
関西エリア

春期講習春期講習

コース
No. 実施校 対象自治体 内　容日　時 受講料等 *

AO-1

AO-2

大阪校

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

＊教材の詳細は中面《使用教材　価格一覧》でご確認ください。また、お持ちの教材がある場合は、必要な教材のみご購入ください。

■教職教養（生徒指導・人権教育）
大阪府下の「生徒指導」「人権教育」は出典資料の範囲が広く、実
は最も対策が難しい分野。外国人児童生徒や性同一性障害の児童
生徒への対応、薬物乱用防止など、参考書等で押さえにくい分野
も扱います。

3/25(土)
9:30 ～ 15:00
(90 分× 3 コマ ) 

【 受講料 】 12,000 円
【 教材費 】   5,600 円

【代理店割引受講料】11,400 円
【代理店割引教材費】5,320 円

（使用教材①＋④＋⑤)

3/18(土)
9:30 ～ 15:00
(90 分× 3 コマ ) 

■思考力・判断力（対応関係・順序関係・資料解釈）　
思考力判断力 15 問中 6 問程度を占めるこれらの単元を押さえず
して、合格点は狙えません。まずは、本試験問題で出題傾向を把
握し、基本のパターンを使いこなせるように対策します。

【 受講料 】 12,000 円
【 教材費 】   2,000 円

【代理店割引受講料】11,400 円
【代理店割引教材費】1,900 円

（使用教材⑧＋⑨)

Hop !Hop !

大阪府･大阪府豊能地区･大阪市･堺市対策を実施します。頻出分野について、大阪過去問を使用した出題傾向の確認や、
問題集を使用した演習＆解説講義を行い、短期間で知識の習得を目指します。

大阪校

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

・志望先の過去問演習で傾向を把握し、今後の学習の見通しを立てる！
・最頻出の分野に絞って、効率よく対策できる！
・市販の参考書には載っていない資料や、速く解けるコツを習得！

2023年夏受験対策2023年夏受験対策

教員採用試験対策 短期講習教員採用試験対策 短期講習
過去問題･予想問題から知識の習得 (Hop)・整理 (Step)・確認 (Jump) をする 3ステップ短期講習！

頻出分野の知識をしっかり身に付け、本試験で出題が予想される内容を対策します !!
過去問題･予想問題から知識の習得 (Hop)・整理 (Step)・確認 (Jump) をする 3ステップ短期講習！

頻出分野の知識をしっかり身に付け、本試験で出題が予想される内容を対策します !!

春期講習　3/18(土) ～ 3/25(土)

直前講習　5/6(土) ～ 6/17(土)

予想問題ラストチェック　6/3(土) ～ 8/12(土)

大阪府下の過去問演習＆解説で出題傾向の把握＆知識を習得！

出題が予想される項目について、自治体別で力を養成！

自治体別の予想問題＆解説講義で、本番での得点 upを目指します！

講座の
特長

時間割

講義内容の詳細は弊社WEBサイトを
ご確認ください！
講義内容の詳細は弊社WEBサイトを
ご確認ください！

Hop!Hop!

Step!Step!

Jump!Jump!

1 限　　　  9:30 ～ 11:00

2 限　　　11:10 ～ 12:40

3 限　　　13:30 ～ 15:00

4 限　　　15:10 ～ 16:40

二次元コードを読み取り、ご希望校舎の
案内ページをご確認ください。

教室対面
講義



コース
No. 実施校 対象自治体 内　容日　時 受講料等 *

Step !Step ! 直前講習直前講習
大阪府･大阪府豊能地区･大阪市･堺市対策･奈良県対策･兵庫県対策を実施します。各自治体で例年出題される範囲について、
全国の過去問題を使いながら演習＆解説講義を行います。教職教養では参考書や教育答申資料集も使い知識を整理していきます。

・志望先自治体で例年出題される単元について、全国過去問題を演習＆解説！
・2022年改訂の生徒指導提要のポイントを学ぶ講座も実施！
・類似問題演習により、どのような角度から出題されても対応できる力をつける！

講座の
特長

＊教材の詳細は下記《使用教材　価格一覧》でご確認ください。また、お持ちの教材がある場合は、必要な教材のみご購入ください。

《使用教材 価格一覧》(税込)

①オープンセサミ参考書｢教職教養Ⅰ｣　　　　　　　　　　1,900 円　  1,805 円
②オープンセサミ参考書｢教職教養Ⅱ｣　　　　　　　　　　1,900 円　  1,805 円　
③オープンセサミ参考書｢一般教養Ⅲ｣　　　　　　　　　　1,900 円　  1,805 円
④オープンセサミ問題集｢教職教養｣　　　　　　　　　　　1,700 円　  1,615 円
⑤教育答申資料集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000 円　  1,900 円

