
専門科目対策講座
専門科目の出題は、①各科目知識、②学習指導要領に関する出題、③指導法に関する出題に分かれます。
出題範囲が広く、詳細な内容も問われるため、効率的な学習が必須です。専門科目に関する内容・学習指導要領だ
けでなく、指導案作成について取り扱う講座も実施いたします。

土曜 14:30～16:30/16:40～18:40/18:50～20:50（予定）講義時間

2023年2月4日（土）開 講 日

対象自治体 対象校種 日程 コマ数 内容

東京校

全自治体 中高社会 2月上旬～4月中旬 20
学習すべき範囲が広く、対策が困難な中高社会ですが、
地理・歴史・公民をピンポイントに学び、問題演習と
INPUT講義をバランスよく実施することで、皆さんの得
点力を引き上げます！

全自治体 養護教諭 2月上旬～4月中旬 20
今後益々、存在価値を高める養護教諭。対策としては、
法規から各種マニュアル・時事まで覚えるべきことが多
いのが特徴ですが、頻出分野や間違えやすいポイントを
押さえた無駄のない講義で実力を養いましょう。

池袋校

全自治体 中高保体 2月上旬～4月中旬 18
保健体育は学習指導要領、体育分野各種目の実技指導・
ルールのみならず、ず、ず 保健分野からも幅広く出題されます。
知識問題対策はもちろん、指導案作成など各種人物試験
についても活かしていける力を養っていきます。

全自治体 小学校全科 2月上旬～4月中旬 18
東京都を中心に全国の採用試験での頻出事項を学習しま
す。知識問題の対策だけでなく、授業時の留意点への問
いや指導の見直しを考察するといった内容、指導案など
の作成についても活かしていける力を養っていきます。

筆記試験対策のカギ　専門科目対策の学習法 check 

①各科目知識に関する出題
過去問や問題集を入手し、出題傾向を把握した上で解くことをお勧めします。また学習範囲が広範に渡りま
すので、早期から着手されることが望ましいです。

②学習指導要領に関する出題
教職教養試験でも出題されますが、専門教養試験でも出題されます。専門教養試験では前文や総則ではなく
各学年の目標及び内容からの箇所が出題されますので、それらを押さえましょう。

③指導案・指導計画に関する出題
東京都二次試験「単元指導計画（養護教諭の場合は学習指導案）」、神奈川県二次試験「模擬授業（協議を含む）」
などは、専門科目の知識の活かし方が問われます。専門科目の知識を知っているだけでは高評価を得ること
はできません。「知識をどう使えばいいか」を考えながら書く練習をしましょう。

専門科目対策実施予定科目

教養対策コース

開講月 実施科目 実施期間 講義日 講義開始日 コマ数

特 典

専門科目対策コース

41

専
門
科
目
対
策
講
座



欠席時も講義 3日後から視聴可能

全国どこからでも受講可能

専門科目も大幅拡充でより多くの受験生に講義提供

選りすぐりの講師の講義がお手元に

教員採用試験のことなら オンライン LIVE 講座の受講料は裏面へ

自習室の利用も可能

持続可能な受講形態だからモチベーションが維持できます

講義のリズムは表情から講義のリズムは表情から 講義の質問は早期解決が○講義の質問は早期解決が○

確認テストで理解度チェック！質の高い講義提供を目指します確認テストで理解度チェック！質の高い講義提供を目指します

zoom機能を駆使したLive講義が勉強脳を刺激します

オンラインLIVE講座全自治体対応

教員採用試験教員採用試験

教養対策コース／専門科目対策コース教養対策コース／専門科目対策コース

2023夏 受験対策2023夏 受験対策

講義ではカメラ機能をオンにして参加してくださ
い。講師はみなさんの表情や反応を見ながら声を
掛け講義を行います。仮想教室的な Live 感がよ
り一層講義への集中力を高めます。

講義での疑問や質問は、チャット機能を使って質
問を書き込みましょう。講義中または次回講義時
に講師がお応えします。Q&A のタイムラグも少
なければ理解度のスピードもアップします。

講義中に確認テストをすることでみなさんの理解度をチェックします。講師が理解度を確認することがより質
の高い講座提供につながると考えます。また、全体の理解度が低い場合は、タイミングを見てフォローアップ
します（講義の進行状況により実施しない場合もございます）。

