
～東北大生のための オリジナル学内講座～

教員採用試験対策
学内講座

令和2年度　　受講生募集要項

2018 年度実施教員採用試験 1次合格状況

受験者数
34名

合格者数
28名

合格率

82%

(１次合格自治体 )
北海道 /青森県 /秋田県 /岩手県 /宮城県 /栃木県
埼玉県 /千葉県 /東京都 /神奈川県 /長野県 /新潟県
静岡県 /岡山県 /札幌市 /仙台市

2018 年度実施教員採用試験最終合格状況

二次受験者数
26名

最終合格者数
17名

合格率

65%

(最終合格自治体 )
青森県 /岩手県 /宮城県 /栃木県 /千葉県 /東京都
長野県 /新潟県 /静岡県 /仙台市

(大学進学・民間就職除く )

対象： 主に令和2年に実施される教員採用試験を受験予定の学部３年生・大学院１年生
※文学部主催ですが学部・研究科の所属に関わらず受講できます

主催: 東北大学文学部     企画・運営: 
キャリアサポートプラザ
東北大学生活協同組合

11月21日 ( 木 )
申込締切日

スマホの「電子版公式アプリ」
教育紙面は週２回、電子版は毎日配信されます。
    　　（２月～７月）

「論作文・面接対策ガイド」
「教育時事キーワード」を進呈。

最新の教育時事に触れられるので、

教員採用試験対策も安心！

時事通信公開模試
模試名

３月模試

５月模試

実施日 解答方式
マークシート式

記述式

教職教養／一般教養／専門教養

論作文

教職教養／一般教養

専門教養／論作文

３月８日 ( 日 )
予定※1

実施教科※2

５月 10 日 ( 日 )
予定※1

マークシート式

記述式

※１　学事の都合で実施日は変更となる可能性があります。日程が決定しましたら受講生に改めてご案内いたします。
　　　（自宅受験も可能です。）
※２　志望自治体で一般教養試験がない方は、受講料（税込 1,100 円）を後日返金いたします。論作文は面接対策や集団討論対策も
　　　考慮し、志望自治体の試験に含まれていない方も全員受験となります。あらかじめご了承ください。

※３　中高社会、中高理科は次の①・②どちらかを選択して受験することができます。
　　　① 「共通問題のみ」受験
　　　② 中高社会：共通問題＋選択問題（世界史、日本史、地理、公民から１科目選択）
　　　　 中高理科：共通問題＋選択問題（物理、化学、生物から１科目選択）

特色１　本試験問題を徹底分析し、重要事項を網羅
「問題」は、全国の各自治体の本試験で出題される重要項目を徹底分析し作成しています。第３志望まで成績分析が
可能ですので、本命自治体と併願自治体などの合格可能性の比較が可能です。また、各自治体の実施内容に対応した
受験科目の選択も可能です。詳細な「解答と解説」は、解答で◯（マル ) つけをするだけでなく、試験後の復習やポイ
ント整理に最適です。

特色３　最新の教育時事資料集を提供
最新の教育時事についてまとめた「学習資料集」を成績返却時に提供します。
本試験で狙われるものの、学習の盲点となりやすい部分を網羅。本試験に直結
する資料です！！

特色２　成績分析
公開模試受験者のデータと合算して全国規模で成績分析。平均点、偏差値、
教科別順位、県別順位などのほか、志望県の合格可能性を判定します。受験
者の個人成績表では、3・5月模試の成績（教職教養、一般教養）をひとつの
グラフで表示いたします。複数回受験していただくことで、学習の進捗状況が
ひと目で把握できます。

基本講座に
含まれます

基本講座に
含まれます



生協講座が選ばれる理由

最適なカリキュラムと
オリジナルテキスト
講座のカリキュラムは現役の大学
生に最適化されています。教職教
養分野の講義では、オリジナルテ
キストを用いた、知識同士を関連
させることに重点を置いた講義を
展開し、知識の確実な理解と定着
を目指します。