※下記教材は2024年度版(⑧、⑨のみ2023年度版)を使用します。お持ちでない場合は必ずご購入ください。

⑥過去問精選問題集｢教職教養｣　　　　　　　　　　　　　2,100 円　 1,995 円
⑦過去問精選問題集｢一般教養｣　　　　　　　　　　　　　2,100 円　 1,995 円
⑧高卒程度公務員対策用出たDATA問⑤｢数的推理･資料解釈｣    1,000 円　    950 円
⑨高卒程度公務員対策用出たDATA問⑥｢判断推理･空間把握｣    1,000 円　    950 円
⑩大卒程度公務員対策用出たDATA問①｢一般知能 (基礎編 )｣    1,200 円　 1,140 円

教材名 通常価格 代理店割引価格

「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、最新の教育時事にも対応！　

時間割 1 限　　    9:30 ～ 11:00

2 限　　  11:10 ～ 12:40

3 限　　  13:30 ～ 15:00

4 限　　  15:10 ～ 16:40

BK-1

BK-2

神戸校

BO-1 大阪校

BN-1 難波校

神戸校

BO-2 大阪校

BO-3 大阪校

BN-2 難波校

兵庫県対策

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

奈良県対策

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

兵庫県対策

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

奈良県対策

6/3(土)
11:10 ～ 16:40
(90 分× 3 コマ )  

6/17(土)
9:30 ～ 12:40
(90 分× 2 コマ )  

6/4(日)
13:30 ～ 16:40
(90 分× 2 コマ )  

5/28(日)
13:30 ～ 16:40
(90 分× 2 コマ )  

5/20(土)
9:30 ～ 12:40
(90 分× 2 コマ )  

■一般教養（数学）
兵庫県で出題の多い「数学」より、「図形」「数と式」「関数」に関する
知識や問題に対する考え方の確認と過去問との類似問題の演習を行う
ことで、本番で通用する実践力と対応力を養います。

■教職教養
兵庫県では頻出の生徒指導や人権教育、特別支援教育を中心に、過去
問との類似問題の演習を行うことで、実践力の強化を行います。また、
今年最注目の内容でもある「改訂生徒指導提要」などの最新教育時事
についても解説を行います。

■生徒指導提要
12年ぶりに改訂された｢生徒指導提要｣！
奈良県の教養試験では2018年～2022年まで5年連続で出題されてい
ます。改訂版｢生徒指導提要｣も押さえておくべき内容です。注目すべ
きポイントを中心に解説します。
※購入教材と別途、各自で｢生徒指導提要(2022年版)｣をご準備いただきます。

■思考力・判断力（対応関係・順序関係・資料解釈）
思考力･判断力で最頻出のこれらの分野は、複合的な問題や応用的な問
題が出やすい分野です。どんな問われ方をしても対応できるよう、本
試験レベルの多くの問題に触れます。

■教育時事
奈良県では、「令和の日本型学校教育」、「GIGA スクール構想｣に関す
る問題等、教育時事が例年多く出題されています。また、2023年1月
から3月に新しく公表された答申･通知にも対応します。

【 受講料 】 8,000 円
【 教材費 】4,000 円

【代理店割引受講料】7,600 円
【代理店割引教材費】3,800 円

（使用教材③＋⑦)

【 受講料 】 12,000 円
【 教材費 】6,000 円

【代理店割引受講料】11,400 円
【代理店割引教材費】5,700 円

（使用教材①＋⑤＋⑥)

【 受講料 】 8,000 円
【 教材費 】1,900 円

【代理店割引受講料】7,600 円
【代理店割引教材費】1,805 円

（使用教材①)

【 受講料 】 8,000 円
【 教材費 】1,200 円

【代理店割引受講料】7,600 円
【代理店割引教材費】1,140 円

（使用教材⑩)

【 受講料 】 8,000 円
【 教材費 】3,900 円

【代理店割引受講料】7,600 円
【代理店割引教材費】3,705 円

（使用教材①＋⑤)

5/13(土)
9:30 ～ 12:40
(90 分× 2 コマ )  

■教職教養（教育法規）
同じような言葉や表現が多く、どこをどう覚えていいのかが難しい｢教
育法規」。大阪府下で頻出の児童福祉･児童虐待防止や障害者関連、教
員の服務の分野に特化して対策します。「教育職員等による児童生徒性
暴力等の防止等に関する法律｣などの新しい法律にも対応します。

