
 0 

メセナ予備校 平成 27年度 教員採用試験対策講座 

コース説明資料 

150512 

 

2014/08/01 第 1版 

2014/11/20 第 1.1版 カリキュラムを一部変更 

2015/01/16 第 1.2版 カリキュラムを一部変更 

2015/02/09 第 1.3版 カリキュラムを一部変更 

2015/02/23 第 1.4版 カリキュラムを一部変更 

2015/03/15 第 2版 カリキュラムを一部変更 

2015/03/17 第 2.1版 論文の締め切りを一部変更 

2015/05/12 第 2.2版 カリキュラムを一部変更 



 1 

目 次 
 

入校にあたって ................................................................................................................................... 3 

入校申込 ................................................................................................................................................ 4 

前年度からの主な変更点 .............................................................................................................. 6 

全館禁煙 ................................................................................................................................................ 8 

期間 .......................................................................................................................................................... 9 

開講科目 .............................................................................................................................................. 10 

時間割（本校） .................................................................................................................................... 12 

時間割（沖縄校） ............................................................................................................................... 13 

料金 ........................................................................................................................................................ 14 

⑴ 入学金 ........................................................................................................................ 14 

⑵ 教材費（実費） ............................................................................................................. 14 

⑶ 授業料 （10/25 までに入学の場合）............................................................................ 16 

⑷ 授業料 小学校・英語・数学・国語・保健体育週 2日受講者のみ .......................... 18 

⑸ 授業料 小学校週 3日受講者のみ（10/25 までに入学の場合） ................................... 20 

⑹ 授業料 数学週 3日受講者のみ（10/25 までに入学の場合） ....................................... 22 

⑺ 授業料 数学週 4日受講者のみ（10/25 までに入学の場合） ....................................... 24 

⑻ 教養教材のみ購入 ...................................................................................................... 26 

⑼ 教養月例テストの受験・購入 .................................................................................... 29 

⑽ 教養チェックテストの購入 ....................................................................................... 30 

⑾ 保健体育Ａ資料の購入 .............................................................................................. 31 

⑿ 授業料に関する注意事項 ........................................................................................... 33 

⒀ 授業料のお支払い方法 .............................................................................................. 35 

⒁ 月謝払い早見表 ......................................................................................................... 36 

退学届・休学届・科目変更届 ...................................................................................................... 37 

振り替え出席制度 ............................................................................................................................ 40 

キャンセル待ち .................................................................................................................................. 43 

教養月例テスト .................................................................................................................................. 44 

教養模擬試験 .................................................................................................................................... 46 

専門模擬試験 .................................................................................................................................... 47 

専門模擬テスト .................................................................................................................................. 49 

二次試験直前対策講座（予定） ................................................................................................. 50 

三次試験直前対策講座（予定） ................................................................................................. 51 

二次試験・三次試験対策の教材販売（予定） ..................................................................... 54 

体験受講 .............................................................................................................................................. 55 



 2 

その他の注意事項 .......................................................................................................................... 56 

沖縄県教員採用試験合格実績 ................................................................................................. 57 

メセナ予備校で販売している教員採用試験対策の教材 ............................................... 59 

授業内容 .............................................................................................................................................. 60 

⑴ 教養 ........................................................................................................................... 62 

⑵ 小学校 ........................................................................................................................ 66 

⑶ 英語 ........................................................................................................................... 71 

⑷ 数学 ........................................................................................................................... 74 

⑸ 国語 ........................................................................................................................... 77 

⑹ 中学社会 .................................................................................................................... 79 

⑺ 公民 ........................................................................................................................... 82 

⑻ 地歴 ........................................................................................................................... 84 

⑼ 保健体育 .................................................................................................................... 86 

⑽ 養護教諭 .................................................................................................................... 88 

⑾ 論文 ........................................................................................................................... 89 

主な担当講師の紹介 ..................................................................................................................... 91 

カリキュラム ........................................................................................................................................ 93 

⑴ 教養 カリキュラム（Ａ）その 1 .............................................................................. 93 

⑴ 教養 カリキュラム（Ａ）その 2 .............................................................................. 95 

⑴ 教養 カリキュラム（Ｂ） ........................................................................................ 97 

⑴ 教養 カリキュラム（Ｃ） ........................................................................................ 99 

⑵Ａ 小学校知識 カリキュラム .................................................................................... 101 

⑵Ｂ 小学校演習 カリキュラム .................................................................................... 105 

⑵Ｃ 小学校学習指導要領 カリキュラム ..................................................................... 109 

⑶Ａ 英語 カリキュラム ............................................................................................... 111 

⑶Ｂ 英語二次試験（英作文）対策カリキュラム ........................................................ 115 

⑷Ａ 数学 カリキュラム ............................................................................................... 118 

⑷Ｂ 数学Ⅲ対策 カリキュラム .................................................................................... 120 

⑷Ｃ 数学総合問題対策 カリキュラム ......................................................................... 122 

⑷Ｄ 数学Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・Ｂ対策 カリキュラム .............................................................. 124 

⑸Ａ 国語 カリキュラム ............................................................................................... 126 

⑸Ｂ 国語古文漢文対策 カリキュラム ......................................................................... 129 

⑹ 中学社会 カリキュラム ........................................................................................... 131 

⑺ 公民 カリキュラム .................................................................................................. 134 

⑻ 地歴 カリキュラム .................................................................................................. 137 

⑼Ａ 保健体育カリキュラム ......................................................................................... 140 

⑼Ｂ 保健体育カリキュラム ......................................................................................... 142 

⑽ 養護教諭 カリキュラム ........................................................................................... 144 

⑾ 論文 カリキュラム .................................................................................................. 146 

沖縄校の移転のご案内 ............................................................................................................. 150 



 3 

平成 27年度 教員採用試験対策講座 

 

入校にあたって 

 

入校申込書の裏の「入学にあたっての『注意事項』」を確認し，この入校パンフレットのp.33

～34の「授業料に関する注意事項」をお読みになってから，入校申込を行ってください。 

特に次の 6点について，しっかりとご確認ください。 

 

⑴ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であれ，

授業料を支払っていただくことになります。 

→退学届・休学届についての詳細は，p.37～38 をご覧になってください。 

 

⑵ 入学後4週目の講義が終わるまでは，退学・休学できません。また受講の追加以外の科

目変更届も提出できません。受講する科目の校舎・曜日・時間帯をしっかりと検討してから

申し込んでください。 

→科目変更届についての詳細は，p.38～39 をご覧になってください。 

 