一人ひとりのよさを伸ばす
人物試験対策指導
採用試験の最終合格のためには、
一次試験終了後の二次試験対策が
重要です。生協講座では面接や模
擬授業、集団討論、集団面接など
各自治体に合わせた人物対策を行
っていきます。

知識定着を確認できる
月例テスト・模擬試験
教職教養分野の習得状況を確認で
きる「教職教養月例テスト」を年
３回、教職教養・専門科目の定着
を確認できる「時事通信模試」を
年２回実施いたします。
※受講料に含まれない模試は、別途有料と
　なります。

欠席時も安心の
DVDフォローシステム
欠席した場合は、生協カウンターでDVD
を無料で貸し出しいたします。学事やボ
ランティア活動などでやむを得ず欠席し
た場合も安心のフォローシステムです。

担当者が常駐、
悩みや不安を解消
生協カウンターには講座担当者が常駐して
います。受験先の資料の収集や情報提供、
悩み相談などの学習面のみならず生活面に
ついても相談に応じます。

現役合格をサポート～万全のバックアップ体制～

募集要項

受講資格：東北大学の学生・院生であり、かつ、東北大学生活協同組合の組合員であること
募集対象：主に令和２年に実施される教員採用試験を受験予定の学部３年生・大学院１年生

受講申込書を記入する

支払い方法を決める
【A】口座振込 【B】大学生協ローン

キャリアサポートプラザにてお申込み
必要なもの : 受講申込書・組合員証・契約書面

お支払いの確認が済めば、手続き完了
詳細な講座スケジュールや、教材のお渡しなどについては、

手続き完了後にご案内いたします

家族などに相談する・申し込みを決める

《お申込みの流れ》

申込
窓口

キャリアサポートプラザ
東北大学生活協同組合

E-MAIL:  plaza@tohoku.u-coop.or.jp
TEL:  022-262-7470 / FAX: 022-261-7467

仙台市青葉区川内27-1
東北大学 川内南（文系）キャンパス厚生会館内

申し込み手続き方法

支払
方法

A
B 大学生協ローン(3~36回)

手続き完了までに１～２週間かかります

口座振込(ゆうちょ銀行のみ)

申込
締切
11月21日（木）17:00まで
お早めにお申し込みをお願いいたします。

受講料

基本講座

受講料 165,000 円 (税込 )
【教職教養対策 (39 コマ ) ＋ 人物試験対策 (34 コマ )】

※受講料には以下の料金が含まれます。

役務提供料

時事通信公開模試２回分

教材費

教育新聞６ヶ月購読料

スチューデント EQ ( 自己分析ツール )

専門教養演習問題 ( 全７回 )

中高専門オプション

受講料 22,000円 (税込 )
第一志望自治体の専門教養攻略テキスト

専門教養演習問題 ( 全７回 )

専門教養全国公開模試 ( 最大４回 )

第１～３志望自治体の過去問

学習指導要領まとめ

専門教養重要項目暗記カード

専門教養実力診断Webテスト ( 全２回 )

月刊誌「教職課程」(１年分 )

合同直前対策（６月実施）

受講料 26,400円 (税込 )
教育時事解説講義

教育原理演習（特別支援）

教育原理演習

教育心理演習

教育法規演習

教育史演習

教育時事演習
（計 13 コマ）
※模擬試験・予想問題含む

※詳細は後日改めてお知らせいたします。

87,850 円

16,600 円

31,140 円

9,980 円

3,700 円

生講義
オンデマンド講義 15,730 円

……
……

……

……

……（3月・５月）
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自分の勉強だけでは不十分であることを実感することができるので、マンネリしやすい受験勉強には良い刺激であった
ように思います。自分が知識として持っていなかった問題が実際の筆記試験でも出題されたので助かりました。このオ
プションを活用するには、２～３回必ず復習をすることが大切です。様々な問題を解くことにより、活用できる知識を
定着させることが重要です。そのためには、｢１回解いて満足する」ということではもったいない気がします。ぜひこの
オプションを選択して、自分の知識の増幅につなげてほしいと思います。

＜中高専門オプションを受講した先輩からのメッセージ＞
文学部　高校社会 瀬戸優来さん

2

Q & A
周りの友人で教員を志しているのが
自分だけです ...

