（P.16）の内
容に神奈川エリアの過去問題
演習も加えて必要な知識を
集中的に習得していきます。

STEP2

土曜・日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理
（学習指導要領含む） 7

教育法規 5 自然科学 6

教育心理 3 社会科学 6

1 教育史・時事 3

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。
　実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

神奈川県・横浜市　特例受験対策コース　日曜部
神奈川県・横浜市の特例試験受験者を対象とした人物試験対策を実施します。※特例選考で受験される方限定のコースです。

2023年4月9日（日）～6月25日（日）　実施期間　

日曜 9:30～16:30 講義時間　

開講校舎 4月生

日曜部 横浜校 2023年
4月9日（日）

※「実践教職」、「人物準備・願書作成」の講義は、神奈川県型・横浜市型の合同講義です。 
◆神奈川県型　[21コマ ]　　◆横浜市型　[22コマ ]　 

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。
　他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※日により18：40終了となる場合がございます。

情報化・ICTの活用

土曜・日曜
科目 コマ数 講座内容

人物試験
対策

人物試験対策 1 本番での質問例等を通じて、人物試験対策へのアプローチの仕方をレ
クチャーします。

個人面接 3 過去の質問例をベースに、実際に個人面接を実践していただきます。

模擬授業 3 各自治体の本試験に沿って、本番さながらに模擬授業を実践していた
だきます。

論作文 3 様々な教育課題について頻出テーマをもとに執筆していただきます。
（添削あり）

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
実施コマ数
1コマ（2h）
各6コマ（12h）

2コマ（4h）
2コマ（4h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。１講座１日または

数日完成の
超短期集中講座！

上記講座は2022年度の実施内容です。

科目 コマ数 講座内容神奈川県型 横浜市型

実践教職 2※ 人物試験に必要な教職教養の最低限の導入、教育時事と学習指導要領のポイントを押さえ、より説得力のある面接
においての回答、論作文の執筆に役立てます。

人物準備
願書作成 1※ 各自治体の選考方法とその対策法についてレクチャーします。

指導案作成 3 5
【神奈川県型】過去の神奈川県の模擬授業のテーマに基づき、実際に指導案を作成していただきます。
【横浜市型】一次試験当日に課題が示されるため、過去の指導案の課題条件を踏まえ、指導案を完成できるよう、仕
上げていきます。

個人面接 6 6
それぞれの自治体を志望する理由や過去の本試験の質問例をベースに1人１回実践していただき、自身の回答につい
ての改善ポイントをアドバイスしていきます。また、他の受講生の実践風景を見ることで、自身の面接の質を高めるこ
とが出来ます。

模擬授業 6 5
【神奈川県型】本コースの講義において作成した「指導案」をもとに、本試験同様に模擬授業を1人１回実践していた
だきます。※実践当日までに必要な教具はご用意ください。
【横浜市型】過去の試験に課されたテーマをもとに、受講生同士で面接官と受験者となり、何度も実践していきます。
その中で講師からのアドバイスを行っていきます。

論作文 3 3 それぞれの自治体における論作文の傾向を踏まえ、過去の本試験問題に沿って書き方を指導し、実際に執筆してい
ただきます。（添削あり）

対象自治体 講座名 実施コマ数
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市

指導案・模擬授業レクチャー 1コマ（2h）
実践力強化ゼミ教職教養・一般教養 各6コマ（12h）

個人面接基礎講座 2コマ（4h）
模擬授業基礎講座 2コマ（4h）

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

教育時事出題状況データ② 2018年6月閣議決定の 第三期教育振興基本計画  

2018年夏 筆記試験　出題自治体
岩手県、秋田県、熊本県、大分県

2019年夏 筆記試験　出題自治体
東京都、埼玉県、福井県、三重県、京都府、大阪府など多数

　　
※人物試験は多数の自治体で出題

27

通
学
コ
ー
ス



教育原理・教育法規のみで出題の半数を占める。教育原理・教育法規は 2 次試験の個人面接等で問われるなど
2次試験にもつながる必須度が高い科目である。近年は特に空欄補充問題が多くみられるため、条文・答申・報
告の重要キーワードをおさえることが重要。

【人文科学】は、国語、英語のみならず体育、音楽、図工、家庭分野からも出題される。【社会科学】は、出題範
囲は広いが中学レベルの知識で対応できるため、基礎知識を把握しておきたい。【自然科学】は、例年理科分野
からは、物理、化学、生物、地学から 1 題出題される。数学は、図形問題が頻出だが中学～高校 1 年生レベル
の知識で解ける問題のため公式をおさえ、多く演習しておきたい。

【埼玉県】校種によって実施形式や内容が異なるため、各校種に応じた対策が必要。教師としての資質・適性、
生徒指導力を問うテーマを多く扱う。【さいたま市】1 次試験から集団面接が課されるため早期からの人物試験
対策が必要。

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

埼玉県・さいたま市　試験概要

教職教養試験

一般教養試験

人 物 試 験

傾向分析

的中問題

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　埼玉県・さいたま市共通
教職教養　問題34

次は、「地方公務員法　第三十六条」の一部です。
文中の（　①　）　、（　②　）にあてはまる語句
の組み合わせとして正しいものを、下の1～4
の中から1つ選びなさい。

　職員は、（　①　）の結成に関与し、若しくは
これらの団体の（　②　）となつてはならず、又
はこれらの団体の構成員となるように、若しくは
ならないように勧誘運動をしてはならない。

1　①　法人その他の非営利団体　　②　一員
2　①　法人その他の非営利団体　　②　役員
3　①　政党その他の政治的団体　　②　一員
4　①　政党その他の政治的団体　　②　役員

正答　4

2022年度　県別直前対策テキスト（埼玉）
教育法規　問題34

次は、「地方公務員法　第三十六条」の一部です。
（　①　）、（　②　）に入る語句の組み合わせと
して正しいものを、下の1～4の中から1つ選
びなさい。

職員は、（　①　）し、若しくはこれらの団体の
役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成
員となるように、若しくはならないように（　②
　）をしてはならない。

1　①　特定の内閣を支持　②　政治的行為　　
2　①　特定の内閣を支持　②　勧誘運動　　　
3　①　政党その他の政治　②　勧誘運動
　　　  的団体の結成に関与　　　　　　　
4　①　政党その他の政治　②　政治的行為
　　　  的団体の結成に関与　　　　

正答　3

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

埼玉県・さいたま市　一般選考対策コース　現役生部・全日制

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像でご受講いただけます。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[33コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）STEP1
現役生部・全日制：2022年10月9日（日）～2023年1月22日（日）　
日曜 9:30～16:30講義時間　

平日 10:00～17:00講義時間　

実施期間　

県別対策　[埼玉県志望：23コマ／さいたま市志望21コマ ]（2月生はここからスタート）STEP2

STEP3

現役生部・全日制：2023年2月13日（月）～3月17日（金）　実施期間　

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

埼玉県
・

さいたま市

実践！論作文ゼミ 3コマ（6h）
実践！場面指導ゼミ 2コマ（4h）
実践！集団討論ゼミ 3コマ（6h）
願書作成のポイント 1コマ（2h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