【 受講料 】 8,000 円
【 教材費 】5,900 円

【代理店割引受講料】7,600 円
【代理店割引教材費】5,605 円

（使用教材①＋②＋⑥)

5/6(土)
9:30 ～ 12:40
(90 分× 2 コマ )  

■教職教養（生徒指導提要）
大阪府下の教養試験では最頻出の｢生徒指導提要｣(2011年～2019年ま
で9年連続で出題)！ 2022年に公表の改訂版｢生徒指導提要｣も学習必
須です。ここでは、改訂の全体像を捉えた後、大幅な追加・改訂があっ
た 3章、11章、12章、13章を中心に解説。
※購入教材と別途、各自で｢生徒指導提要(2022年版)｣をご準備いただきます。

【 受講料 】 8,000 円
【 教材費 】1,900 円

【代理店割引受講料】7,600 円
【代理店割引教材費】1,805 円

（使用教材①)

教材名 通常価格 代理店割引価格



★大阪府･大阪府豊能地区･大阪市･堺市
★兵庫県

下記の自治体については、1 次試験終了後にWEB 採点会を実施予定です。
詳細は決まり次第弊社WEB サイトにてご案内します。

WEB 採点会実施WEB 採点会実施予告

Jump !Jump !

コース
No. 実施校 対象自治体 内　容日　時 受講料等

CO-1

CO-2

神戸校

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

兵庫県対策

■教職教養
奈良県の試験を分析して作成したオリジナル予想問題テス
トを演習した後、解説します。本番の試験で出題が予想さ
れる最新の答申・通知も取り扱います。

■思考力・判断力
数的・判断・空間・資料の出題が予想される単元の易しい
問題から難問まで含めて作成した予想問題の演習で時間配
分を捉え、解説でパターンを復習します。

■教職教養
大阪府下の試験分析を基に作成した予想問題を演習＆解説
します。参考書等に載っていない時事問題も取り扱います。

大阪校

奈良県対策CN-1

CK-1

CK-2

難波校

【受講料】 9,000 円

【代理店割引受講料】
8,550 円

【受講料】 9,000 円

【代理店割引受講料】
8,550 円

【受講料】 18,000 円

【代理店割引受講料】
17,100 円

大阪校

神戸校

大阪府
大阪府豊能地区
大阪市
堺市対策

兵庫県対策

6/3(土)
〔 テスト (1回 )  〕   9:30 ～ 11:00 
〔解説講義(90分×2コマ) 〕11:10 ～ 15:00

6/10(土)
〔 テスト (1回 )  〕   9:30 ～ 11:00 
〔解説講義(90分×2コマ) 〕11:10 ～ 15:00

6/11(日)

CK-3 兵庫県対策神戸校

■集団討論《テーマ研究会》
兵庫県本試験の集団討論の、事前発表される討論テーマ
について、分析やテーマへの考え方についての解説を行
います。

【受講料】 6,000 円

【代理店割引受講料】
5,700 円

6/18(日)
  15:10 ～ 16:40
(90 分× 1 コマ )  

CK-4 神戸校
【受講料】 18,000 円

【代理店割引受講料】
17,100 円

神戸市対策
6/10(土)

〔 テスト (1回 )  〕 10:00 ～ 11:00 
〔解説講義(90分×4コマ) 〕11:10 ～ 18:20

CY-1
【受講料】 18,000 円

【代理店割引受講料】
17,100 円

京都府対策
■教職教養
試験で頻出の京都府の教育施策に関する問題や、時事問題
を中心に予想問題演習 & 解説を実施します。今までの学
習内容を確認し、1問でも多く得点していきましょう。

京都校
8/12(土)

〔 テスト (1回 )  〕 10:00 ～ 11:00 
〔解説講義(90分×4コマ) 〕11:10 ～ 18:20

■教職教養
兵庫県の教職教養の予想問題を解くことで、1次試験に向
けての最終確認を行います。予想テストの演習及び解説
を行いながら、参考書にも載っていない最新教育時事に
ついても取り扱います。

【受講料】 9,000 円

【代理店割引受講料】
8,550 円

7/15(土)
〔 テスト (1回 )  〕 11:10 ～ 12:40 
〔解説講義(90分×2コマ) 〕13:30 ～ 16:40

■一般教養《コンピュータ》
兵庫県特有の「コンピュータ」に関する予想問題を解くこ
とで、本試験に向けての対策を行います。予想テストの演
習及び解説を行いながら、コンピュータに関する知識の確
認と問題への考え方について確認していきます。

