
【特 色】 

校長経験者による熱血指導で，教職教養や２次（小論文・模擬授業・面接）などの対策指導を行います。この数年，

面接（人物評価）で重視される傾向にある場面指導力や教育課題対応力を向上させる指導も取り入れています。 

【設置コース】 

総合対策コース 
教職教養を中心に講義と問題演習で徹底指導。 

 ※早期からの 2次試験（人物評価）対策も実施。 

教職教養重点対策コース 
分野別問題演習と模擬試験で，教職教養の弱点強化。 

 ※基礎力がある方におすすめ。 

人物評価対策コース 
場面指導や課題対応力等の演習で，指導力・教師力を向上。 

 ※２次試験に自信のない方におすすめ。 

 

総合対策コース ~しっかり・じっくり，教職教養から２次対策まで！~ 

【指導分野】 

教職教養（講義）／教職教養（演習）／一般教養／模擬試験２回／小論文／面接・場面指導／模擬授業 

【コース案内】 

▶開講期間  平成 29年 4月 17日（月）～平成 29年 7月 14日（金）及び１次試験終了後２日間 

▶開講日  毎週 月・水・金 曜日（全 39回・169 コマ）※祝日含む  

▶授業時間帯  月曜日 10：00～13：30 ／ 水・金曜日 10：00～15：30 

▶定員  35名 ※定員になり次第締め切ります。 

【指導方法】 

教職教養（講義）：教職教養（教育課程／教育法規／教育史・教育心理／教育原理／教育施策）について，テキスト

や国・県からの通達，白書などを使用し，講義形式で指導をします。 

教職教養（演習）：上記分野ごとに長崎県の出題傾向に応じた問題演習を通して，弱点分野を強化します。 

一般教養：人文・社会・自然・時事分野の過去問を中心に対策を行います。 

模擬試験：受講期間中に全国模擬試験を２回実施します。 

小論文：論文の力を基礎から養成し，「情熱のある論文」の書き方の習得を図ります。 

面接・場面指導：場面指導力・教育課題対応力の演習や面接演習を行います。 

模擬授業：授業内容の向上はもちろん，授業にどのように関わるかという姿勢についても指導を実施。 

【カリキュラム】 （例） 

 月 水 金 

 

＜2次対策＞ 

１次発表までの

間，小論文，個

人面接，模擬授

業の重点対策を

実施（2日間） 

10：00～10：50 教育法規 教育史・教育心理 教育施策 
１
次
終
了
後 

11：00～11：50 教育法規 教育史・教育心理 教育施策 

11：50～12：40 休憩 

12：40～13：30 教育法規 ２次対策（基本）・一般教養 教育原理 

13：40～14：30  教育課程 教育原理  

14：40～15：30  教育課程 教育原理  

        教職教養重点対策コース ~教職教養の弱点強化，そして２次対策も！~ 

【指導分野】 

教職教養（分野ごとの演習）／模擬試験１回 

【コース案内】 

▶開講期間  平成 29年 4月 23日（日）～平成 29年 7月 9日（日）及び１次試験終了後２日間 

▶開講日  隔週の日曜日（全 6回・18 コマ）※祝日含む 

▶授業時間帯  13：30～16：30 

▶定員  なし 

【指導方法】 

教職教養（分野ごとの演習）：教職教養（教育課程／教育法規／教育史・教育心理／教育原理／教育施策）について，

分野ごとに長崎県の出題傾向に応じた問題演習を通して，弱点分野を強化します。 

模擬試験：受講期間中に全国模擬試験を 1回実施します。 

【カリキュラム】（例） 

4月 23日 5月 7日 5月 21日 6月 4日 6月 25日 7月 9日 

教育法規 教育原理 教育課程 模擬試験 教育史・教育心理 教育施策 

1次終了後１次発表までの間，小論文，個人面接，模擬授業の重点対策を実施（２日間） 

 