さいたま市志望の方は、集団討論の講義は対象外となります。 

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

合計 66 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得してい
きます。

実施期間
県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［12コマ］

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

大宮校 埼玉県・さいたま市 教職教養・一般教養 12コマ（24h）
上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

開講校舎 10月生 11月生 12月生 2月生

現役生部・
全日制 大宮校 10月9日（日） 11月13日（日） 12月11日（日） 2023年

2月13日（月）

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 8 教育心理 3 自然科学 6

教育法規 5 教育史 2 社会科学 4

1 教育時事 1 人文科学 3情報化・ICTの活用

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

平日
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

埼玉県等
過去問
演習

教育原理 1 頻出の生徒指導などを中心に押さえます。

人物試験
対策

集団討論（※） 2 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必要か、座
学形式でレクチャーします。

教育法規 1 教育基本法・教職員の法規などを中心に押さえ
ます。 論作文 3 「教師論」や「教育論」等多様なテーマで出題された過去問

を使用しながら、実際に書いていただきます（添削あり）

教育心理 1 「人物名－業績」をセットで覚えることが重要な
ため、キーワードを中心に押さえます。

場面指導
集団面接 2 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必要

か、座学形式でレクチャーします。

教育史 1 西洋教育史は思想家、日本教育史は教育施設、教
育制度に関する知識を中心に押えます。 個人面接 4 志望動機や生徒指導など過去の本試験の質問例をベー

スに、受講生一人ひとりに対し面接練習を行います。

社会科学 1 地理は「データでみる県勢」、日本史は資料を中
心に使用し、頻出分野を押えます。 自治体特色 1 埼玉県・さいたま市の教育ビジョンや教育施策を押さ

えます。

自然科学 1 苦手意識を持つ分野を、数学は数と式、関数など
頻出分野を中心に押えます。 願書作成 1

出願時に提出し、二次選考での面接まで残る願書を、
好印象が残せる志望理由・自己PRの書き方をレク
チャーします（添削あり）。

人文科学 1 漢字、文学史や保健体育分野など頻出分野に関
する知識を中心に押えます。

ICT端末
活用法 1 実際の指導においてICTを活用するために必要なソフ

ト・アプリの種類と、その活用法をレクチャーします。
ICT端末を
使った模擬
授業・講義
配信

2
ＩＣＴ端末を活用しての模擬授業を行い、その後に疑問
点・問題点をディスカッションしたり、疑問点・問題点解
決のための調べ学習を行います。
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教育原理・教育法規のみで出題の半数を占める。教育原理・教育法規は 2 次試験の個人面接等で問われるなど
2次試験にもつながる必須度が高い科目である。近年は特に空欄補充問題が多くみられるため、条文・答申・報
告の重要キーワードをおさえることが重要。

【人文科学】は、国語、英語のみならず体育、音楽、図工、家庭分野からも出題される。【社会科学】は、出題範
囲は広いが中学レベルの知識で対応できるため、基礎知識を把握しておきたい。【自然科学】は、例年理科分野
からは、物理、化学、生物、地学から 1 題出題される。数学は、図形問題が頻出だが中学～高校 1 年生レベル
の知識で解ける問題のため公式をおさえ、多く演習しておきたい。

【埼玉県】校種によって実施形式や内容が異なるため、各校種に応じた対策が必要。教師としての資質・適性、
生徒指導力を問うテーマを多く扱う。【さいたま市】1 次試験から集団面接が課されるため早期からの人物試験
対策が必要。

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

埼玉県・さいたま市　試験概要

教職教養試験

一般教養試験

人 物 試 験

傾向分析

的中問題

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　埼玉県・さいたま市共通
教職教養　問題34

次は、「地方公務員法　第三十六条」の一部です。
文中の（　①　）　、（　②　）にあてはまる語句
の組み合わせとして正しいものを、下の1～4
の中から1つ選びなさい。

　職員は、（　①　）の結成に関与し、若しくは
これらの団体の（　②　）となつてはならず、又
はこれらの団体の構成員となるように、若しくは
ならないように勧誘運動をしてはならない。

1　①　法人その他の非営利団体　　②　一員
2　①　法人その他の非営利団体　　②　役員
3　①　政党その他の政治的団体　　②　一員
4　①　政党その他の政治的団体　　②　役員

正答　4

2022年度　県別直前対策テキスト（埼玉）
教育法規　問題34

次は、「地方公務員法　第三十六条」の一部です。
（　①　）、（　②　）に入る語句の組み合わせと
して正しいものを、下の1～4の中から1つ選
びなさい。

職員は、（　①　）し、若しくはこれらの団体の
役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成
員となるように、若しくはならないように（　②
　）をしてはならない。

1　①　特定の内閣を支持　②　政治的行為　　
2　①　特定の内閣を支持　②　勧誘運動　　　
3　①　政党その他の政治　②　勧誘運動
　　　  的団体の結成に関与　　　　　　　
4　①　政党その他の政治　②　政治的行為
　　　  的団体の結成に関与　　　　

正答　3

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

埼玉県・さいたま市　一般選考対策コース　現役生部・全日制

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像でご受講いただけます。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[33コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）STEP1
現役生部・全日制：2022年10月9日（日）～2023年1月22日（日）　
日曜 9:30～16:30講義時間　

平日 10:00～17:00講義時間　

実施期間　

県別対策　[埼玉県志望：23コマ／さいたま市志望21コマ ]（2月生はここからスタート）STEP2

STEP3

現役生部・全日制：2023年2月13日（月）～3月17日（金）　実施期間　

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

埼玉県
・

さいたま市

実践！論作文ゼミ 3コマ（6h）
実践！場面指導ゼミ 2コマ（4h）
実践！集団討論ゼミ 3コマ（6h）
願書作成のポイント 1コマ（2h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

さいたま市志望の方は、集団討論の講義は対象外となります。 

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

合計 66 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得してい
きます。

実施期間
県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［12コマ］

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

大宮校 埼玉県・さいたま市 教職教養・一般教養 12コマ（24h）
上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

開講校舎 10月生 11月生 12月生 2月生

現役生部・
全日制 大宮校 10月9日（日） 11月13日（日） 12月11日（日） 2023年

2月13日（月）

日曜
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 8 教育心理 3 自然科学 6

教育法規 5 教育史 2 社会科学 4

1 教育時事 1 人文科学 3情報化・ICTの活用

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

平日
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

埼玉県等
過去問
演習

教育原理 1 頻出の生徒指導などを中心に押さえます。

人物試験
対策

集団討論（※） 2 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必要か、座
学形式でレクチャーします。