【受講料】 9,000 円

【代理店割引受講料】
8,550 円

7/8(土)
〔 テスト (1回 )  〕11:10 ～ 12:40 
〔解説講義(90分×2コマ) 〕13:30 ～ 16:40

〔 テスト (1回 )  〕 10:00 ～ 11:00 
〔解説講義(90分×4コマ) 〕11:10 ～ 18:20

予想問題ラストチェック予想問題ラストチェック
各自治体ごとに厳選されたテスト形式の予想問題を解くことで、知識の最終確認ができます。毎年、この予想問題が本試験
問題として出題されることも多いため、本講座を受講ししっかり復習することで、得点に直結していきます。

・各自治体ごとに厳選されたテスト形式の予想問題を解くことで、知識の
最終確認ができる！

・毎年、この予想問題からの的中多数！本講座を受講・しっかり復習する
ことで、得点に直結！

・テスト形式により、解答に加えて時間配分も身につける！

講座の
特長

教員採用試験を受験することに決めたのは受験の
半年前でした。せめて直前講習だけでも受けてみ
ようと予想問題ラストチェックに申し込みまし
た。とにかく、試験直前まで直前講習の問題を復
習し、1次試験に合格することができました。
予想問題ラストチェックには
合格に必要なエッセンスが
詰まっていました。
（合格体験記より）

「生徒指導提要」改訂など、
最新の教育時事にも対応！

時間割 1 限　　    9:30 ～ 11:00
2 限　　  11:10 ～ 12:40
3 限　　  13:30 ～ 15:00
4 限　　  15:10 ～ 16:40
5 限　　  16:50 ～18:20

■教職教養・一般教養《社会時事》
過去の本試験でも多数的中した最新の教職教養及び社会時
事の予想問題演習及び解説を行います。予想テスト演習と
解説を通して、本試験直前の最新時事の整理を行います。



関西エリア

《お問い合わせ先》

《講座申込方法》 下記申込方法･注意事項を必ずお読みの上、お申込みください。

京都校
〒600-8006 
京都市下京区四条通柳馬場西入ル 立売中之町99 四条SETビル6F

TEL 075-252-0762

TEL 078-391-0731
〒650-0034
神戸市中央区京町75-1  京町栄光ビルディング1F

神戸校
〒556-0017
大阪市浪速区湊町1-2-3  マルイト難波ビル7Ｆ

TEL 06-6645-0731難波校

〒530-0001
大阪市北区梅田1-3-1  大阪駅前第1ビル12F

TEL 06-6345-0731大阪校[ 振込先口座］
三井住友銀行 梅田支店 （普）9434230
（株）東京アカデミー京都校 

[ 振込先口座］
三井住友銀行 梅田支店 （普）9434228
（株）東京アカデミー大阪校 

[ 振込先口座］
三井住友銀行 梅田支店 （普）9434216
（株）東京アカデミー難波校 

[ 振込先口座］
三井住友銀行 梅田支店 （普）9434199
（株）東京アカデミー神戸校 

留意事項

★お申込みおよび受講料のお支払いは講義実施の５営業日前迄にお願いします。詳細は校舎へお問い合わせください。
★手続き完了後の受講講座変更はできませんので、予めご了承ください。変更ご希望の場合は、一度お申込済の講座
　を解約していただき、改めてご希望のコースにお申込みください。解約の際の規定は弊社 WEB サイトに掲載の｢東
　京アカデミー申込規約｢4．解約・返金等について」ご精読の上、書面もしくは電子媒体にて解約申請をしてください。
★各講座とも最少開講人数に達しない場合は、開講を中止いたします。
★各教育委員会より発表される募集要項の内容を踏まえ、実施科目･回数等を予告なく変更する場合がございます。

東京アカデミー申込規約
スマホからの確認はコチラ
(PDF が開きます )

LINEスタンプ販売中 !! NEW !

東京アカデミーオリジナルキャラクター｢デミの助｣が LINE
スタンプに登場！スタンプの購入はスタンプショップから
｢東京アカデミー｣で検索してください♪

Facebook･Twitter や各校ブログでも情報発信しています！

検索東京アカデミー

スマートフォンはこちらからアクセス

▲

インターネットでお申込みの場合

◆現金でお支払い
◆クレジットカード決済 / 電子マネーでお支払い

窓口受付でお申込みの場合
東京アカデミー各校受付窓口へお越しください。お手続きのご案内をいたします。

お申込み後、受付完了メールを
自動送信します。
※ドメイン指定受信拒否を設定されている場
合には、弊社からのメール(tokyo-ac.co.jp)
が受信できるようにあらかじめ設定をお願
いします。