        人物評価対策コース ~早期からの指導力・教師力の養成で２次制覇！~ 

【指導分野】 

場面指導／教育課題対応／人物観／小論文／模擬授業／面接 

【コース案内】 

▶開講期間  平成 29年 4月 16日（日）～平成 29年 7月 2日（日）及び１次試験終了後２日間 

▶開講日  隔週の日曜日（全 7回・21 コマ）※祝日含む 

▶授業時間帯  13：30～16：30 

▶定員  なし 

【指導方法】 

場面指導／教育課題対応／人物観： 面接で重視される場面指導力・教育課題対応力・人物観を演習により向上させ，コ

ミュニケーション力の育成と教育観・教師観を確立します。 

小論文：論文の力を基礎から養成し，「情熱のある論文」の書き方の習得を図ります。 

模擬授業：授業内容の向上はもちろん，授業にどのように関わるかという姿勢についても指導を実施。 

面接：自己理解から始まり，多様な質問を想定して演習を行います。 

【カリキュラム】（例） 

4月 16日 4月 30日 5月 14日 5月 28日 6月 11日 6月 18日 7月 2日 

場面指導① 場面指導② 教育課題① 教育課題② 小論文 人物観 模擬授業・面接演習 

1次終了後１次発表までの間，小論文，個人面接，模擬授業の重点対策を実施（２日間） 

平日 

日曜 

日曜 

平日 

日曜 

日曜 

※２次対策（基本）は，場面指導力・教育課題対応力・小論文等の指導を行います。 



コース組み合せ（必要に応じてコースを組み合せることも可能です。） 

 総合対策 教職教養重点対策 人物評価対策 

総合対策  ✕ ○ 

教職教養重点対策 ✕  ○ 

人物評価対策 ○ ○  

校納金 

コース 入学金 受講料 教材費 合計 

Ａ.総合対策コース 10,000 181,500 20,000 211,500 

Ｂ.教職教養重点対策コース 10,000 33,000 3,000 46,000 

Ｃ.人物評価対策コース 10,000 34,750 2,000 46,750 

 例）Ｄ.総合対策＋人物評価対策 10,000 207,750 22,000 239,750 

 例）Ｅ.教職教養重点対策＋人物評価対策 10,000 59,250 5,000 74,250 

入学手続 

1.出願書類 

 ①入講願書（本校指定）写真貼付 

 ②入講試験料 3,000円 

  （郵送の場合は郵便為替） 

 ※受験の有無に関係なく返却できません。 

2.出願期間 

 平成 28年 10月 1日より受付開始 

 出願書類を郵送（必着）又は持参してください。 

 ※持参の場合の受付時間は、平日 9：00～18：00 

土曜日 9：00～12：00 

     ※入講試験は筆記試験（教員採用選考試験の一般教養程度）と小論文試験を実施します。 

お問合せ・申込先 長崎公務員専門学校（〒850-0036 長崎市五島町 1-17 TEL095-824-4033） 

 

 

長崎教員養成塾 講義教室 長崎市大黒町 11-8 東京生命館 5F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｜ 事 務 局  ｜ 長崎公務員専門学校（〒850-0036 長崎市五島町 1-17 TEL095-824-4033） 

｜ 講義教室 ｜ 長崎市五島町 11-8 東京生命館 

 

長崎教員養成塾 
平成２９年度４月生  教員採用試験対策講座 

   

※総合対策講座で演習問題

まで行いますので，総合対策

と教職教養重点対策の組み

合せはおすすめしません。 

【 ポイント 】 

①ニーズに応じた選択制の３コースを設置，組み合せも可能！！ 

②２次試験で重視される場面指導力や教育課題対応力にも対応！！ 

③１次試験終了後も２次対策の重点指導を実施！！ 

【 長崎教員養成塾 ブログ更新中 】 

教育に関する最新情報を発信しています！！ 

 長崎教員養成塾ブログ で検索 

※１次試験合否発表後に，２次試験直前対策講座も開講予定（別途料金） 