教育法規 1 教育基本法・教職員の法規などを中心に押さえ
ます。 論作文 3 「教師論」や「教育論」等多様なテーマで出題された過去問

を使用しながら、実際に書いていただきます（添削あり）

教育心理 1 「人物名－業績」をセットで覚えることが重要な
ため、キーワードを中心に押さえます。

場面指導
集団面接 2 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必要

か、座学形式でレクチャーします。

教育史 1 西洋教育史は思想家、日本教育史は教育施設、教
育制度に関する知識を中心に押えます。 個人面接 4 志望動機や生徒指導など過去の本試験の質問例をベー

スに、受講生一人ひとりに対し面接練習を行います。

社会科学 1 地理は「データでみる県勢」、日本史は資料を中
心に使用し、頻出分野を押えます。 自治体特色 1 埼玉県・さいたま市の教育ビジョンや教育施策を押さ

えます。

自然科学 1 苦手意識を持つ分野を、数学は数と式、関数など
頻出分野を中心に押えます。 願書作成 1

出願時に提出し、二次選考での面接まで残る願書を、
好印象が残せる志望理由・自己PRの書き方をレク
チャーします（添削あり）。

人文科学 1 漢字、文学史や保健体育分野など頻出分野に関
する知識を中心に押えます。

ICT端末
活用法 1 実際の指導においてICTを活用するために必要なソフ

ト・アプリの種類と、その活用法をレクチャーします。
ICT端末を
使った模擬
授業・講義
配信

2
ＩＣＴ端末を活用しての模擬授業を行い、その後に疑問
点・問題点をディスカッションしたり、疑問点・問題点解
決のための調べ学習を行います。
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埼玉県・さいたま市　一般選考対策コース　日曜部 パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

日曜部・夜間部

STEP2

土日部
科目 コマ数 講座内容

土日 9:30 16:30講義時間　

県別対策基礎・演習講座　[埼玉県志望25コマ／さいたま市志望24コマ ]
STEP1

土日部：2023 4 8 6 11実施期間　

基礎定着講座（P.16）の内
容に埼玉エリアの過去問題
演習も加えて必要な知識を
集中的に習得していきます。

埼玉県・さいたま市 一般選考対策コース 土日部
※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 4月生

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。
　実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像で受講いただけます。
※12月生開講日以降にご入会を希望される方は、大宮校までご相談ください。
※日曜部は日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 10月生 11月生 12月生

日曜部 大宮校 10月9日（日） 11月13日（日） 12月11日（日）

日曜部
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 8 教育心理 3 自然科学 6

教育法規 5 教育史 2 社会科学 4

1 教育時事 1 人文科学 3

日曜 9:30～16:30講義時間　

基礎定着講座　[33コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）
STEP1

日曜部：2022年10月9日（日）～2023年1月22日（日）実施期間　

合計 66 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得してい
きます。

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

情報化・ICTの活用

さいたま市志望の方は、集団討論の講義は対象外となります。 

※さいたま市志望の方は、集団討論の講義は対象外となります。
日曜 9:30～16:30講義時間　
日曜部：2023年1月22日（日）～3月19日（日）

県別対策　[埼玉県志望：13コマ／さいたま市志望12コマ ]
STEP2

実施期間　

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

埼玉県
・

さいたま市

実践！論作文ゼミ 3コマ（6h）
実践！場面指導ゼミ 2コマ（4h）
実践！集団討論ゼミ 3コマ（6h）
願書作成のポイント 1コマ（2h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［12コマ］
追加選択

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
大宮校 埼玉県・さいたま市 教職教養・一般教養 12コマ（24h）

上記講座は 2022 年度の実施内容。2023 年度は変更の場合あり。 

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

土日部
科目 コマ数 科目 コマ数

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［12コマ］
実施期間 2023 6 17 6 25
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

上記講座は 2022 年度の実施内容。2023 年度は変更の場合あり。 

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

日曜部
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

埼玉県等
過去問
演習

教育原理 1 頻出の生徒指導などを中心に押さえます。

人物試験
対策

集団討論（※） 1 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必要か、座
学形式でレクチャーします。

教育法規 1 教育基本法・教職員の法規などを中心に押さえ
ます。 論作文 2 「教師論」や「教育論」等多様なテーマで出題された過去問

を使用しながら、実際に書いていただきます（添削あり）

教育心理 1 「人物名－業績」をセットで覚えることが重要な
ため、キーワードを中心に押さえます。 場面指導

集団面接 1 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必要
か、座学形式でレクチャーします。教育史 1 西洋教育史は思想家、日本教育史は教育施設、教

育制度に関する知識を中心に押えます。

社会科学 1 地理は「データでみる県勢」、日本史は資料を中
心に使用し、頻出分野を押えます。 自治体特色 1 埼玉県・さいたま市の教育ビジョンや教育施策を押さ

えます。
自然科学 1 苦手意識を持つ分野を、数学は数と式、関数など

頻出分野を中心に押えます。 願書作成 1
出願時に提出し、二次選考での面接まで残る願書を、
好印象が残せる志望理由・自己PRの書き方をレク
チャーします（添削あり）。人文科学 1 漢字、文学史や保健体育分野など頻出分野に関

する知識を中心に押えます。 視聴期間

一般教養オプション講座（自然科学・社会科学・人文科学）
追加選択

2023 4 6
一般教養の講義を映像視聴で学習していただけます。苦手科目のみの受講も可能です。

受講科目 コマ数 受講料

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

開講校舎 1月生 4月生

日曜部 大宮校 2023年
1月8日（日）

2023年
4月9日（日）
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埼玉県・さいたま市　一般選考対策コース　日曜部 パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照

日曜部・夜間部

STEP2

土日部
科目 コマ数 講座内容

人物試験対策

場面指導
集団面接 1 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必が必が 要か、座学形式でレクチャーします。

1 過去の出題例から、どのような事前準備・対策が必が必が 要か、座学形式でレクチャーします。

論作文 2 「教師論」や「教育論」等多様なテーマで出題された過去問を使用しながら、実際に書いていただきます（添削あり）。

自治体特色 1 埼玉県・さいたま市の教育ビジョンや教育施策を押さえます。

土日 9:30～16:30講義時間　

県別対策基礎・演習講座　[埼玉県志望25コマ／さいたま市志望24コマ ]
STEP1

土日部：2023年4月8日（土）～6月11日（日）実施期間　

基礎定着講座（P.16）の内
容に埼玉エリアの過去問題
演習も加えて必要な知識を
集中的に習得していきます。

埼玉県・さいたま市 一般選考対策コース 土日部
※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 4月生

土日部 大宮校 2023年
4月8日（土）

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。
　実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

集団討論（※）

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像で受講いただけます。
※12月生開講日以降にご入会を希望される方は、大宮校までご相談ください。
※日曜部は日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 10月生 11月生 12月生

日曜部
科目 コマ数 科目 コマ数 科目 コマ数

日曜 9:30 16:30講義時間　

基礎定着講座　[33コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）
STEP1

日曜部：2022 10 9 2023 1 22実施期間　

合計 66 時間の講義時間を
使い、教養試験攻略に必要
な知識を確実に習得してい
きます。

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

さいたま市志望の方は、集団討論の講義は対象外となります。 

※さいたま市志望の方は、集団討論の講義は対象外となります。
日曜 9:30 16:30講義時間　
日曜部：2023 1 22 3 19

県別対策　[埼玉県志望：13コマ／さいたま市志望12コマ ]
STEP2

実施期間　

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［12コマ］
追加選択

2023 6 17 6 25
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

上記講座は 2022 年度の実施内容。2023 年度は変更の場合あり。 

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

土日部
科目 コマ数 科目 コマ数
教育原理

（学習指導要領含む） 8 教育心理 3 

教育法規 5 教育史 2 

情報化・ICTの活用 1 教育時事 1

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》［12コマ］
実施期間 2023年6月17日（土）～6月25日（日）　
開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
大宮校 埼玉県・さいたま市 教職教養・一般教養 12コマ（24h）