⑶ 教養・論文・小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。申し込んだ校舎・曜

日・時間帯以外での受講はできません。この点を了解し，このルールを守れる方のみ申し

込んでください。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

⑷ 二次試験直前対策講座・三次試験直前対策講座を受講できる方は，12/31（水）までに

入校申込を行い，休学することなく 6/30（火）以降まで在籍する受講生に限ります。 

→4 年度以上在籍の方もしくはへき地・離島勤務の方には，特例措置があります。詳細は，p.52～53 を

ご覧になってください。 

 

⑸ メセナ予備校は全館禁煙です。受講生が禁煙となる範囲は，予備校敷地内のすべてと

予備校周辺の路上，駐車場・駐輪場です。 

 

⑹ 駐車場はありません。自動車通学の場合は，各自有料駐車場を利用してください。近隣

の駐車場やメインプレイス・DFSなどの駐車場に不法駐車しないでください。 
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入校申込 

 

☆ 入校申込は，本校・沖縄校の事務窓口で受け付けます。 

→インターネットや郵送での申込はできません。 

船舶などでの渡航が必要な離島・県外に在住の方が，「教養教材のみ購入」「保健体育Ａ資料のみ

購入」を希望される場合は，入校申込書と振込用紙を電話かメールで請求してください。 

海外の日本人学校などに勤務する方が，「教養教材のみ購入」を希望される場合は，電話かメール

で相談してください。 

 

☆ 入校申込書に入学金・教材費・授業料をそえて提出してください。 

→一括払いの場合は，入学金・教材費・授業料の全額をご持参ください。 

月謝払いの場合は，入学金・教材費・1 回目の月謝と銀行通帳（琉球銀行・沖縄銀行のみ）・通帳印

をご持参ください。授業料のお支払い方法については，p.35 をご覧になってください。 

 

☆ 9/16（火）より受付を開始します。 

→第 1講からの申込となります。第 2 講以降からの予約申込はできません。 

 

☆ 座席は，受講開始（授業料支払い）の申込順です。満席の場合は，受講できません。ご了

承ください。 

 

本講座は，沖縄県公立学校教員候補者選考試験の対策講座です。 

・ 教員免許は取得できません。 

・ 県外や私立の教員選考試験向けの対策は行いません。 

・ 沖縄県の学校実習助手・寄宿舎指導員・栄養職員の選考試験向けの対策は行いません。 

・ 当該校種の募集がない場合や最終合格者がいない場合などの責任は負えません。 

以上を理解した上で，申し込んでください。 

 

☆ 12/31（水）までに専門科目の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を

無料で差し上げます。入校手続きの際に受け取ってください。 

 

☆ 開講していない専門科目の受験者で，12/31（水）までに教養もしくは論文の受講申込を

した方には，過去 4年分の専門科目の過去問題と正答表を差し上げます。 

→別途申し込みが必要です。事務窓口で入校手続きの際に申し出てください。受験予定の校種・教科

1 部のみ申込可能です。複数科目の申込や，2 部以上の申込はできません。 
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☆ 教養の受講申込をした方に，「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 15～19 年度」

（問題と解説のセット）を無料で差し上げます。 

→前年度の教養受講者，前年度のプレ講座教養受講者には「採用試験過去問題集 一般教養・教職

教養 20～23 年度」（問題と解説のセット）を差し上げます。 

 

☆ 特別支援学校の受験者で，12/31（水）までに受講申込をした方には，過去 6年分の二次

試験・特別支援学校専門科目の過去問題と正答表を差し上げます。 

→別途申し込みが必要です。事務窓口で入校手続きの際に申し出てください。受験予定の方のみ申

込可能です。 

 

☆ 10/25（土）の開講後も，次々回以降の授業からの予約申込（または科目追加の予約）はでき

ません。満席になる場合がありますので，座席は受講開始（授業料支払い）の先着順となりま

す。ご了承ください。 

 

ホームページで，この入校パンフレットを確認して入校申込をなさる方は，入校申込の際に必ず入校パン

フレットの冊子を事務窓口で受け取ってください。 

またこの入校パンフレットの郵送を希望される方は，電話かメールで請求してください。 

 

論文・水曜日・夜の講座を閉鎖します。（11/20） 

 

本講座の内容は予告なく変更する場合があります。 

本講座の最新の内容については，校舎内の掲示・配布物・授業での案内などによって受

講生に対してお知らせします。受講生は，館内の掲示に注意してください。 

本講座の内容に重要な変更がある場合には，当社のホームページでもお知らせします。 

http://www.mecenat-yobiko.jp/ 
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前年度からの主な変更点 

 

・ 入校申し込みの受付開始日を 9/16（火）に早めます。 

 

・ 小学校Ａ・小学校Ｂのカリキュラムを改訂します。詳細は p.66～70と p.101～108をご覧になって

ください。 

・ 小学校Ｃを，本校・金曜日・夜に 1/16（金）より新規開講します。詳細は p.69～70 と p.109～

110 をご覧になってください。 

 

・ 小学校Ａ・国語Ａ・保健体育Ａで専門模擬試験とは別に専門模擬テストを始めます。詳細

は p.49 をご覧になってください。 

 

・ 保健体育Ｂを，本校・水曜日・夜に 10/29（水）より新規開講します。詳細は p.87 をご覧にな

ってください。 

・ 保健体育Ａの資料のみの購入ができます。詳細は p.31～32 をご覧になってください。 

 

・ 養護教諭の時間帯を 9:10～12:00に変更します。 

・ 公民の時間帯を 16:10～19:00に変更します。 

 

・ 教養のカリキュラムを改訂します。開講時に教養教材の約 3分の 2を配布します。詳細は

p.62～65 と p.93～100 をご覧になってください。 

・ 教養の本校・日曜日・午後と沖縄校・日曜日・午後がなくなります（他の教養の授業が満席に

なった場合には開講する可能性があります。その場合は，カリキュラムの途中からの開講となります）。 

・ 専門対策に力を入れられるように教養チェックテストの解説を減らします。1 回あたり 80

ページまでとします。そのため教養チェックテストのみ購入の価格を 500 円に値下げしま

す。詳細は p.30 をご覧になってください。 

・ 教養の受講申込をした方に，「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 15～19 年

度」（問題と解説のセット）を無料で差し上げます。 

→前年度の教養受講者，前年度のプレ講座教養受講者には「採用試験過去問題集 一般教養・教職

教養 20～23 年度」（問題と解説のセット）を差し上げます。 

 

・ 論文の本校・月曜日・夜と沖縄校・土曜日・午前がなくなります。 

・ 本校・金曜日・夜の論文の時間帯を 19:30～21:20に変更します。 
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・ 教養・小学校Ａの振り替え出席制度について，申請の条件を緩和します。詳細は p.40～42

