
なぜ？重要なのか。最新教育時事を東京アカデミーで学ぶ3つの理由
近年の教員採用試験は、本試験直前に発出された通知や答申等からの出題が目立ちます。 2021年から2022年にか
けても文部科学省から多くの通知や答申等が発出されています。筆記試験（教職教養）では全体の50％を占める教育
原理ですが、学習指導要領、生徒指導に次いで出題されているのが“教育時事”になります。教育現場における課題や
問題点をしっかり把握した上で試験に臨みましょう。

1

現在の教育において､国や文部科学省がどのような考えを持っているのか知ることは重要です。最新の教育時事を理
解することで､最適化した教育を学校現場で講ずることができます。また、人物試験においても、関連法規や制度改定
の意図を理解することで、より厚い、深みのある回答が可能となります。

2

最新の教育時事は､過去の教育時事の上に成り立っていることから､過去の教育の流れや背景を知ることで、現在の
教育の意味､流れの変化､意義が理解できます｡最新の教育時事を踏まえることで､教育への教師側の理解がより一層
深まり､児童生徒へより新しい洗練された教育を施すことができます｡

3

第4期教育振興基本計画
（2023年3月答申・同6月閣議決定予定）

目指すべき方向性としては、「デジタルとオンラインの最適な関係を図る」ことを目的に掲げ、教育政策の目
指すべき方向性と主な施策を中心に検討されるようです。改正教育基本法の基本理念、現行計画の成果と課
題、国内状況の変化、国際環境の変化等を踏まえた今後の教育政策に関する基本的な方針について、特に、オ
ンライン教育を活用する観点など「デジタル」と「リアル」の最適な組合せ、及び、幼児教育・義務教育の基礎の
上に、高等学校、大学、高等専門学校、専門学校、大学院まで全体が連続性・一貫性を持ち、社会のニーズに応
えるものとなる教育や学習の在り方についてなどがあります。

2

常に進化している
学校教育を知り、究める
教育時事とは、現在の日本の教育において最重要

な視点から教育を捉え説明するものであります。今

後も教育界は様々な変革が予想されています。本試

験に合格するためには、現行の教育制度とそこに至

る背景を理解しておくことが必要不可欠です。現行

制度の根拠となる答申や報告等はもとより、現行制

度に影響を与えた関連の深い答申や報告等につい

ても、東京アカデミーの各講義では分かりやすく解

説していきます。

広範な教育時事の中から、本試
験で出題されやすい事項を精選
し、詳細に解説した東京アカデ
ミーオリジナルの教材。教育統計
データはもちろん、テーマ別解説
では過去の資料との関連から重
要事項がわかり、系統的に理解
が深まります。

（受講生限定 非売品）

答申や報告・通知といった資料は、1つ1つが膨大な量となっているため、1人で全てを読み込むことは効
率が悪く、独学で対策を立てることは困難でした。しかし、東京アカデミーの講義に参加することで、頻出の
資料や分野、重要なキーワードを押さえていただいたため、対策のコツを掴むことができました。
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Latest educational
current affairs 注目の教育時事 BEST 3

教育時事データブック

鹿児島県 中学保健体育　江幡 優大さん ★★★★★

最 新
教 育
時 事

東京アカデミー講師が教える、2023年夏試験

生徒指導提要 改訂
「積極的な生徒指導」の充実、「個別の重要課題を取り巻く関連法規等の
変化の反映」、「新学習指導要領やチーム学校等の考え方の反映」に注目！

（2022年夏頃公表予定）

今回の改訂試案では、従来までの基盤を踏襲しつつ、いじめ防止対策推進法に関する内容、現代社会で普及
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、多様な背景を持つ児童生徒の増加に対応す
る内容、児童の権利に関する条約や成人年齢引き下げなどを踏まえた社会的自立への取り組みに関する内
容などが新たに追加されました。

1

「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
（2022年夏以降公表予定）

主な内容としては、教師に求められる資質能力の再定義、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の在り
方、教員免許の在り方・教員免許更新制度の抜本的な見直し等になります。2021年1月の「『令和の日本型学
校教育』の構築を目指して」において示された、「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働
的な学び」を実現するためには、時代に応じた高い資質能力を身に付けた教師を確保し、教師が生き生きと
活躍できる環境を整備する必要性があります。

膨大な量の資料を読み、理解し、試験で回答するレベルまで深めることは、とても大変です。けど、東京アカデミー
なら大丈夫。双方向性講義で、知識とスキルを身に付けていきます。