上記講座は 2022 年度の実施内容。2023 年度は変更の場合あり。 

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

埼玉県
・

さいたま市

実践！論作文ゼミ 3コマ（6h）
実践！場面指導ゼミ 2コマ（4h）
実践！集団討論ゼミ 3コマ（6h）
願書作成のポイント 1コマ（2h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

日曜部
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

視聴期間

一般教養オプション講座（自然科学・社会科学・人文科学）
追加選択

2023年4月～6月末日
一般教養の講義を映像視聴で学習していただけます。苦手科目のみの受講も可能です。

受講科目 コマ数 受講料
自然科学・社会科学・人文科学 13コマ（26h） 26,000円

自然科学 6コマ（12h） 15,600円
社会科学 4コマ（8h） 10,400円
人文科学 3コマ（6ｈ） 7,7,7800円

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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埼玉県・さいたま市　特例受験対策コース　日曜部

人 物 試 験

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　千葉県・千葉市
教養試験　問題12
次の文章は，「千葉県・千葉市教員等育成指標（リー
フレット）」（平成３０年３月　千葉県教育委員会）
の，「教員等が身に付けるべき資質能力の４つの
柱」のうちの「チーム学校を支える資質能力と
は？」に関するものである。文章中の (a)～ (c)
にあてはまる語句の組合せとして，最も適当なも
のを選びなさい。
(a) の実現に向け，(b) を確実に実施するととも
に，組織の一員として (c) を支える力となり，他
の教職員と連携・調整しながら，自分の役割を果
たそうとする姿勢が必要となります。また，校内
研修体制づくりや地域とともに歩む学校づくりに
それぞれの立場から積極的に取り組む力が求めら
れます。
① a　男女共同参画社会 b　教育課程 c　子供
② a　学校教育目標  b　教育課程 c　学校運営
③ a　地域共生社会 b　教育課程 c　子供
④ a　学校教育目標 b　教材研究 c　学校運営
⑤ a　地域共生社会 b  教材研究 c　暮らし

正答　②

2022年度　県別直前対策テキスト（千葉）
教育時事　問題8・問１
次の文章は、「千葉県・千葉市教員等育成指標（リー
フレット）」（平成30年３月　千葉県教育委員会）
の「チーム学校を支える指導能力とは？」に関す
るものである。文章中の（ａ）～（ｃ）にあては
まる語句の組合せとして、最も適当なものを選び
なさい。
学校教育目標の実現に向け、（ａ）を確実に実施
するとともに、組織の一員として学校運営を支え
る力となり、（ｂ）と連携・調整しながら、自分
の役割を果たそうとする姿勢が必要となります。
また、校内研修体制づくりや（ｃ）学校づくりに
それぞれの立場から積極的に取り組む力が求めら
れます。
①　ａ　教科指導 ｂ　保護者 ｃ　地域を支援する
②　ａ　教育課程 ｂ　他の教職員 ｃ　地域とともに歩む
③　ａ　校務分掌 ｂ　保護者 ｃ　地域とともに歩む
④　ａ　教育課程 ｂ　教育委員会 ｃ　地域を核とした
⑤　ａ　教科指導 ｂ　他の教職員 ｃ　地域を核とした

正答　⑤

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

教職教養試験

日曜部・夜間部

埼玉県・さいたま市の特例試験受験者を対象とした人物試験対策を実施します。

日曜 9:30～16:30講義時間　

（１月生）2023年1月8日（日）～3月26日（日）
（4月生）2023年4月9日（日）～6月25日（日）

実施期間　

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023年3月18日（土）～6月25日（日）　
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

埼玉県
・

さいたま市

実践！論作文ゼミ 3コマ（6h）
実践！場面指導ゼミ 2コマ（4h）
実践！集団討論ゼミ 3コマ（6h）
願書作成のポイント 1コマ（2h）

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます
　（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 1月生 4月生

日曜部 大宮校 2023年
1月8日（日）

2023年
4月9日（日）

科目

コマ数

講座内容埼玉県 さいたま市小中養栄 高・特
１月生 ４月生 １月生 ４月生 １月生 ４月生

実践教職 2 2 2 2 2 2 本コース受講にあたって最低限必要な理論をレクチャーします。

教育時事 1 1 1 1 1 1 答申を中心に近年の教育の根本的な指針を押さえます。

願書作成 1 － 1 － 1 － 出願時に提出し、二次選考での面接まで残る願書を、好印象が残せる志望理由・自己PRの書き方をレク
チャーします（添削あり）

個人面接 5 5 5 5 5 5 志望動機や生徒指導など過去の本試験の質問例をベースに、受講生一人一人一 ひとりに対し面接練習を行いま
す。

集団討論 5 5 5 5 － － 過去の本試験の質問例をベースに、受講生同士で討論していただき、その後講師より講評を述べさせてい
ただきます。

集団面接 2 2 2 2 2 2 過去の本試験の質問例をベースに、受講生に20分実践形式で話していただき、その後１人１分意見　
を述べていただきます。

場面指導 2 2 － － － － 過去の埼玉県の本試験の質問例をベースに実践し、その後受講生に解決策・ポイントを説明いたします。

論作文 5 5 5 5 5 5 「教師論」や「教育論」等多様なテーマで出題された過去問を使用しながら、実際に書いていただきます
（添削有）

自治体特色 1 1 1 1 1 1 埼玉県・さいたま市の教育ビジョンや教育施策を押さえます。

※「願書作成」は１月生のみ実施となります。
１月生　◆埼玉県 （小中養栄） [24コマ ]　　◆埼玉県 （高・特） [22コマ ]　　◆さいたま市  [17コマ ]
４月生　◆埼玉県 （小中養栄） [23コマ ]　　◆埼玉県 （高・特） [21コマ ]　　◆さいたま市  [16コマ ]
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埼玉県・さいたま市　特例受験対策コース　日曜部

教育原理に関する出題数が全体の 3 分の 2 以上を占めている。教育原理では主に学習指導要領、生徒指導、人
権教育、特別支援教育、学校と学級の運営、教育時事と幅広く出題されている。中でも例年出題数が多いのが
学習指導要領、生徒指導、教育時事である。ご当地問題については、千葉県教育委員会が作成している資料な
どからの出題が多数であることから、教育委員会のホームページに掲載される資料については試験直前まで目
を通しておくべきである。また、教育時事からも多数出題があることを踏まえ、国の施策や動向にも注視して
学習を進めておきたい。

集団面接（討議）については、人間性や教員としての資質・能力が評価されるため、他者と協調して課題に取
り組むことができるか、課題に対して熱意をもって取り組む姿勢が求められる。個別面接では、集団面接と同様、
人間性や教員としての資質・能力だけでなく、指導力も問われることから、短時間でパーソナリティを発揮で
きるかがポイントとなる。模擬授業においては、児童・生徒への発問含め指導力が特に問われる試験である以上、
個々の授業力を最大限に発揮できるように努める必要がある。