をご覧になってください。 

 

・ 開講していない専門科目の受験者で，12/31（水）までに教養もしくは論文の受講申込を

した方には，過去 4年分の専門科目の過去問題と正答表を差し上げます。 

→別途申し込みが必要です。事務窓口で入校手続きの際に申し出てください。受験予定の校種・教科

1 部のみ申込可能です。複数科目の申込や，2 部以上の申込はできません。 

 

・ 特別支援学校の受験者で，12/31（水）までに受講申込をした方には，過去 6 年分の二

次試験・特別支援学校専門科目の過去問題と正答表を差し上げます。 

→別途申し込みが必要です。事務窓口で入校手続きの際に申し出てください。受験予定の方のみ申

込可能です。 
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全館禁煙 

 

メセナ予備校は全館禁煙です。 

 

禁煙とする範囲 

メセナ予備校本校・沖縄校ともに，予備校敷地内すべて 

メセナ予備校の受講生は，さらに予備校周辺の路上，駐車場・駐輪場 

 

喫煙者の入校受付について 

喫煙者であることを理由にメセナ予備校への入学をお断りすることは，今のところありませ

ん。 

ただし， 

・ 機会があるごとにメセナ予備校では禁煙を強く推奨すること 

・ 喫煙場所は予備校には全くないこと 

・ 喫煙者には教員の適性がないこと 

・ 禁煙を守れない場合は退学していただく場合もあること 

・ 喫煙者は自習室を利用できないこと 

・ タバコのにおいのする方の受講をお断りする場合があること 

 

以上の点をご納得いただいた上で入校申込をしていただくようお願いします。 
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期間 

 

平成 26年 10月 25日（土）～平成 27年 7月 5日（日） 

 

☆ 論文は，7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）まで。 

 

沖縄県教員採用の第一次試験日は 7月 19 日（日）を予想しています。 

 

・ 11/23（日）・2/11（水）・3/21（土）・4/29（水）・6/23（火）は授業「あり」です。 

・ 12/23（火）～1/4（日）は授業「なし」です。 

・ 4/30（木）～5/6（水）は授業「なし」です。 

・ 6/20（土）・6/21（日）は授業「なし」です。6/21（日）に教養模擬試験を行います。 

・ ただし 12/23（火）～28（日），4/30（木）～5/6（水），6/20（土），7/7（火）～12（日）は予備日となって

います。それまでに休講があった場合に授業を行う可能性があります。予備日については p.36，p.93

～149 をご覧になってください。 

（1）数学 A・保健体育 Aは 5/2（土）に授業があります。 

（2）教養（本校・日曜）・数学 Cは 5/3（日）に授業があります。 
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開講科目 

 

⑴～⑾の記号は，p.60～90 の「授業内容」，p.93～149 の「カリキュラム」に対応しています。 

 

① 教養（第一次試験）…本校（日曜日，火曜日，水曜日，木曜日）開講 

沖縄校（木曜日）開講 

⑴ 教養の筆記試験 

 

② 専門教科（第一次試験）…本校（土曜日，木曜日）開講，沖縄校（火曜日）開講 

⑵Ａ 小学校・特別支援学校小学部の筆記試験 

 

③ 専門教科（第一次試験）…本校（土曜日）開講 

⑶Ａ 英語（中学校・高等学校）の筆記試験 

⑷Ａ 数学（中学校・高等学校）の筆記試験 

⑸Ａ 国語（中学校・高等学校）の筆記試験 

⑹  社会（中学校）の筆記試験 

⑺  公民（高等学校）の筆記試験 

⑻  地歴（高等学校）の筆記試験 担当講師の退職により閉鎖します。 

⑼Ａ 保健体育（中学校・高等学校・特別支援学校）の筆記試験 

⑽  養護教諭の筆記試験 

 

④ 専門教科（第一次試験，英語のみは第二次試験） 

本校（日曜日）開講 

⑵Ｂ 小学校・特別支援学校小学部の筆記試験（国語・算数・理科・社会・音楽のみ） 

（⑵Ａとは別の授業内容です） 

本校（火曜日）開講 

⑶Ｂ 英語（中学校・高等学校）（第二次試験）の実技試験（⑶Ａとは別の授業内容です） 

⑷Ｂ 数学（中学校・高等学校）の筆記試験（⑷Ａとは別の授業内容です） 

⑸Ｂ 国語（中学校・高等学校）の筆記試験（⑸Ａとは別の授業内容です） 

本校（水曜日）開講 

⑼Ｂ 保健体育（中学校・高等学校・特別支援学校）の筆記試験 

（⑼Ａとは別の授業内容です） 
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⑤ 専門教科（第一次試験） 

本校（金曜日）開講（1/16開講） 

⑵Ｃ 小学校・特別支援学校小学部の筆記試験（学習指導要領のみ） 

（⑵Ａ・⑵Ｂとは別の授業内容です） 

本校（日曜日）開講 

⑷Ｃ 数学（中学校・高等学校）の筆記試験（⑷Ａ・⑷Ｂとは別の授業内容です） 

 

⑥ 専門教科（第一次試験）…本校（木曜日） 

⑷Ｄ 数学（中学校・高等学校）の筆記試験（⑷Ａ・⑷Ｂ・⑷Ｃとは別の授業内容です） 

 

⑦ 論文（第二次試験・第三次試験） 

…本校（土曜日，日曜日，火曜日，金曜日）開講 

沖縄校（日曜日）開講 

⑾  論文試験 

 

小学校には特別支援学校小学部，保健体育には特別支援学校中学部・高等部共通の保健体育を含

みます。ただし，第二次試験の特別支援教育共通専門科目の対策は行いません。 

 

☆ 教養・論文・小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

☆ 定員に達した場合は，申込を締め切ります。ご了承ください。 

→前年度定員に達した授業は，論文（本校 4 つ）のみです。 
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時間割（本校） 

 

火曜日 水曜日 木曜日 

10：10 
～ 

12：00 
論文 

      

13：10 
～ 

16：00 

教養 
（一般・教職） 

      