3

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

知識とスキルを身に付ける“専門予備校”東京アカデミーの双方向性講義

▲
詳細はコチラ

●ICTを生徒指導にどのように活用していくか？●児童生徒がインターネットで違法な投稿をした場合どうしますか？●あなたの
クラスでインターネットによるいじめが発覚した場合どう対処しますか？●学校に登校できない児童生徒への指導はどのように行
うか？●外国人児童生徒への生徒指導で気を付けることは？●性的指向に対する偏見や差別を無くすには？●クラスにヤングケ
アラーがいる場合の対応は？●児童生徒の成長を促す指導をあなたの教科でどうするか？●デジタルとリアルをどのように組み
合わせて授業を行うか？●小（中）学校から中（高等）学校の一貫した学びとは？●2040年以降、社会はどのように変化している
か？●主体的に社会にかかわる子どもを育てるにはどうしたらいいのか？

最新教育時事（面接想定質問）～最新教育時事に合わせ、採用試験は常に変化をします～ココが 
狙われる?!

膨大な量の答申など
の教育時事を、重要度
を明確にし、整理した
オリジナルテキストと
授業で、知識として理
解を深めます。

「模擬授業」の想定課題、「面接対策」の想定質
問、「教師力向上ゼミ」のテーマで最新教育時事
を扱い、知識を整理し、それを自らの意見として
表現することで、採用試験のみならず、教育現場
で使うことのできるスキルを身に付けることが
できます。（P.7～8でもご紹介しています）
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伝える力向上ゼミ
従来の一方通行の講義ではなく、実践指導を取り入れた
参加型の講義です。東京アカデミー独自の面接チェック
シートを活用し、入退室の動作確認、表現力を意識した
スピーチ特訓を実践指導を交えながら学びます。また、
受講生が評価する側、評価される側に分かれることで人
物試験で最も重要な客観的視点を身に付けます。

2

東京アカデミーの
　　人物試験対策は 集いの場
東京アカデミーの人物試験対策は、受講生参加型の講義を行い、教員採用試験対策はもちろんのこと教育現場で実践

的に活用できる力を養成します。

現役の大学生、講師、社会人が1つの教室に集い、各世代の多様な価値観、経験などを活かした幅広い意見を普遍的な

教育問題と近年の教育問題（時事）をテーマに双方向性の高い講義をご提供いたします。

東京アカデミーの人物試験対策には、同じ目標を持った仲間と切磋琢磨する学習環境があります。

毎週日曜日に顔を合わせ、合格という同じ目標に向かって一緒に学ぶ友が宝物です。仕事との両立で休み
がなかった私は、時にはくじけそうになったが同じ目標に向かって頑張る仲間がたくさんいてくれたこと
が、なにより励みになりました。
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Place to gather 東京アカデミーの人物試験対策は、
単なる講義ではありません。

北九州市 小学校　森崎 京子さん ★★★★★

教諭になりたいという同じ夢を持つ仲間と刺激し励まし合いながら乗り越えることができました。また、
素晴らしい先生方にも出会い、講義だけでなく精神面でも支えていただき感謝しています。ありがとうご
ざいました。

福岡県 栄養教諭　松尾 真実さん ★★★★★

教師力向上ゼミ
従来の一方通行の講義ではなく、ディスカッションを取
り入れた参加型の講義です。近年の教育問題を中心とし
たテーマについて解説講義を行い、その後グループに分
かれて意見交換を行います。受講生同士が互いの考えを
話し合うことで、講義で学んだ知識をより深い学びに繋
げることができます。

1

面接対策・模擬授業対策
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、実際の現
場経験、採用試験指導の経験豊富な講師陣が、最新情報
を取り入れながら指導をしていきます。また、受講生が互
いに面接対策の講評を行うことで、仲間と切磋琢磨しな
がら教員採用試験対策に取り組むことができます。

3

2023年教師力向上ゼミ・伝える力向上ゼミの実施時期と回数

九州各拠点

福岡校

大分校

熊本校

長崎校

鹿児島校

P.11～16

P.11～16

P.11～16

P.11～16

P.11～16

掲載ページ

2022年11月～3月　全8回

2023年1月～5月　全4回

2023年1月～6月　全12回

2023年4月～6月　全10回

2023年1月～6月　全17回

2023年1月～6月　全3回

2023年1月～4月　全1回

2023年1月～4月　全4回

2023年4月～6月　全2回

2023年1月～6月　全1回

実施時期と回数

教師力向上ゼミ 伝える力向上ゼミ

授業の様子を
動画でチェック
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模擬試験では、間違えた部分を解答解説を見て確認し、次に同じ問題が出たら絶対正解するという
ことを目標に徹底的に復習しました。模試は自分の立ち位置を客観的に知ることができて、勉強に
も意欲がわきました。