千葉県・千葉市　試験概要

人 物 試 験

傾向分析

的中問題

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　千葉県・千葉市
教養試験　問題12
次の文章は，「千葉県・千葉市教員等育成指標（リー
フレット）」（平成３０年３月　千葉県教育委員会）
の，「教員等が身に付けるべき資質能力の４つの
柱」のうちの「チーム学校を支える資質能力と
は？」に関するものである。文章中の (a)～ (c)
にあてはまる語句の組合せとして，最も適当なも
のを選びなさい。
(a) の実現に向け，(b) を確実に実施するととも
に，組織の一員として (c) を支える力となり，他
の教職員と連携・調整しながら，自分の役割を果
たそうとする姿勢が必要となります。また，校内
研修体制づくりや地域とともに歩む学校づくりに
それぞれの立場から積極的に取り組む力が求めら
れます。
① a　男女共同参画社会 b　教育課程 c　子供
② a　学校教育目標  b　教育課程 c　学校運営
③ a　地域共生社会 b　教育課程 c　子供
④ a　学校教育目標 b　教材研究 c　学校運営
⑤ a　地域共生社会 b  教材研究 c　暮らし

正答　②

2022年度　県別直前対策テキスト（千葉）
教育時事　問題8・問１
次の文章は、「千葉県・千葉市教員等育成指標（リー
フレット）」（平成30年３月　千葉県教育委員会）
の「チーム学校を支える指導能力とは？」に関す
るものである。文章中の（ａ）～（ｃ）にあては
まる語句の組合せとして、最も適当なものを選び
なさい。
学校教育目標の実現に向け、（ａ）を確実に実施
するとともに、組織の一員として学校運営を支え
る力となり、（ｂ）と連携・調整しながら、自分
の役割を果たそうとする姿勢が必要となります。
また、校内研修体制づくりや（ｃ）学校づくりに
それぞれの立場から積極的に取り組む力が求めら
れます。
①　ａ　教科指導 ｂ　保護者 ｃ　地域を支援する
②　ａ　教育課程 ｂ　他の教職員 ｃ　地域とともに歩む
③　ａ　校務分掌 ｂ　保護者 ｃ　地域とともに歩む
④　ａ　教育課程 ｂ　教育委員会 ｃ　地域を核とした
⑤　ａ　教科指導 ｂ　他の教職員 ｃ　地域を核とした

正答　⑤

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

教職教養試験

日曜部・夜間部

埼玉県・さいたま市の特例試験受験者を対象とした人物試験対策を実施します。

日曜 9:30 16:30講義時間　

（１月生）2023 1 8 3 26
（4月生）2023 4 9 6 25

実施期間　

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022 年度の開講講座数（2023 年度は変更の場合あり）]
追加選択

2023 3 18 6 25
１講座１日または
数日完成の
超短期集中講座！

対象自治体 講座名 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容です。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます
　（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 1月生 4月生

科目

コマ数

講座内容埼玉県 さいたま市小中養栄 高・特
１月生 ４月生 １月生 ４月生 １月生 ４月生

※「願書作成」は１月生のみ実施となります。
１月生　◆埼玉県 （小中養栄） [24コマ ]　　◆埼玉県 （高・特） [22コマ ]　　◆さいたま市  [17コマ ]
４月生　◆埼玉県 （小中養栄） [23コマ ]　　◆埼玉県 （高・特） [21コマ ]　　◆さいたま市  [16コマ ]
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入
会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

千葉県・千葉市　人物試験対策コース　日曜部
千葉県・千葉市に対応した人物試験対策を実施します。（特例選考対象者、人物試験対策のみ希望者ともに受講できます。）

開講校舎 5月生1月生

（1月生）　2023 1 22 3 12
（5月生）　2023 5 28 6 11

実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　

日曜部
科目 コマ数 講座内容

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像で受講いただけます（県別対策受講への基礎内容となりますので必ずご視聴ください）。
※12月生開講日以降にご入会を希望される方は、津田沼校までご相談ください。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[15コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）
STEP1

日曜部：2022年10月16日（日）～2023年1月22日（日）実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　
合計 30 時間の講義時間を
使い、教職教養試験攻略に
必要な知識を確実に習得し
ていきます。

開講校舎 10月生 11月生 12月生

日曜部 津田沼校 10月16日（日） 11月13日（日） 12月11日（日）

日曜 9:30～16:30講義時間　

県別対策　[15コマ ]
STEP2

日曜部：2023年1月22日（日）～3月12日（日）実施期間　

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

日曜部
科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理（学習指導要領含む） 8 教育法規 5

情報化・ICTの活用 1 教育時事 1

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》
追加選択

2023年6月18日（日）・6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

津田沼校 千葉県・千葉市 教職教養 6コマ（12h）
上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

日曜部
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

千葉県
千葉市
過去問
演習

教育原理
（学習指導
要領含む）

4
千葉県・千葉市で頻出の教育原理について、
学習指導要領では主に、「総則」や「道徳」、
教育原理全般では「生徒指導」や「特別支援教
育」などを掘り下げて学習していきます。

人物試験
対策

面接カード
作成 1 各自が作成した「自己アピーピーピ ル」及び「志望の理由」

について個別に添削指導します。

教育法規 1 教育の目的や目標、児童生徒及び教職員に係
る法令等の重点事項をまとめます。 集団討論

個別面接 2

集団討論…予想される課題について集団討議を実施
していただき、その後に講師が講評します。
個別面接…講師が行う想定質問について、各自の
考えを発表していただき、その後に講師が講評しま
す。

教育時事 1 毎年のように出題される国の教育施策につい
て、中教審答申等の重要事項をまとめます。

人物試験
対策

自治体特色 1

主に千葉県教育委員会から発出される施策につ
いて、過去の出題内容も踏まえて取り扱います。
また、「面接カードレクチャー」「人物対策ガイダ
ンス」と並行して受講することにより志望理由を
書くための準備にもつながります。

模擬授業 3
教科指導や自立活動について模擬授業を実施し、講
師が面接官役としての位置づけでレクチャー・指導し
ます。

面接カード
レクチャー 1

出願時に必須の志願書内の「志望の理由」や
面接カード内の「自己アピーピーピ ル」についての書
き方を指導します。

人物対策
ガイダンス 1

1次試験で課される「集団面接（討議）」や2 次試験の
「個別面接」「模擬授業」の準備や心構えについて指
導します。

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

教育時事出題状況データ③ 2021年1月発令 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

2021年夏 筆記試験　出題自治体
北海道・札幌市、岩手県、山形県、秋田県、茨城県、山梨県、長野県、静岡県・静岡市、富山県、三重県、滋賀県、
京都府、兵庫県、奈良県、福岡県・福岡市・北九州市（2問）、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

千葉県・千葉市　一般選考対策コース　日曜部

１講座１日または
数日完成 の 
超短期集中講座！ 

上記講座は 2022 年度の実施内容です。 

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2022年3月18日（土）～6月25日（日）　
対象自治体 講座名 実施コマ数