【希望講座】教員採用試験
【希望校舎】京都校･大阪校・難波校･神戸校から選択
【分　　類】短期(Zoom講座含む)　
上記を選択し、「申込可能講座検索」をクリック/タップ
※はじめてのお申込みの際は会員登録(無料)が必要となります。

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内 ＊期日以内にご決済･お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
＊5日以内に開講日の到来する講座に関しましては、開講日の前日がお支払い期限となります。！

◆銀行振込
お申込み後､５日以内に申込校指定の振込先口座へ必ず本人様名義で
お振込みください。
※振込手数料はご負担願います。

◆コンビニ決済
お申込み後､５日以内に下記のコンビニにてご決済ください。
・セブンイレブン　　・ミニストップ　　　・ローソン　
・セイコーマート　　・ファミリーマート　・デイリーヤマザキ

お申込み後､５日以内に東京アカデミー窓口にお越しください。
◆現金でお支払い

◆クレジットカード決済

◆電子マネーでお支払い

下記表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。
※支払いは一括となります。

お申込み後､５日以内に東京アカデミー窓口にお越しください。
下記の ICカード ( 交通系 ) がご利用いただけます。
※支払いは一括となります。

お支払い方法お支払い方法
…お申込みの際に受付窓口にてお支払いください。

…ご利用いただけるカードは上記を
　ご参照ください。

大学生協等の専用申込書に記入し、割引受講料をお支払いください。
※大学生協でのお手続き完了後に弊社よりご連絡を差し上げます。
※一部大学生協・書店では受け付けておりません。その場合は東京アカデミー各校受付窓口へお越しください。

代理店割引制度取扱店でお申込みの場合

お支払い方法お支払い方法 お申込みの生協・書店でご確認ください。

代理店割引制度

※上記は2022年9月現在のものです。

滋賀大学生協 大津店
滋賀大学生協 彦根店
滋賀県立大学生協
京都大学生協 ルネ店
京都教育大学生協
京都府立大学生協
京都工芸繊維大学生協
同志社大学生協 今出川店
同志社大学生協 京田辺店
同志社大学生協 女子大今出川店

同志社大学生協 女子大京田辺店
立命館大学生協 衣笠店
立命館大学生協 草津店
立命館大学生協 ＯＩＣ shop店
龍谷大学生協 瀬田店
龍谷大学生協 深草店
龍谷大学生協 大宮店
京都産業大学 紀伊国屋書店
京都女子大学 丸善書店
京都外国語大学 丸善書店

京都橘大学生協
大阪大学生協 豊中店
大阪大学生協 箕面店
大阪教育大学生協
大阪公立大学生協 中百舌鳥キャンパス
大阪公立大学生協 杉本キャンパス
大阪国際大学 紀伊国屋書店（守口）
大阪経済大学生協
大阪樟蔭女子大学生協
大阪電気通信大学生協

神戸親和女子大学生協
武庫川女子大学 紀伊国屋書店
園田学園女子大学生協
奈良教育大学生協
奈良女子大学生協
和歌山大学生協

近畿大学トラベルセンターTRUNK
関西大学生協 高槻店
関西大学生協 千里山店
阪南大学生協
千里金蘭大学生協
大阪学院大学 紀伊国屋書店
梅花女子大学 日進堂書店
神戸大学生協 サービスセンター
神戸大学生協 LANSBOX店
神戸大学生協 発達科学部店

神戸市外国語大学生協
兵庫県立大学生協
関西学院大学生協 上ヶ原店
関西学院大学生協 三田店
関西学院大学生協 聖和キャンパス店
甲南大学生協
甲南女子大学生協
神戸薬科大学生協
神戸学院大学 学院書店
神戸女子大学 丸善書店

★大学生協・書店など特定の代理店でお申込みされると、受講料（入会金を除く）が5％割引となります（但し、下記の学校に所属する学生かつ入会時のお申込に限ります）。
※割引制度は、他の割引制度との併用ができません。また、入会後の申請では適用することができません。             

5%OFF

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。

2024年度 教員採用試験対策 オープンセサミシリーズ2024年度 教員採用試験対策 オープンセサミシリーズ

（2023/1/21 調べ）

Amazon 売れ筋ランキング 書籍
資格・検定＞教員採用試験＞教職教養部門で

セサミノート
教職教養 第1位第1位

クリック orタップしてくださいクリック orタップしてください

https://my.ptsc.jp/tokyo-academy/OnlineRequest/movWebMoushikomiKoozaKosyaSelScr?kouza=301



