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大学2年生の方大学3年生の方 久しぶり受験の方、道外在住の方

【大学の教職課程の中で苦手分野がある…という方】
札幌校：旭川校：函館校　共通
★札幌校開講の該当講座を選択受講する。　
Point！札幌校の講座は全てZoom併用またはZoom配信講義です！

2年生のうちに「基礎の基礎」を！
★全自治体対応Zoom
　　教養(基礎）＋　専門（基礎）
★関心を深めておきたい札幌短期講座

期限付き教員の方、講師の方

あなたの計画的な
学習プランを！　 北海道内3校 北海道・札幌市教員採用試験対策スケジュール

計画性無くして、
最終登録無し！

札幌校

旭川校
・
函館校

3校各校
から申込

3校各校
から申込

3校各校
から申込

3校各校
から申込

札幌校

模擬試験を受けずして合格無し！
全国屈指の受験者数を誇ります！

圧倒的な受験者数！ 2021 年対策延べ 23,964 人！
①②③の方は申込日以降の模試が無料付与あり！（詳細は P.9・10 又は別冊へ）
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現役生の皆さん！ 今後、教育現場は「働き方改革」が加速します。 インターネット上の動画や無料アプリ視聴だけでは得られない体感を提供します！　　　　　　　　　　
「双方向（インタラクティブ）では無い１次・2次対策」で、本当に「最終登録」を勝ち取れますか？

「ブラック環境」などではありません。
安心して素晴らしい仕事を「一生の生き甲斐に」！ ★東京アカデミーの『最終登録へ徹底的に管理した学習計画」に乗っかって下さい！

あなたの最終登録を東京アカデミーに「管理」させて下さい！
★インタラクティブ（双方向）なZoom講座またはZoom併用講座で、
　北海道全域はもちろん全国各地から受講頂けます。
★全国68自治体対応できるのは、東京アカデミーだけです！北海道外の各校舎講座

もHPからぜひ‼　　

1次・2次対策講座
通学講座

① 北海道／札幌市　　　　
札幌校は皆さんの
状況に合わせて受講
方式は毎回対面か
Zoomを選択可能

2次対策担当講師
ベテランだから

「適切な指導が出来る！」

・勉強法セミナー

② 全自治体対応
専門科目

2次対策短期講座
<一斉学習>

2次対策短期講座
<個別対応>

④北海道・札幌市
◎1次対策短期講座
3校各校から申込

③ 全自治体対応
教養科目

11月生（2022/11/6（日）開講）
「大学の教職課程講義だけでは不安がいっぱい！」、
「久しぶりの受験で心配」という方は、
11月生からの早期スタートがおススメ！

★専門科目配点が高い(100/140点)！
☆教職教養での教育原理の出題比率が平均
16問/20問中と圧倒的に高い！

☆一般教養は教職教養より難度が低いにも
関わらず得点率が低い！

★☆解答時間が専門・教養とも60分しかない！
（他自治体より1問にかけられる時間が短い）

1.専門科目で高得点を取れる受験生は少な
い。だから…「教養試験での失点、特に教
育原理と一般教養の失点は致命的！」
2.本試験時、ゆっくり考えて解く時間は無い！
「早く正しく正答を！」
3.教養・専門とも本試験はスピード勝負！
だから札幌校は「答練ゼミ」やってます！

1月生（2023/1/14（土）開講）
「原理・法規・2次の重要点を確認してから、4月 以降の仕上げ
に入りたい！」という方向けのコースです。
  

4月生（2023/4/9（日）開講）
北海道･札幌市1次⁄2次共通
キーワードは「北海道・
札幌市2023」ならでは！  

10月生  全自治体Zoom講座 教養〔基本〕からスタート
旭川／函館地区の方は「全自治体Zoom講座」で基本・応用固め
から！（北海道・札幌市希望の方は、旭川校・函館校登録の後、札
幌校講座をお申し込み下さい）      詳細はP9・10ページへ

2022/9/25（日）14：00～16：00
大学3年・2年生対象！　

北海道・札幌市　勉強法セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022夏の1次傾向分析（教養+専門）
　　　　   ＋
　  2次回答例紹介！