千葉県
千葉市

千葉県・千葉市頻出！教育原理・
時事攻略ゼミ 5コマ（10h）

集団面接・集団討議実践ゼミ 2コマ（4h）

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

１講座１日または
数日完成 の 
超短期集中講座！ 

上記講座は 2022 年度の実施内容です。 

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2022 3 18 6 25
対象自治体 講座名 実施コマ数

土曜部
科目 コマ数 科目 コマ数

教育原理
（学習指導要領含む） 8

教育心理 3

教育史 2

教育法規 5 教育時事 1
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入
会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

千葉県・千葉市　人物試験対策コース　日曜部
千葉県・千葉市に対応した人物試験対策を実施します。（特例選考対象者、人物試験対策のみ希望者ともに受講できます。）

開講校舎 5月生

日曜部 津田沼校 2023年
5月28日（日）

1 月生
2023年

1月22日（日）

（1月生）　2023年1月22日（日）～3月12日（日）
（5月生）　2023年5月28日（日）～6月11日（日）

実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　

日曜部
科目 コマ数 講座内容

人物試験対策

自治体特色 1 主に千葉県教育委員会から発出される施策について、過去の出題内容も踏まえて取り扱います。また、「面接カード
レクチャー」「人物対策ガイダンス」と並行して受講することにより志望理由を書くための準備にもつながります。

面接カード
レクチャー 1 出願時に必須の志願書内の「志望の理由」や面接カード内の「自己アピーピーピ ル」についての書き方を指導します。

面接カード作成 1 実際に志願書内の「志望の理由」や面接カード内の「自己アピーピーピ ル」文を作成し、個々に修正すべき点を指導
します。

集団討論
個別面接 2

模擬授業 3 教科指導や自立活動について模擬授業を実施し、講師が面接官役としての位置づけでレクチャー・指導し
ます。

人物対策
ガイダンス 1 1次試験で課される「集団面接（討論）」や2次試験の「個別面接」「模擬授業」の準備や心構えについて指

導します。

「千葉県・千葉市の求める教員像として、○○についてとありますが、それはどのようなものだと思いますか」
（集団面接）「特別な配慮を必要とする児童・生徒を取り残さず、平等に教育の機会を提供するにはどうすべき
か、どのように行うべきかを皆さんで話し合ってください」（集団討論）＜テーマの一例＞のように、講師から
1つのテーマについて受講生の皆様に討議→講師からのレクチャーや指導を行います。

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。
※11月生以降の方は、既に終了している基礎定着講座をZoomレコーディング映像で受講いただけます（県別対策受講への基礎内容となりますので必ずご視聴ください）。
※12月生開講日以降にご入会を希望される方は、津田沼校までご相談ください。
※基礎定着講座は日により18：40終了となる場合がございます。

基礎定着講座　[15コマ ]　（10月生～12月生はここからスタート）
STEP1

日曜部：2022 10 16 2023 1 22実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　
合計 30 時間の講義時間を
使い、教職教養試験攻略に
必要な知識を確実に習得し
ていきます。

開講校舎 10月生 11月生 12月生

日曜 9:30 16:30講義時間　

県別対策　[15コマ ]
STEP2

日曜部：2023 1 22 3 12実施期間　

※「情報化・ICTの活用」講義は、3月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoomを使用したオンライン配信）。

日曜部
科目 コマ数 科目 コマ数

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》
追加選択

2023 6 18 6 25 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

日曜部
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

教育時事出題状況データ③ 2021年1月発令 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

2021年夏 筆記試験　出題自治体
北海道・札幌市、岩手県、山形県、秋田県、茨城県、山梨県、長野県、静岡県・静岡市、富山県、三重県、滋賀県、
京都府、兵庫県、奈良県、福岡県・福岡市・北九州市（2問）、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

※人物試験は多数の自治体で出題

千葉県・千葉市　一般選考対策コース　日曜部

１講座１日または
数日完成 の 
超短期集中講座！ 

上記講座は 2022 年度の実施内容です。 

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2022 3 18 6 25
対象自治体 講座名 実施コマ数

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

１講座１日または
数日完成 の 
超短期集中講座！ 

上記講座は 2022 年度の実施内容です。 

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2022年3月18日（土）～6月25日（日）　
対象自治体 講座名 実施コマ数

千葉県
千葉市

千葉県・千葉市頻出！教育原理・
時事攻略ゼミ 5コマ（10h）

集団面接・集団討議実践ゼミ 2コマ（4h）
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県別対策　[15コマ ]　・ 基礎定着講座［1コマ］
STEP1

日曜部：2023年4月9日（日）～6月11日（日）実施期間　

日曜 9:30～16:30講義時間　

合計 32 時間の講義時間を使
い、千葉県・千葉市の過去問
題演習と人物試験対策を中
心に必要な知識を集中的に習
得していきます。

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》 ［6 コマ］ 
STEP2

2023年6月18日（日）～6月25日（日）実施期間　

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

教職教養試験

一般教養試験

人 物 試 験

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　新潟県　問題27　
新潟市　問題19

特別支援教育に関する記述として適切でないものは，次の１～
５のうちどれか。

１．特別支援学校とは，障害のある幼児児童生徒に対して，幼
稚園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施すと
ともに，障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を
図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校
である。

２．通級による指導とは，小学校，中学校，高等学校等において，
通常の学級に在籍し，通常の学級での学習におおむね参加
でき，一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して，障
害に応じた特別の指導を行う指導形態のことである。

３．幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等
教育学校及び特別支援学校等が行う，障害のある子供と障
害のない子供，あるいは地域の障害のある人とが触れ合い，
共に活動する交流及び共同学習は，障害のある子供にとっ
ても，障害のない子供にとっても，経験を深め，社会性を養
い，豊かな人間性を育むとともに，お互いを尊重し合う大切
さを学ぶ機会となるなど，大きな意義を有する。

４．特別支援学級は，小学校・中学校の学習指導要領に沿って
教育が行われることから，特別の教育課程は編成できない。

５．インクルーシブ教育システムとは，人間の多様性の尊重等
の強化，障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度ま
で発達させ，自由な社会に効果的に参加することを可能と
するとの目的の下，障害のある者と障害のない者が共に学
ぶ仕組みである。

正答：4

2022年度　県別対策テキスト（新潟）
問題15

特別支援教育における教育課程の編成に関する説明
として適切でないものを，次の１～４のうちから１
つ選びなさい。

１．特別支援学校では，幼稚園，小学校，中学校，
高等学校に準ずる教育を行うとともに，障害に基
づく種々の困難を改善・克服するために、「自立
活動」という特別な指導領域が設けられている。

２．特別支援学級は，基本的には，小学校・中学校
の学習指導要領に沿って教育が行われるが，子
どもの実態に応じて，特別支援学校の学習指導要
領を参考として特別の教育課程も編成できるよう
になっている。

３．通級による指導は，障害の状態に応じた特別の
指導（自立活動の指導等）を特別の指導の場（通
級指導教室）で行うことから，特別支援学級の教
育課程に加え，又はその一部に替えた特別の教
育課程を編成することができるようになってい
る。

４．通常の学級に在籍する障害のある子どもについ
ては，その実態に応じ，指導内容や指導方法を工
夫することとされている。

正答：3

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講
座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎

日曜部 津田沼校

4 月生
2023年

4月9日（日）

日曜部
科目 コマ数 講座内容

千葉県
千葉市
過去問演習

教育原理（学習
指導要領含む） 4 千葉県・千葉市で頻出の教育原理について、学習指導要領では主に、「総則」や「道徳」、教育原理全般では「生徒指

導」や「特別支援教育」などを掘り下げて学習していきます。

教育法規 1 教育の目的や目標、児童生徒及び教職員に係る法令等の重点事項をまとめます。

教育時事 1 毎年のように出題される国の教育施策について、中教審答申等の重要事項をまとめます。

人物試験対策

自治体特色 1
主に千葉県教育委員会から発出される施策について、過去の出題内容も踏まえて取り扱います。
また、「面接カードレクチャー」「人物対策ガイダンス」と並行して受講することにより志望理由を書くための準
備にもつながります。

面接カード
レクチャー 1 出願時に必須の志願書内の「志望の理由」や面接カード内の「自己アピーピーピ ル」についての書き方を指導しま

す。

面接カード
作成 1 実際に志願書内の「志望の理由」や面接カード内の「自己アピーピーピ ル」文を作成し、個々に修正すべき点を指導

します。

集団討論
個別面接 2

模擬授業 3 教科指導や自立活動について模擬授業を実施し、講師が面接官役としての位置づけでレクチャー・指導し
ます。

人物対策
ガイダンス 1 1次試験で課される「集団面接（討議）」や2 次試験の「個別面接」「模擬授業」の準備や心構えについて指

導します。

基礎定着講座 情報化・ICTの
活用 1 ※「情報化・ICTの活用」講義は、3 月中旬に全コース合同で実施いたします（Zoom を使用したオンライ

ン配信）。実施日以降にご入会いただいた方は、レコーディング映像をご視聴いただきます。

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数
津田沼校 千葉県・千葉市 教職教養 6コマ（12h）

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

「千葉県・千葉市の求める教員像として、○○についてとありますが、それはどのようなものだと思いま
すか」（集団面接）「特別な配慮を必要とする児童・生徒を取り残さず、平等に教育の機会を提供するには
どうすべきか、どのように行うべきかを皆さんで話し合ってください」（集団討論）＜テーマの一例＞のよ
うに、講師から 1つのテーマについて受講生の皆様に討議→講師からのレクチャーや指導を行います。

千葉県・千葉市　一般選考対策コース　日曜部

１講座１日または
数日完成 の 
超短期集中講座！ 

上記講座は 2022 年度の実施内容です。 

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2022年3月18日（土）～6月25日（日）　
対象自治体 講座名 実施コマ数

千葉県
千葉市

千葉県・千葉市頻出！
教育原理・時事攻略ゼミ 5コマ（10h）

集団面接・集団討議実践ゼミ 2コマ（4h）

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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県別対策　[15コマ ]　・ 基礎定着講座［1コマ］
STEP1

日曜部：2023 4 9 6 11実施期間　

日曜 9:30 16:30講義時間　

合計 32 時間の講義時間を使
い、千葉県・千葉市の過去問
題演習と人物試験対策を中
心に必要な知識を集中的に習
得していきます。

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》 ［6 コマ］ 
STEP2

2023 6 18 6 25実施期間　

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施 

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施 
追加選択

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

出題形式は正誤問題、穴埋めの組合せ問題が多い。教育原理、教育法規の出題数が多く例年6～8題出題される。
「いじめ」「体罰」「特別支援」「道徳教育」「研修」「懲戒」「学校安全」など、人物試験においてもよく問われる重
要な分野からの出題が多い。新潟市では2020年夏実施試験より、独自に教職教養の記述式問題が出題されている。

例年、国語・社会・数学・理科・英語の主要 5 教科から約 8 割（12 問程度）出題され、情報・芸術・体育のい
ずれかから数題出題される。英語の長文問題は出題されず、社会、理科は教科の知識のほか一般常識も出題さ
れる。数学は論理的思考力を問う問題が近年増えつつある。

新潟県・新潟市とも論作文試験が廃止され、新潟県は個人面接 2 回のみ、新潟市は個人面接・模擬授業・場面
指導が課される。
新潟県…学習指導に関する質問、生徒指導に関する質問では教職教養の知識をベースとした具体的かつ深みの
ある回答が求められる。
新潟市…模擬授業では授業の途中から（既習範囲や発問の指定がある）実施するパターンが多く対応力が求め
られる。

新潟県・新潟市　試験概要

教職教養試験

一般教養試験

人 物 試 験

傾向分析

的中問題

問題的中!!問題的中!!
2022年度（2021年夏実施）本試験

※下記は一例です。他にも多数の問題が的中しています。

2022年度　新潟県　問題27　
新潟市　問題19

特別支援教育に関する記述として適切でないものは，次の１～
５のうちどれか。

１．特別支援学校とは，障害のある幼児児童生徒に対して，幼
稚園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施すと
ともに，障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を
図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校
である。

２．通級による指導とは，小学校，中学校，高等学校等において，
通常の学級に在籍し，通常の学級での学習におおむね参加
でき，一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して，障
害に応じた特別の指導を行う指導形態のことである。

３．幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等
教育学校及び特別支援学校等が行う，障害のある子供と障
害のない子供，あるいは地域の障害のある人とが触れ合い，
共に活動する交流及び共同学習は，障害のある子供にとっ
ても，障害のない子供にとっても，経験を深め，社会性を養
い，豊かな人間性を育むとともに，お互いを尊重し合う大切
さを学ぶ機会となるなど，大きな意義を有する。

４．特別支援学級は，小学校・中学校の学習指導要領に沿って
教育が行われることから，特別の教育課程は編成できない。

５．インクルーシブ教育システムとは，人間の多様性の尊重等
の強化，障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度ま
で発達させ，自由な社会に効果的に参加することを可能と
するとの目的の下，障害のある者と障害のない者が共に学
ぶ仕組みである。

正答：4

2022年度　県別対策テキスト（新潟）
問題15

特別支援教育における教育課程の編成に関する説明
として適切でないものを，次の１～４のうちから１
つ選びなさい。

１．特別支援学校では，幼稚園，小学校，中学校，
高等学校に準ずる教育を行うとともに，障害に基
づく種々の困難を改善・克服するために、「自立
活動」という特別な指導領域が設けられている。

２．特別支援学級は，基本的には，小学校・中学校
の学習指導要領に沿って教育が行われるが，子
どもの実態に応じて，特別支援学校の学習指導要
領を参考として特別の教育課程も編成できるよう
になっている。

３．通級による指導は，障害の状態に応じた特別の
指導（自立活動の指導等）を特別の指導の場（通
級指導教室）で行うことから，特別支援学級の教
育課程に加え，又はその一部に替えた特別の教
育課程を編成することができるようになってい
る。

４．通常の学級に在籍する障害のある子どもについ
ては，その実態に応じ，指導内容や指導方法を工
夫することとされている。

正答：3

ズバリ
的中

的中とは：模試や教材に掲載した予想問題や解説・ワンポイント
　　　　　アドバイス等が、ズバリ本試験に出た！というものです。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する講
座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により18：40終了となる場合がございます。