Q.

本講座を受講することで仲間を作りましょう。
本講座は、二次試験対策やコミュニティ活動
などを通して横のつながりを作ることができ
る環境になっています。専門科目や志望自治
体が同じ仲間を見つけられます。良き仲間 =
ライバルとともに切磋琢磨しましょう。

A.

面接や集団討論など、人物試験の対策が
とても不安です。

Q.

本講座では、講義と演習両方を平行して実施
しながら人物試験対策のトレーニングを行っ
ていきます。人物試験で見られている、「振
る舞いや姿勢・話し方」などの表面的な対策
はもちろん、自分自身を理解し的確にアピー
ルするための「考え方や、表現方法」につい
ても指導します。

A.

最初に支払う受講料以外に、費用は掛か
りますか？

Q.

各種模擬試験や自治体対策は、別途費用が発
生します。その都度ご案内いたします。また、
オススメの書籍、雑誌などもご紹介いたしま
すので、そちらはご自身で判断のご購入くだ
さい。(   受験自治体への交通費・宿泊費も今
から考慮しておきましょう。)

A.

６月頃に教育実習に行く予定です。その間
の勉強はどうすればよいでしょうか？

Q.

教育実習期間は、課題も多くなりなかなか試
験勉強をしにくい状況かと思います。講座の
スケジュールと自分自身の学習計画をリンク
させ、早めに基礎を固めていきましょう。計
画性を持って勉強をしていくことが大切です。

A.

合格した先輩からのメッセージ
見原航平
高校　数学 ( 神奈川県・北海道・宮城県　最終合格 ) 

三國稔男
高校　公民 ( 新潟県　最終合格 ) 

理学部 法学部

「気軽に何でもやってみよう！」
教員対策講座では、筆記対策と面
接対策があり、それぞれで何をす
ればいいのかアドバイスがありま
す。例えば、筆記ではまとめノー
トを作ることや、面接では教育ボ
ランティアをすることをオススメ
されます。まずはやってみましょ
う！講座の友人や先生方、キャリ

アサポートプラザの職員の方々は皆さんの頑張りを応
援してくれます。友人と自主的に勉強会や面接対策を
することもあります。気軽に誘い、気軽に巻き込まれ
ましょう！話すことによって自分の経験や考えが整理
され、話す言葉に説得力が出てきます。何事も気負わ
ず実践することで最後には自信を持って試験を受ける
ことができます。ぜひ、試験に受かって一緒に教員と
して働きましょう！！

講座を受講する大きなメリットは、
「情報｣と｢仲間｣にあると思います。
講座では、法規、時事といった一
次試験対策の知識や、面接をはじ
めとする二次試験対策の心構えな
ど、講師の方々が丁寧に、親身に
なって教えてくれます。また、過
去の膨大な資料から志望自治体の
傾向を把握し、自己分析を通して

自己理解が深められるなど、大学生協だからこそでき
る様々なサポートを生かし、情報を入手・活用できま
す。加えて、同じ目標を持った多くの仲間がいるので、
長丁場の試験で心が折れそうになった時も、頑張る仲
間の姿を見ることは励みになりました。みんなで自主
的に勉強会や面接練習をしたり、不安や悩みを共有し
たりしたことは、自信につながり、最後まで乗り切る
大きな支えになりました。ぜひ、大いに活用して、夢
を実現させてください。

さん さん
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カリキュラムの概要 ( 予定 )

中高専門オプション

受講料 (税込 )

22,000円

専門教養のテキストや過去問、模試がセットになったオプションです。

●第一志望自治体の専門教職攻略テキスト
●専門教養全国公開模試 ( 最大４回 )
●学習指導要領のまとめ
●専門教養実力診断Webテスト

●専門教養演習問題
●第１～３志望自治体過去問
●専門教養重要項目暗記カード
●月刊誌「教職課程」

※内容の詳細は次ページをご参照ください。 ※昨年は約９割の方が申し込んでいます。

基本講座

受講料 (税込 )