自宅ほか通信環境が整えば全国どこからでも受講可能

規定の期間内なら何度でも視聴可能

利用方法･開放時間は受講申込された校舎にお問い合わせください

各地で活躍中の講師たちが集合します

オンライン LIVE 講座受講生は入会金 10,000 円免除

入会される時期により受験可能な模試が異なりますので事前にご確認ください

○
×
○

☑

☑

☑

☑

☑

模試が無料で受験可能☑

自治体別対策講座（各校実施）と併せて万全な対策が可能☑

Q
＆A

欠席視聴制度利用規定はお申込みの際、必ずお読みください

▲タップ、クリックまたは
　読込してください。



のスタートは、 です。

塾講師 Ｎ.Ｕ. さん

オススメ受講コース

専属スタッフより

受講シミュレーション

大学生からストレートで採用試験を受験する人、実務を経験し満を持して採用試験を受験する人、採用試験へのアプロー
チは様々ですが最終目標は「採用試験に合格して、先生になる！」ではないでしょうか。” 先生になる” までの過程で勉強・
情報提供のお手伝いをさせていただくのが東京アカデミーです。

大学卒業時に受験した教員採用試験での模擬授業が上手くいかず無念の不合格。大学卒業後、塾講師としてキャリアを重ね
ること 6年、満を持して再チャレンジし、念願の試験突破を！

塾講師から教員を目指す方は毎年多数いらっしゃいます。ただ、キャリア・慣れによる過信から足元をすくわれる場合もあ
ります。慢心にならず謙虚な気持ちで試験に臨めるよう態勢を整えておきましょう。

1月生教職教養+一般教養、4月からは専門試験対策および各校で実施する自治体別対策

【教職教養】出題数の多い教育原理を中心に、教育法規、教育心理、教育史、最新教育時事や答申・通知などを扱います。
【一般教養】高校までに学習した内容の頻出分野を中心にポイントを押さえて学びます。

1010
月
1
月
4
月

開講月 科 目 期間 講義曜日・時間帯 初回 回数 受講料合計 (税込 )

10月 10月～
　　　3月

日曜日
※教職教養と一般教養を
隔週で交互実施
10:00 ～ 11:30
11:45 ～ 13:15
14:00 ～ 15:30

スタート
第1回全国
第2回全国

第2回全国1月～3月

10/ 9 ㈰

10/16 ㈰

1/22 ㈰

1/29 ㈰

21回

21回

9回

9回

82,500円

84,100円

46,500円

48,100円

教職教養（基本＋応用）

一般教養（基本＋応用）

教職教養（応用）

一般教養（応用）
1月

（2023年）

（2023年）

各科目の知識の整理から学習指導要領までコンパクトにまとめ短期間で実力アップを目指します。

開講月 科 目 期間 講義曜日・時間帯 初回 回数 受講料合計 (税込 ) 模試（特典）

模試（特典）

土曜日
※隔週実施

17:30 ～ 19:00
19:15 ～ 20:45

第2回全国
第3回全国

第2回全国

一般教養（基礎＋応用）

教職教養（応用）

一般教養（応用）

第3回全国

教職教養（応用）

一般教養（応用）4月

小学校全教科型（基本＋演習）
小学校５教科型（基本＋演習）

（基本＋演習）小学校以外
小学校全教科型（基本）
小学校５教科型（基本）

（基本）小学校以外
小学校全教科型（演習）
小学校５教科型（演習）

（演習）小学校以外
高校情報

1月 1/14 ㈯

4 / 8 ㈯

18回

18回
10回

10回

16回

9回

8回

8回
7回

82,600円
76,600円
80,700円
49,900円
46,900円
49,700円
45,600円
42,600円
43,700円

8回 42,000円

1月～5月

1月～3月

4月～5月

教養対策コース

専門科目対策コース

小学校全科 (全教科型･５教科型 )、中高国語、中学社会、高校社会、中高数学、中学理科、高校理科、中高保健体育
中高英語、養護教諭、特別支援教育、栄養教諭、高校情報（4～5月のみ）

専門対策
実施科目

オンラインLIVE講座

◆講座申込方法：東京アカデミーWEBサイト（www.tokyo-ac.co.jp）よりお手続きください。
※上記受講料合計には入会金 10,000 円、教材費が含まれています。詳細は申込みの際ご確認ください。
※各コースの実施科目回数等は、東京アカデミーWEBサイトにてご確認ください。

講座の詳細･特典
詳しくはWEBで！