19：00 
～ 

21：50 

専門 

（英語Ｂ 

 数学Ｂ 

国語Ｂ） 

19：00 
～ 

21：50 

教養 
（一般・教職） 

19：30 
～ 

21：20 

専門（保健

体育Ｂ） 

19：00 
～ 

21：50 

教養 
（一般・教職） 

専門 

（小学校Ａ 

 数学Ｄ） 

金曜日 土曜日 

  10：10 
～ 

12：00 

論文 

専門（保健体育Ａ） 

9：10 
～ 

12：00 

専門（養護

教諭） 

  13：10 
～ 

16：00 

専門 

（小学校Ａ 英語Ａ 国語Ａ 中学社会） 

19：30 
～ 

21：20 

論文 

専門（小学

校C）1/16開講 

16：10 
～ 

19：00 

専門 

（数学Ａ 地歴 公民） 

16：30 

～ 

18：20 

論文 

日曜日  

 

専門（小学校 C）は 1/16（金）開講です。 

教養月例テストの日程は p.45をご覧になっ

てください。 

 

10：10 
～ 

12：00 
論文 

9：10 
～ 

12：00 

教養 
（一般・教職） 

14：10 
～ 

17：00 
専門（小学校Ｂ 数学Ｃ） 

 

 

☆ 教養・論文・小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

☆ 定員に達した場合は，申込を締め切ります。ご了承ください。 
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時間割（沖縄校） 

 

火曜日 木曜日 日曜日 

 

 

 

 10：10 

～ 

12：00 

論文 

19：00 

～ 

21：50 

専門 

（小学校Ａ） 

19：00 

～ 

21：50 

教養 
（一般・教職） 

教養月例テストの日程

は p.45 をご覧になってく

ださい。 

 

 

☆ 教養・論文・小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

☆ 定員に達した場合は，申込を締め切ります。ご了承ください。 
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料金 

 

⑴ 入学金 

 

21,600 

 

メセナ予備校に在籍していた方，ならびに兄弟姉妹・配偶者がメセナ予備校に在籍していた方は，

入学金を免除します。義理の兄弟姉妹には入学金免除を適用しません。 

 

⑵ 教材費（実費） 

 

教養 論文 

日曜・火曜・水曜・木曜 土曜・日曜・火曜・金曜 

22,000 1,512 

 

小学校 

Ａ土曜・火曜・木曜 Ｂ日曜 Ｃ金曜 

6,700 6,300 1,000 

 

英語 数学 国語 

Ａ土曜 Ｂ火曜 Ａ土曜 Ｂ火曜 Ｃ日曜 Ｄ木曜 Ａ土曜 Ｂ火曜 

8,800 4,968 6,500 1,404 1,944 1,296 4,900 1,944 

 

保健体育 
中学 

社会 
公民 地歴 

養護 

教諭 

Ａ土曜 Ｂ水曜 土曜 土曜 土曜 土曜 

888 なし 4,800 8,300 閉鎖 3,672 

・ 受講科目（各曜日）の合計金額になります。 

・ 入学日に関わらず固定料金です。 

・ 教養のみ，配布する全冊子教材の料金を含みます。 

・ 前年度の教養受講者・前年度の教養教材のみ購入の方は，教養の教材費を 19,000円に割引します。 

・ 教養以外（論文・小学校・英語・数学・国語・中学社会・公民・保健体育・養護教諭）は，配布する教材の

実費分となります。採用する市販教材に大幅な値上げがあった場合は，追加の支払いをお願いする場
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合があります。ご了承ください。 

・ 指定の教材を持っている人（継続の受講者含む）は，その実費分を割り引きます（教材のうちわけは，

p.66～90の「授業内容」をご覧になってください）。 

・ 「教養と中学社会」もしくは「教養と公民」を受講する場合は，重複する教材がありますので，専門の教材

費から 1,500 円差し引きます。 

・ 「小学校Ａと小学校Ｂ」を受講する場合は，重複する教材がありますので，教材費から 1,935 円差し引き

ます。 

・ 「英語Ａと英語Ｂ」を受講する場合は，重複する教材がありますので，教材費から 1,944円差し引きます。 

・ 中途退学した場合でも教材費の払い戻しはありません。 

・ 教養の受講者が退学・休学する場合，教養教材は月 1 回月末の郵送でのお渡しになります。別途事務

手数料（郵送費込み）が必要です。ご了承ください。p.26～28 の「教養教材のみ購入」をご覧になってく

ださい。 

・ 退学時に配布されていない専門科目の教材は，授業での配布後に各自で取りにきてください。 

 

☆ 「教養教材のみ購入」希望の方は p.26～28をご覧になってください。 

☆ 教養で配布する「教養チェックテスト」は教材費に含まれません。授業料支払い分以外

の回の「教養チェックテスト」が必要な方には，実費購入していただきます。 

→詳細は p.30 をご覧になってください。 

☆ 「教養月例テスト」は当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円以上

の方のみ無料で受験できます（問題・解答解説の受け取りができます）。 

→詳細は p.29 をご覧になってください。 

 

☆ 専門の教材のみの販売は行っていません（保健体育Ａの資料を除く）。 

☆ 専門模擬試験のみの受験はできません。当該専門科目を，専門模擬試験の講義回を

含め連続して 4回以上受講してください。 

→教養や論文の受講生に限り，専門模擬試験終了後に受験科目に限り 2,600 円で販売します。詳

細は p.47 をご覧になってください。 

☆ 保健体育Ａの授業で配布する資料は，教材費には含まれていません。入手したい回

の授業料の支払いがされた場合に配布します。 

→今年度から保健体育Ａの資料のみの販売を行います。詳細は p.31～32 をご覧になってください。 



 16 

⑶ 授業料 （10/25までに入学の場合） 
 

授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日まで）。やむをえない事情で支払いが遅れ

る場合は，事前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構いません）。 

 

小学校・英語・数学・国語・保健体育週 2日受講者は，p.18の⑷の表をご覧になってください。 

小学校週 3日受講者は，p.20の⑸の表をご覧になってください。 

数学週 3日受講者は，p.22の⑹の表をご覧になってください。 

数学週 4日受講者は，p.24の⑺の表をご覧になってください。 

 

 月謝払い 

 11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

1科目 
教養のみ or専門のみ or 論文のみ 

13,000 10,400 10,400 10,400 10,400 

2科目 
教養＋専門 or教養＋論文 or専門＋論文 

23,000 18,400 18,400 18,400 18,400 

3科目 
教養＋専門＋論文 

30,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

 月謝払い 
一括払い 

（計 33回） 
 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

1科目 
教養のみ or専門のみ or 論文のみ 

10,400 10,400 10,400 77,300 

2科目 
教養＋専門 or教養＋論文 or専門＋論文 

18,400 18,400 18,400 136,700 

3科目 
教養＋専門＋論文 

24,000 24,000 24,000 178,200 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 
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☆ 小学校・金曜日は 1/16（金）開講のため，小学校・金曜日を含む場合，以下の料金表となります。 