福岡県 高校生物　中原 静香さん ★★★★★

問9　次の各文は，「学校保健安全法」（昭和
33年法律第56号）の条文の一部を抜粋した
ものである。文中の（　ア　）～（　オ　）に当
てはまる語句の正しい組合せを選びなさい。
ただし，同じ記号には同じ語句が入る。

第27条　学校においては，児童生徒等の安
全の確保を図るため，当該学校の施設及び設
備の（　ア　），児童生徒等に対する（　イ　）
を含めた学校生活その他の日常生活におけ
る安全に関する指導，職員の研修その他学校
における安全に関する事項について計画を
策定し，これを実施しなければならない。

東京アカデミーの
　　　　 教員採用試験対策テキストは

最適のツール
東京アカデミーの教員採用試験対策テキスト、模擬試験は毎年多くの方々に選ばれ

てご利用いただいております。当社試験研究部が毎年本試験問題を分析し、研究を

重ねた結果を１冊の本にして、皆さんに提供しているからです。また、ご利用いただ

いた方から、ご好評をいただくからこそ、さらにまた選ばれるのです。
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Text & Practice exam
ズバリ！的中！
模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題（類似問題）されています。
長年、本試験問題を収集し、しっかり分析を重ねた結果の答えだと自負しています。
これは当社の自慢のひとつでもあります。

1

模擬試験
東京アカデミーでは2種類の模試を実施しています。教養試験・専門試験・論作文試験と実施科目も豊富（最大
20科目）で全国レベルで自分の学力の位置確認ができる全国公開模試、全自治体に対応し各自治体の出題
形式・傾向に準拠した自治体別模試です。

2

2023年度模擬試験実施スケジュール
模擬試験

スタート模試

第１回全国公開模試

第２回全国公開模試

第３回全国公開模試

自治体別模試

2022年11月頃

2023年1月頃

2023年3月頃

2023年4月頃

2023年5月頃

実施時期

ランキングの詳細は
こちらから

AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

でも毎年人気の
東京アカデミー教員採用試験対策 テキスト

参考書（全6巻）
①教職教養Ⅰ（教育原理・教育史）
②教職教養Ⅱ（教育心理・教育法規）
③一般教養Ⅰ（人文科学）
④一般教養Ⅱ（社会科学）
⑤一般教養Ⅲ（自然科学）
⑥小学校全科

問題集（全4巻）
①教職教養
②一般教養Ⅰ（人文科学・自然科学）
③一般教養Ⅱ（社会科学）
④小学校全科

ステップアップ問題集（全13巻）
①中高 国語
②中学 社会
③高校 社会
④中高 数学
⑤中学 理科
⑥高校 理科
⑦中高 音楽
⑧中高 保健体育
⑨中高 家庭
⑩中高英語
⑪養護教諭
⑫特別支援教育
⑬栄養教諭

セサミノート（全3巻）
①教職教養
②一般教養
③小学校全科

オープンセサミシリーズ（参考書・問題集・セサミノート・ステップアップ問題集）

「審議会答申」「学校教育」「人権・同和教
育、特別支援教育」「学校教育の諸課題」
の各分野における、37の選りすぐりの頻
出答申・通知・報告を掲載。各文書に「重
点チェック」を付記しており、多くの文書
を絞り込み、更にその文書のチェックポ
イントを確認しながら理解を進めていく
ことができます。

（受講生限定教材）

2024年度 教育答申資料集
全国の膨大な本試験問題を出題科目別に
編集し本試験情報を網羅した、直前演習
に最適の過去問題集です。全問題に難易
度表示があるので、自分の志望先の難易
度に合った演習が効率よくできます。 この
1冊を繰り返しこなすことで確実に本試験
レベルの実力が身に付きます。

（受講生限定教材）

2024年度 過去問精選問題集

2021年度
福岡県・福岡市・北九州市型
模擬試験 教職教養問題

問18　次の文は，「学校保健安全法」（昭和27年
法律第46号）の条文の一部を抜粋したものであ
る。文中の下線部ア～オについて，正しいものを
○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せ
を選びなさい。

第二十七条（学校安全計画の策定等）
　学校においては，児童生徒等の安全の確保を図
るため，当該学校の施設及び設備のウ修繕，児童
生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の
日常生活における安全に関する指導，エ職員の研
修その他学校における安全に関する事項につい
て計画を策定し，これを実施しなければならない。

2022年度（2021年度夏）
福岡県・福岡市・北九州市
教職教養

ズバリ！
的中‼

※1　入会日以降、公開実施日までに受験される模擬試験につきましては、受
験料は無料となります。別途お申込みいただく必要はございません。但し自宅
受験を希望される方は別途送料（500円）が必要となります。
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