2023.1/9（月・祝）11：00～12：00
北海道･札幌市
2次試験 勉強法セミナー

詳細は裏表紙へ

2023.6/19（月）～23（金）予定
★北海道・札幌市WEB採点会！
2023.6/24（土）予定　　
★2023本試験傾向分析ガイダンス　

　　詳細はP5ページへ

1月生  全自治体Zoom講座 教養〔応用〕

1月生  全自治体Zoom講座 専門〔基本〕

基本　 詳細はP9・10ページへ  

☆教科等指導法　　　<個別指導>　共に2022年11/10～2023年 7/10まで随時 申込。　 詳細はP11・12ページへ
☆マンツーマン指導　<個別指導>

☆札幌市 人物対策  7/8（土）
☆北海道 人物対策  7/9（日）

詳細はP12ページへ

札幌校  1次対策ザ・ファイナル
①教育原理Ⅰ　②教育原理Ⅱ　③教育法規
④教育心理　⑤一般教養(人文/社会）
⑥一般教養(自然) 詳細はP11ページへ

札幌校  1次対策テーマ別特講
・教育心理　・生徒指導提要　・学習指導要領
旭川校  1次対策ファイナル

詳細はP11ページへ

札幌校  教科等指導法〈座学〉
旭川校  2次対策ファイナル　
函館校  2次対策ファイナル 

基本　 詳細はP9・10ページへ     

応用　 詳細はP9・10ページへ  

応用　 詳細はP9・10ページへ  

4月生  全自治体Zoom講座 専門〔応用〕

尾崎講師 大室講師 廣田講師
元北広島西高等学校校長

髙田講師
元長沼小学校校長

宮前講師
元釧路北陽高等学校校長

樟山講師
元西当別小学校校長

清水講師
元東月寒中央中学校校長

岡下講師 安藤（達）講師
元旭川市立
東五条小学校校長

瀬波講師
元旭川市立
大有小学校校長

尾崎講師
元留萌教育局指導監
元シカゴ補習授業校	校長

丸講師
元倶知安町
教育委員会教育長
元北海道旭川盲学校校長

牧野講師
元上川教育局指導監
元旭川市立
明星中学校校長

安藤（邦）講師
元留萌教育局指導主幹
元留萌市立東光小学校校長

道幸講師
元北斗市立久根別
小学校校長
	元長万部町教育長

鈴木講師
	元函館市立昭和
小学校校長
元渡島教育局指導監

終 了 後、Zoom
又 はお 電 話 で
の質問受け付け
ます！

札幌校 旭川校

函館校

北海道・札幌市1次試験ワンポイント

ここで差が付く！

詳細は
P7・8ページへ

詳細は
P7・8ページへ

詳細は
裏表紙へ

指導歴20年超！

本試験前週まで、やり尽そう！独学では知識を深めにくいテーマがズラリ！

11/13（日）
スタート模試

1/15（日）
第1回 全国模試

3/5（日）
第2回 全国模試

・4/2（日）　北海道・札幌市模試 第1回
・4/16（日） 第3回全国模試
・5/14（日） 北海道・札幌市模試 第2回

講座選択の基準は「前年受験時の開示請求の評価」です。
一般選考／期限付き教員特別選考の方とも、最重要は専門科目、
そして2次個別指導と教科等指導法です。
一般選考の方はさらに「教養（教職／一般）」ですね。

・お久しぶり受験の方は
  大学3年生を参照！
・道外在住の方は
   2次対策に教科等指導法を追加！ 

コースの
選び方

あなたの？に答えます！
最新教育時事は、各校のブログにて！

学習法・受講相談は対面またはZoomで個別相談を！

函館校札幌校 旭川校

道北エリアの方は旭川校で、道南エリアの方は函館校で登録頂いた後、両校のWebサイトから札幌校の講座を申し込むことが出来ます。

アカデミー卒業生よりメッセージ！　
北海道教育大学：卒　木村　彰 さん

詳細は
P7・8ページへ

詳細は
P9・10ページへ

詳細は
P9・10ページへ 詳細は

P9・10ページへ

【大学での教職課程だけでは全ての分野が不安…という方】　
札幌校：全分野対応　総合コース11月生／1月生がお薦め！
旭川校／函館校　10月生/1月生（全自治体Zoom教養）
　　　　　＋専門（全自治体Zoom）＋各校2次対策
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対
面 
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対
面 

or  Zoom

5 6 7 8 9 10受講方法 申込先 2022.9 10 11 12 2 32023.1 最終登録！

詳細は
P12ページへ
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