小学校・金曜日含む 

月謝払い 

11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

1科目 
専門のみ 

  10,400 10,400 10,400 

2科目 
教養＋専門 or専門＋論文 

13,000 10,400 18,400 18,400 18,400 

3科目 
教養＋専門＋論文 

23,000 18,400 24,000 24,000 24,000 

 月謝払い 一括払い 

（計 33回，1 科目の 

場合は計 24 回） 

 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

1科目 
専門のみ 

10,400 10,400 10,400 56,200 

2科目 
教養＋専門 or専門＋論文 

18,400 18,400 18,400 120,500 

3科目 
教養＋専門＋論文 

24,000 24,000 24,000 166,900 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 

 

・ 月謝払いは，当該授業日の日付と月謝払いの該当月がずれている場合があります。詳細は，p.36 の表

をご覧になってください。 

・ 各科目，それぞれの校舎・曜日・時間帯で最低 4 回以上連続して受講してください。 

・ 各科目 1 回 2,600 円の料金です。2 科目目は 2,000 円，3 科目目は 1,400 円，4 科目目は 1,200 円，5

科目目は 1,000 円です。数学は 6 科目目が 1,000 円です。受講日数を増やすほど割安になります。 

☆ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生は全員無料で受験できます。詳細は p.46 を

ご覧になってください。 

☆ p.33～34 の「授業料に関する注意事項」も必ずご覧になってください。 

 

☆ 保健体育の授業で配布する資料は，教材費には含まれていません。入手したい回の

授業料の支払いがされた場合に配布します。 

→今年度から保健体育Ａの資料のみの販売を行います。詳細は p.31～32 をご覧になってください。 

 

☆ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であ

れ，授業料を支払っていただくことになります。この点を確認の上で，入校申込を行って

ください。 
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⑷ 授業料 小学校・英語・数学・国語・保健体育週 2日受講者のみ 

（10/25 までに入学の場合） 

 

授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日まで）。やむをえない事情で支払いが遅れ

る場合は，事前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構いません）。 

 

小学校・英語・数学・国語・保健体育週 1日のみの受講者は，p.16の⑶の表をご覧になってください。 

小学校週 3日受講者は，p.20の⑸の表をご覧になってください。 

数学週 3日受講者は，p.22の⑹の表をご覧になってください。 

数学週 4日受講者は，p.24の⑺の表をご覧になってください。 

 

☆ 小学校Ａの本校・土曜日，本校・木曜日，沖縄校・火曜日は同じ授業内容です。 

☆ 小学校Ａ（本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日）と小学校Ｂ（本校・日曜日）と小学校Ｃ（本

校・金曜日）の授業は，いずれも異なる授業内容です。 

☆ 英語・国語のＡ（本校・土曜日），Ｂ（本校・火曜日）はいずれも異なる授業内容です。 

☆ 数学のＡ（本校・土曜日），Ｂ（本校・火曜日），Ｃ（本校・日曜日），Ｄ（本校・木曜日）はいずれも異な

る授業内容です。 

☆ 保健体育のＡ（本校・土曜日），Ｂ（本校・水曜日）は異なる授業内容です。 

 

 月謝払い 

 11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

専門 2日 23,000 18,400 18,400 18,400 18,400 

専門 2日＋教養 or 論文 30,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

専門 2日＋教養＋論文 36,000 28,800 28,800 28,800 28,800 

 月謝払い 
一括払い 

（計 33回） 
 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

専門 2日 18,400 18,400 18,400 136,700 

専門 2日＋教養 or 論文 24,000 24,000 24,000 178,200 

専門 2日＋教養＋論文 28,800 28,800 28,800 213,900 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 
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☆ 小学校・金曜日は 1/16（金）開講のため，小学校・金曜日を含む場合，以下の料金表となります。 

小学校・金曜日含む 

月謝払い 

11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

小学校 2日 13,000 10,400 18,400 18,400 18,400 

小学校 2日＋教養 or論文 23,000 18,400 24,000 24,000 24,000 

小学校 2日＋教養＋論文 30,000 24,000 28,800 28,800 28,800 

 月謝払い 
一括払い 

（計 33回） 
 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

小学校 2日 18,400 18,400 18,400 120,500 

小学校 2日＋教養 or論文 24,000 24,000 24,000 166,900 

小学校 2日＋教養＋論文 28,800 28,800 28,800 204,200 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 

 

 

・ 月謝払いは，当該授業日の日付と月謝払いの該当月がずれている場合があります。詳細は，p.36 の表

をご覧になってください。 

・ 各科目，それぞれの校舎・曜日・時間帯で最低 4 回以上連続して受講してください。 

・ 各科目 1 回 2,600 円の料金です。2 科目目は 2,000 円，3 科目目は 1,400 円，4 科目目は 1,200 円，5

科目目は 1,000 円です。数学は 6 科目目が 1,000 円です。受講日数を増やすほど割安になります。 

☆ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生は全員無料で受験できます。詳細は p.46 を

ご覧になってください。 

☆ p.33～34 の「授業料に関する注意事項」も必ずご覧になってください。 

 

☆ 保健体育の授業で配布する資料は，教材費には含まれていません。入手したい回の

授業料の支払いがされた場合に配布します。 

→今年度から保健体育Ａの資料のみの販売を行います。詳細は p.31～32 をご覧になってください。 

 

☆ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であ

れ，授業料を支払っていただくことになります。この点を確認の上で，入校申込を行って

ください。 
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⑸ 授業料 小学校週 3日受講者のみ（10/25 までに入学の場合） 
 

授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日まで）。やむをえない事情で支払いが遅れ

る場合は，事前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構いません）。 

 

小学校週 1日受講者は，p.16の⑶の表をご覧になってください。 

小学校週 2日受講者は，p.18の⑷の表をご覧になってください。 

 

☆ 小学校Ａの本校・土曜日，本校・木曜日，沖縄校・火曜日は同じ授業内容です。 

☆ 小学校Ａ（本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日）と小学校Ｂ（本校・日曜日）と小学校Ｃ（本

校・金曜日）の授業は，いずれも異なる授業内容です。 

 

☆ 小学校・金曜日は 1/16（金）開講のため，以下の料金表となります。 

小学校・金曜日含む 

月謝払い 

11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

小学校 3日 23,000 18,400 24,000 24,000 24,000 

小学校 3日＋教養 or論文 30,000 24,000 28,800 28,800 28,800 

小学校 3日＋教養＋論文 36,000 28,800 32,800 32,800 32,800 

 月謝払い 
一括払い 

（計 33回） 
 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

小学校 3日 24,000 24,000 24,000 166,900 

小学校 3日＋教養 or論文 28,800 28,800 28,800 204,200 

小学校 3日＋教養＋論文 32,800 32,800 32,800 235,500 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 
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・ 月謝払いは，当該授業日の日付と月謝払いの該当月がずれている場合があります。詳細は，p.36 の表

