
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

19

通
学
コ
ー
ス


