
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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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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