をご覧になってください。 

・ 各科目，それぞれの校舎・曜日・時間帯で最低 4 回以上連続して受講してください。 

・ 各科目 1 回 2,600 円の料金です。2 科目目は 2,000 円，3 科目目は 1,400 円，4 科目目は 1,200 円，5

科目目は 1,000 円です。受講日数を増やすほど割安になります。 

☆ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生は全員無料で受験できます。詳細は p.46 を

ご覧になってください。 

☆ p.33～34 の「授業料に関する注意事項」も必ずご覧になってください。 

 

☆ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であ

れ，授業料を支払っていただくことになります。この点を確認の上で，入校申込を行って

ください。 
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⑹ 授業料 数学週 3日受講者のみ（10/25までに入学の場合） 
 

授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日まで）。やむをえない事情で支払いが遅れ

る場合は，事前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構いません）。 

 

数学週 1日受講者は，p.16の⑶の表をご覧になってください。 

数学週 2日受講者は，p.18の⑷の表をご覧になってください。 

数学週 4日受講者は，p.24の⑺の表をご覧になってください。 

 

☆ 数学のＡ（本校・土曜日），Ｂ（本校・火曜日），Ｃ（本校・日曜日），Ｄ（本校・木曜日）はいずれも異な

る授業内容です。 

 

 月謝払い 

 

11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

数学 3日 30,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

数学 3日＋教養 or 論文 36,000 28,800 28,800 28,800 28,800 

数学 3日＋教養＋論文 41,000 32,800 32,800 32,800 32,800 

 月謝払い 
一括払い 

（計 33回） 
 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

数学 3日 24,000 24,000 24,000 178,200 

数学 3日＋教養 or 論文 28,800 28,800 28,800 213,900 

数学 3日＋教養＋論文 32,800 32,800 32,800 243,600 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 
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・ 月謝払いは，当該授業日の日付と月謝払いの該当月がずれている場合があります。詳細は，p.36 の表

をご覧になってください。 

・ 各科目，それぞれの校舎・曜日・時間帯で最低 4 回以上連続して受講してください。 

・ 各科目 1 回 2,600 円の料金です。2 科目目は 2,000 円，3 科目目は 1,400 円，4 科目目は 1,200 円，5

科目目は 1,000 円です。数学は 6 科目目が 1,000 円です。受講日数を増やすほど割安になります。 

☆ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生は全員無料で受験できます。詳細は p.46 を

ご覧になってください。 

☆ p.33～34 の「授業料に関する注意事項」も必ずご覧になってください。 

 

☆ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であ

れ，授業料を支払っていただくことになります。この点を確認の上で，入校申込を行って

ください。 
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⑺ 授業料 数学週 4日受講者のみ（10/25までに入学の場合） 
 

授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日まで）。やむをえない事情で支払いが遅れ

る場合は，事前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構いません）。 

 

数学週 1日受講者は，p.16の⑶の表をご覧になってください。 

数学週 2日受講者は，p.18の⑷の表をご覧になってください。 

数学週 3日受講者は，p.22の⑹の表をご覧になってください。 

 

☆ 数学のＡ（本校・土曜日），Ｂ（本校・火曜日），Ｃ（本校・日曜日），Ｄ（本校・木曜日）はいずれも異な

る授業内容です。 

 

 月謝払い 

 

11月 

（5回） 

12月 

（4回） 

1月 

（4回） 

2月 

（4回） 

3月 

（4回） 

数学 4日 36,000 28,800 28,800 28,800 28,800 

数学 4日＋教養 or 論文 41,000 32,800 32,800 32,800 32,800 

数学 4日＋教養＋論文 46,000 36,800 36,800 36,800 36,800 

 月謝払い 
一括払い 

（計 33回） 
 4月 

（4回） 

5月 

（4回） 

6月 

（4回） 

数学 4日 28,800 28,800 28,800 213,900 

数学 4日＋教養 or 論文 32,800 32,800 32,800 243,600 

数学 4日＋教養＋論文 36,800 36,800 36,800 273,300 

☆ 論文は，6/27（土）・28（日）・23（火）・26（金）までで一旦休止します。32 講が 7/21（火）・24（金）・25

（土）・26（日），33 講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）の予定です。いずれも 6 月月謝として納入し

ていただきます。 
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・ 月謝払いは，当該授業日の日付と月謝払いの該当月がずれている場合があります。詳細は，p.36 の表

をご覧になってください。 

・ 各科目，それぞれの校舎・曜日・時間帯で最低 4 回以上連続して受講してください。 

・ 各科目 1 回 2,600 円の料金です。2 科目目は 2,000 円，3 科目目は 1,400 円，4 科目目は 1,200 円，5

科目目は 1,000 円です。数学は 6 科目目が 1,000 円です。受講日数を増やすほど割安になります。 

☆ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生は全員無料で受験できます。詳細は p.46 を

ご覧になってください。 

☆ p.33～34 の「授業料に関する注意事項」も必ずご覧になってください。 

 

☆ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であ

れ，授業料を支払っていただくことになります。この点を確認の上で，入校申込を行って

ください。 
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⑻ 教養教材のみ購入 
 

☆ 授業の受講を前提とした教材のため，誤植や解答などの間違い，その後の法改正な

どについて，「教養教材のみ購入」の方に連絡の責任を負えません。質問についてもお

答えできません。この点を確認の上で申込をしてください。 

・ 船舶などでの渡航が必要な離島・県外に在住の方が，「教養教材のみ購入」「保健体育Ａ資料のみ購

入」を希望される場合は，入校申込書と振込用紙を電話かメールで請求してください。 

・ いかなる理由であれ料金の返金はありません。 

・ 教材が必要ない場合に，発送を止めることは可能です。電話やメールで連絡ください。その場合には事

務手数料（郵送費込み）の一部を返金します。 

☆ 専門の教材のみの販売は行っていません（保健体育Ａの資料を除く）。 

 

3つの場合に分けて説明します。 

① 専門や論文を受講している場合 

② 年間を通して「教養教材のみ購入」の場合 

③ 教養の受講者が途中から「教養教材のみ購入」になる場合 

 