開講校舎 4月生

日曜部
科目 コマ数 講座内容

本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！

開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

千葉県・千葉市　一般選考対策コース　日曜部

１講座１日または
数日完成 の 
超短期集中講座！ 

上記講座は 2022 年度の実施内容です。 

実施期間

春期短期講習　[全75種 ※2022年度の開講講座数（2023年度は変更の場合あり）]
追加選択

2022 3 18 6 25
対象自治体 講座名 実施コマ数

※詳細はP.8～9参照

ホームルーム
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により19：10終了となる場合がございます。

新潟県・新潟市　一般選考対策コース　土日部

県別対策　［28コマ］
STEP1

実施期間　 土日部：2023年4月9日（日）～6月25日（日）　

土日 10:00～17:00講義時間　

土曜・日曜
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

新潟県等
過去問
演習

教育原理 4 新潟県で頻出のいじめ、特別支援、道徳教育、生
徒指導などを中心に押さえます。

人物試験
対策

個人面接 5 過去の新潟県・新潟市の本試験の質問例をベース
に、受講生一人一人一 一人一人 人一人一 に対し面接練習を行います。

教育法規 3 教職員の法規、子どもに関する法規など頻出法規
を中心に押さえます。

新潟県
学習指導（※） 5 過去の新潟県の学習指導・生徒指導に関する質問例

をベースに、新潟県の教員としての素養や学習指導
要領、生徒指導提要等のポイントを踏まえた回答の
作成を行い、一人一人一 ずつ練習を行います。

教育心理
教育史 2 著名な学者名と業績や著書、提唱理論をセットで

押さえます。
新潟県

生徒指導（※） 5

人物試験
対策

願書作成 1 願書の書き方をポイントレクチャーし、自己申告
書・自己PRカードの作成を行います。

新潟市
模擬授業（※） 6

過去の新潟市の模擬授業の課題をベースに、展開例
を考察した後、「新潟市の授業づくり」を取り入れた
練習を一人一人一 ずつ行います。

人物試験特化
教職教養 3

いじめ、体罰、不登校など人物試験に頻出のテー
マについてベースとなる答申・通知等教職教養の
知識を押さえます。

新潟市
場面指導（※） 4

倦怠感、夜更かし、注意力散漫など過去の課題をベー
スに、具体的指導策を考える練習を行い、一人ずつ
ロールプレイを行います。

STEP2
実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》　［3コマ］

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

新潟校 新潟県・新潟市 教職教養 3コマ（6h）

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施
追加選択

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施
追加選択

実施期間

全自治体対応Zoom講座　教職教養／一般教養　
追加選択

2022年10月9日（日）～2023年3月19日（日）
※詳細は40ページをご覧ください。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》
追加選択

2023 6 17 6 25 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

新潟県・新潟市　人物試験対策コース　土日部

土日部：2023 4 9 6 25
土日 10:00 19:10

実施期間　

※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は選択制となります。
※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は小学校、中学校・高等学校・特別支援、養護教諭・栄養教諭に分かれて行います。

講義時間　

新潟県・新潟市に対応した人物試験対策を実施します。（特例選考対象者、人物試験対策のみ希望者ともに受講できます）

※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は選択制となります。

開講校舎 4月生

土日部 新潟校 2023年
4月9日（日）

※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は選択制となります。

開講校舎 4月生

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

科目 コマ数 講座内容
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※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

※日により19：10終了となる場合がございます。

新潟県・新潟市　一般選考対策コース　土日部

県別対策　［28コマ］
STEP1

実施期間　 土日部：2023 4 9 6 25

土日 10:00 17:00講義時間　

土曜・日曜
科目 コマ数 講座内容 科目 コマ数 講座内容

STEP2
実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》　［3コマ］

2023 6 17 6 25 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施
追加選択

実施期間二次試験対策直前ポイントゼミ 一次試験終了後から一次試験合格発表日までの期間に実施

実施期間二次試験面接対策講座 一次試験合格発表日から二次試験までの期間に実施
追加選択

実施期間

全自治体対応Zoom講座　教職教養／一般教養　
追加選択

2022 10 9 2023 3 19
※詳細は40ページをご覧ください。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023 5 6
追加選択

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

実施期間

県別直前対策講座 《本試験予想問題演習》
追加選択

2023年6月17日（土）～6月25日（日）　 本試験予想問題を
使った演習講義で
ラストスパート！開講校舎 対象自治体 対象試験 実施コマ数

新潟校 新潟県・新潟市 教職教養 3コマ（6h）

上記講座は2022年度の実施内容。2023年度は変更の場合あり。

実施期間最新！文部科学省施策講座 2023年5月～6月実施予定
追加選択 最新の中央教育審議会答申やその答申に基づく法律や制度改革など教育施策について学習する講座です。

2023年夏試験で確認しておきたい「第４期教育振興基本計画」や「『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」など受験生が注目すべき時事を取り扱う予定です。

※本講座をお申込の方は、お申込時以降の入門講座を無料で受講いただけます（入会校舎で実施する
講座のみ。他校舎実施講座は別途受講料がかかります）。

新潟県・新潟市　人物試験対策コース　土日部

土日部：2023年4月9日（日）～6月25日（日）　
土日 10:00～19:10

実施期間　

※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は選択制となります。
※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は小学校、中学校・高等学校・特別支援、養護教諭・栄養教諭に分かれて行います。

講義時間　

新潟県・新潟市に対応した人物試験対策を実施します。（特例選考対象者、人物試験対策のみ希望者ともに受講できます）

※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は選択制となります。

開講校舎 4月生

※新潟県／学習指導・生徒指導と新潟市／模擬授業・場面指導は選択制となります。

開講校舎 4月生

土日部 新潟校 2023年
4月9日（日）

パーソナルトレーニング
対応講座

※詳細はP.6参照 ※詳細はP.8～9参照

ホームルーム

科目 コマ数 講座内容

願書作成 1 願書の書き方をポイントレクチャーし、自己申告書・自己PRカードの作成を行います。

人物試験特化
教職教養 3 いじめ、体罰、不登校など人物試験に頻出のテーマについてベースとなる答申・通知等教職教養の知識を押

さえます。

個人面接 5 過去の新潟県・新潟市の本試験の質問例をベースに、受講生一人一人一人一人一人一 に対し面接練習を行います。

新潟県
学習指導（※） 5

過去の新潟県の学習指導・生徒指導に関する質問例をベースに、新潟県の教員としての素養や学習指導要
領、生徒指導提要等のポイントを踏まえた回答の作成を行い、一人一人一 ずつ練習を行います。

新潟県
生徒指導（※） 5

新潟市
模擬授業（※） 6 過去の新潟市の模擬授業の課題をベースに、展開例を考察した後、「新潟市の授業づくり」を取り入れた練

習を一人一人一 ずつ行います。

新潟市
場面指導（※） 4 倦怠感、夜更かし、注意力散漫など過去の課題をベースに、具体的指導策を考える練習を行い、一人一人一 ずつロー

ルプレイを行います
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