165,000円

オリジナルテキスト

学習指導要領

教育心理

教育原理

教育法規

教育時事

人物試験

教職教養

学習指導要領

教育原理

教育時事

学習ガイダンス

計

コマ数

８

３

８

教育心理 ６

39

２

教育法規 12

教職教養

生
講
義

オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
義

※教育原理・教育心理・教育法規が Web コン
　テンツとしてオンデマンド受講 (60 分 ) となります。
※学習進度確認のため 毎月、月例テストを行います。

※教育史の講義は教員講座に含まれません。

人物試験対策

人物試験対策

論文・討論対策

28

６

34

コマ数

計人物試験対策

※面接練習・集団討論練習は何度でも参加
　可能です。

合同直前対策

受講料 (税込 )

26,400円
※後からの申し込みも可能です。

教育原理・教育心理・教育史・教育法規・教育時事の各科目について、重要分野の知識確認を実施します。直前期
にふさわしい演習解説講座です。なお、教育時事については、問題演習だけでなく、新学習指導要領関連事項につ
いてもしっかり解説します。ぜひご参加ください。

場所：フォレスト仙台ビル２F 会議室 ( 仙台市青葉区柏木 1-2-45) 予定

＜講義内容＞
教育時事解説講義 /教育原理演習（特別支援）/教育原理演習 /教育史演習 /教育心理演習
教育時事演習 /教育法規演習　 ( 計 13 コマ予定 )
※模擬試験・予想問題含む

※詳細は日程が決まり次第、改めてお知らせします。

二次対策

二次対策ガイダンス

コマ数

１

２

教育新聞ガイダンス

SEQ解説講義

４計

１

3 4

教職教養の過去問 
一般教養の過去問 

市販テキスト(時事通信社 )

教員への道のり
東北大学生協の用意する教員採用試験に向けたサポートプログラム。

2019.10

2019.11

2019.12

2020. 1

2020. 2

2020. 3

2020. 4

2020. 5

2020. 6

2020. 7

2020. 8

2020. 9

2020.10

2020.11

講座募集ガイダンス 学内講座の講師による教員採用試験の概要の説明や、生協職員による講座の説明。
先輩の合格体験談を聞くことができます。

講座申し込みスタート 10 月 25 日 ( 金 )

講座スタート・開講オリエンテーション
開講予定日：12 月 4日 ( 水 ) まずは、教科科目の全体像を理解します。

合わせて、二次対策に向けた自己分析も始まります。

専門科目を並行して行っていく１月から２月にかけて一通り完
了しておくことが望ましいです。
全体を網羅しておきましょう。
講座では基礎学力 ( 教職教養、
一般教養 ) を把握するためのテ
ストを行います。

■教職教養対策
■人物試験対策
■教職教養対策
■教職月例テスト ( 第１回 )

合格に向けてのリスケジュール 開講時に受験プランを立てたものの、思うように進められていない時は、こ
のタイミングで各分野の対策スケジュールを見直して総まとめをしましょう。

■生協職員による学習面談
■教職月例テスト ( 第２回、第３回 )

■時事通信公開模試 (３月 )

直前期の最終仕上げ 試験直前の最終確認の時期です。この時期に教育時事も確認しながら、教職教養の問題演
習を中心にアウトプットをしていきましょう。

■時事通信公開模試 (５月 ) ■直前対策講義 ( オプション )

試験本番！二次試験に備えよう 一次試験の集中力を保ったまま、二次試験に備えましょう。
これまで対策 ALC で行った内容も振り返り、自己分析、自分の教育観の
明確化を図ろう。

■集団討論、集団面接、個人面接の練習

最終合格発表 二次試験の受験結果が発表されます。

体像を理解します。
向けた自己分析も始まります。

けて一通り完
望ましいです。
きましょう。
( 教職教養、
するためのテ

立てたものの 思うように進められていない時は こ

月 ) ■直前対策講義 ( オプション )