① 専門や論文を受講している場合 

専門や論文を受講している方が，教養教材を購入する場合は，校舎での受け取りができ

ます。事務手数料として 5,000円を申し受けます。受け取る校舎は固定してください。 

 教材費 事務手数料 小計 

教養教材のみ 22,000 5,000 27,000 

教養教材のみ 
前年度教養受講 

前年度教養教材のみ 
19,000 5,000 24,000 

入学金と専門や論文の教材費・授業料が別途必要です。p.14～25 をご覧になってください。 

上記の料金には，「教養チェックテスト」の料金は含まれていません。 

〈別料金オプション〉 

 小計 

教養チェックテスト 26回分購入 13,000 
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② 年間を通して「教養教材のみ購入」の場合 

「教養教材のみ購入」希望の方は，入学金 21,600 円に加え別記の事務手数料（郵送費

込み）を申し受けます。 

専門や論文の受講がない方は，月 1 回月末の郵送です。約 3 分の 2 の教材は 11 月はじめ

に発送します。新たな教材発行がない月の月末には発送がありません。 

校舎での受け取りはできません。 

1回ごとの郵送のご希望にはお応えできません。 

 

10/31 までに申込手続き 

完了の場合 
入学金 教材費 

事務手数料 

（郵送費込み） 
小計 

教養教材のみ 21,600 22,000 7,800 51,400 

教養教材のみ 
入学金免除  22,000 7,800 29,800 

教養教材のみ 
前年度教養受講 

前年度教養教材のみ 
 19,000 7,800 26,800 

上記の料金には，「教養月例テスト」「教養チェックテスト」の料金は含まれていません。これらを購入

する場合は，次の〈別料金オプション〉の費用がそれぞれ必要です。また事務手数料（郵送費込み）も

9,200円になります。 

 

〈別料金オプション〉 

 小計 

教養月例テスト 7回分購入  8,400 

教養チェックテスト 26回分購入 13,000 

教養月例テストの受験はできません。購入のみ可能です。 

☆ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，無料で受験できます。詳細は p.46 をご覧になってください。 

 

〈事務手数料（郵送費込み）〉 

申込手続き完了 10 月

末まで 

11 月

末まで 

12 月

末まで 

1月 

末まで 

2月 

末まで 

3月 

末まで 

4月 

末まで 

5月 

末まで 

6月 

以降 

事務手数料 

（郵送費 

込み） 

オプション 

購入なし 
7,800 7,000 6,600 6,200 5,800 5,400 

オプション 

購入あり 
9,200 8,400 8,100 7,800 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 

・ オプション（「教養月例テスト」「教養チェックテスト」）の購入がない方は，11 月から 1 月の月末の発送は

ありません。 

・ 「教養教材のみ購入」の方が，「科目変更届」を提出して教養を受講する場合には，上記の事務手数料

（郵送費込み）のうち 5,000 円を授業料に充当し，郵送していない分を返金します。科目変更届の詳細は
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p.38～39 をご覧になってください。 

・ 中途で「教養教材のみ購入」の申込をする方には，他の「教養教材のみ購入」の方にすでに発送した分

（前月分）までを，事務窓口でお渡しします。未発送の分からは，郵送となります。中途で「教養教材のみ

購入」の申込をなさる場合は，お渡しする教材をまとめるのに時間がかかります。事前に電話連絡をいた

だけると助かります。その際に「教養月例テスト」「教養チェックテスト」を購入するかどうかもあわせてお知

らせいただけると助かります。 

・ 年間を通して「教養教材のみ購入」で，授業の受講がまったくない方は，二次試験（三次試験）直前対

策講座を受講できません。二次試験（三次試験）直前対策講座の受講条件は p.50～53をご覧になってく

ださい。 

・ 船舶などでの渡航が必要な離島・県外に在住の方で，郵送での申し込みを希望する方は，入校申込書

と振込用紙を電話かメールで請求してください。入校申込書と全額の前払い振込が確認された場合に，

発送を開始します。月 1 回月末の郵送が基本です。郵送での申し込みを希望する方は，申込時期に関

わらず事務手数料（郵送費込み）は 7,800円です（オプション購入の場合は 9,200 円）。 

・ 海外の日本人学校などに勤務する方は，電話かメールで相談してください。 

 

③ 教養の受講者が途中から「教養教材のみ購入」になる場合 

教養の受講者が退学・休学する場合，「教養教材のみ購入」と同じ扱いになります。教

養教材は月 1 回月末の郵送でのお渡しになります。別途事務手数料（郵送費込み）が必

要です。 

 

〈教養の受講者が「教養教材のみ購入」になる場合の事務手数料（郵送費込み）〉 

退学・休学手続き完了 11 月

末まで 

12 月

末まで 

1月 

末まで 

2月 

末まで 

3月 

末まで 

4月 

末まで 

5月 

末まで 

6月 

以降 

事務手数料 

（郵送費 

込み） 

オプション 

購入なし 
2,000 1,600 1,200 800 400 

オプション 

購入あり 
3,400 3,100 2,800 2,500 2,000 1,500 1,000 500 

・ オプション（「教養月例テスト」「教養チェックテスト」）の購入がない方は，11 月から 1 月の月末の発送は

ありません。 

・ 退学・休学後の「教養月例テスト」「教養チェックテスト」の購入には実費が必要です。必要な方は退学・

休学時にお支払いをお願いします。「教養月例テスト」の受験はできません。 

・ 教養の受講者が，科目変更によって教養の受講をとりやめた後も，論文もしくは専門を受講する場合に

は，教養教材は校舎で受け取ってください。教養の授業料をすでにいたただいていますので，上記の事

務手数料（郵送費込み）は必要ありません。 
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⑼ 教養月例テストの受験・購入 
 

「教養月例テスト」は当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円以上の方

のみ無料で受験できます（問題・解答解説の受け取りができます）。 

今年度の受講生で，当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円未満の月

の「教養月例テスト」を受験したい方，もしくは問題・解答解説が必要な方には，実費購入し

ていただきます。 

→割引の適用により，本来 10,000円以上の月謝の支払いが，10,000円未満になる場合は無料で受

験できます（問題・解答解説の受け取りができます）。 

 

全 7回 11月～5月 小計 

教養月例テスト 1回 1,200 8,400 

 

・ 今年度の「教養月例テスト」を受験できるのは，今年度の受講生で，当該月に授業料の支払いがある

方のみです。 

→今年度の「保健体育Ａ資料のみ購入」の方は，「教養月例テスト」を受験できます。 

・ 今年度の「教養月例テスト」を購入できるのは，今年度の受講生と今年度の「教養教材のみ購入」の方

です。 

→今年度の「教養教材のみ購入」の方は，「教養月例テスト」の購入はできますが，受験はできませ

ん。 

・ 「教養月例テスト」は，できる限り 1 回ずつではなく，入学時などにまとめて購入してください。 

・ 「教養月例テスト」は決められた実施日時で受験してください。実施日時は p.45 をご覧になってくださ

い。 

・ 「教養月例テスト」の受験・個票返却などの詳細は p.44～45をご覧になってください。 

・ 終了した「教養月例テスト」を受験することはできません。問題・解答解説の購入はできます。 

・ いかなる理由であれ料金の返金はありません。 

・ 「教養月例テスト」の解答解説を紛失した場合は，受講生でも実費 1,200 円で購入してもらいます。紛失

が続くなど，転売・譲渡が疑わしい場合には，受講生でも販売しません。 

・ 前年度の「教養月例テスト」7 回分を別途 4,000 円で販売しています。p.59「メセナ予備校で販売してい

る教員採用試験対策の教材」をご覧になってください。 
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⑽ 教養チェックテストの購入 
 

教養受講者に配布する「教養チェックテスト」は教養の授業料に含まれます。教養教材費

には含まれません。 

授業料支払い分以外の回の「教養チェックテスト」が必要な方には，実費購入していただ

きます。 

 

全 26回 1回 小計 

教養チェックテスト 500 13,000 

 

☆ 1回あたり一般教養 30問・教職教養 25問の構成です。 

・ 専門対策に力を入れられるように教養チェックテストの解説を減らします。1 回あたり 80

ページまでとします。そのため教養チェックテストのみ購入の価格を 1回あたり 500円に値

下げします。 

・ 詳しい解説は，教養教材の該当冊子と参照ページを示すのみとなります。詳しい解説

が欲しい方は，教養を受講するか教養教材もあわせて購入することを勧めます。 

・ 今年度の「教養チェックテスト」を購入できるのは，今年度の受講生と今年度の「教養教材のみ購入」の

方です。 

・ 「教養月例テスト」を実施する講義回には，「教養チェックテスト」がありません。 

・ 「教養チェックテスト」は，できる限り 1 回ずつではなく，入学時・科目変更届提出時などにまとめて購入

してください。 

・ いかなる理由であれ料金の返金はありません。 

・ 前年度の「教養チェックテスト」26 回分を別途 6,000 円で販売しています。p.59「メセナ予備校で販売し

ている教員採用試験対策の教材」をご覧になってください。 
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⑾ 保健体育Ａ資料の購入 
 

保健体育Ａは，途中で受講開始の場合でも，受講開始以前の資料が欲しい場合，欲し

い資料の回の授業料が必要です（たとえば初回からの資料が欲しい場合は，初回からの授業料が

必要です）。これは，保健体育の講義内容がそのまま配布資料に反映されているため，受

講生に不公平が生じるのを防ぐためです。 

→授業料についての詳細は，p.16～19 をご覧になってください。 

 

☆ 授業の受講を前提とした教材のため，誤植や解答などの間違い，その後の法改正な

どについて，「保健体育Ａ資料のみ購入」の方に連絡の責任を負えません。質問につい

てもお答えできません。この点を確認の上で申込をしてください。 

・ 手続きは本校のみで行います。保健体育Ａの資料は本校にしか在庫がないからです。沖縄校での手続

きはできませんので，ご了承ください。 

・ 船舶などでの渡航が必要な離島・県外に在住の方が，「保健体育Ａ資料のみ購入」を希望される場合

は，入校申込書と振込用紙を電話かメールで請求してください。 

・ 資料が必要ない場合には，退学届を提出してください。その場合には授業料の一部を返金します。 

→退学届についての詳細は，p.37 をご覧になってください。 

 

3つの場合に分けて説明します。 

① 保健体育Ａを途中から受講する方が，受講開始以前の資料を購入する場合 

② 年間を通して「保健体育Ａ資料のみ購入」の場合 

③ 保健体育Ａの受講者が途中から「保健体育Ａ資料のみ購入」になる場合 

 

① 保健体育Ａを途中から受講する方が，受講開始以前の資料を購入する場合 

・ 入校申込時・科目変更届提出時に，p.140～141 のカリキュラムをご覧になって，終了したカリキュラムの

中から必要な講義回の授業料をお支払いください。事務窓口で当該資料をお渡しします。 

・ 授業料についての規定は，その科目を受講していた場合と同じです。複数科目の受講になる場合は，2

科目目・3科目目・4科目目の割引の規定が適用されます。当該月の授業料支払い額が 10,000円以上と

なる場合には，当該月の月例テストをお渡しします。 

・ 「保健体育Ａ資料」は，できる限り 1 回ずつではなく，入学時・科目変更届提出時などにまとめて購入し

てください。 

 

② 年間を通して「保健体育Ａ資料のみ購入」の場合 

・ 受講するのと同様に入校手続きを行ってください。 
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・ 申込時に資料の受け取りを，本校・事務窓口とするか，郵送とするかを選択してください。 

・ 本校・事務窓口で資料を受け取る場合は，受講者と同様に，授業終了後の配布となります。 

・ 資料の郵送を希望される方には下記の事務手数料（郵送費込み）を申し受けます。月 1 回月末の郵送

です。1回ごとの郵送のご希望にはお応えできません。 

〈事務手数料（郵送費込み）〉 

申込手続き完了 
11月

末まで 

12月

末まで 

1月 

末まで 

2月 

末まで 

3月 

末まで 

4月 

末まで 

5月 

末まで 

6月 

以降 

事務手数料 

（郵送費込み） 
3,300 2,800 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 

・ 郵送で「保健体育Ａ資料のみ購入」する方が，同時に「教養教材」「教養チェックテスト」を購入される場

合の事務手数料（郵送費込み）は，上記の料金のみ申し受けます。 

・ 事務窓口受け取りで「保健体育Ａ資料のみ購入」する方が，同時に「教養教材」を購入される場合には

事務手数料 5,000 円を申し受けます。 

・ 「保健体育Ａ資料のみ購入」の方が，保健体育Ａを受講する場合には，上記の事務手数料（郵送費込

み）のうち郵送していない分を返金します。事前にメールか電話でご相談ください。 

・ 中途で「保健体育Ａ資料のみ購入」の申込をする方には，他の「保健体育Ａ資料のみ購入」の方にすで

に発送した分（前月分）までを，事務窓口でお渡しします。未発送の分からは，郵送となります。中途で

「保健体育Ａ資料のみ購入」の申込をなさる場合は，お渡しする教材をまとめるのに時間がかかります。

事前に電話連絡をいただけると助かります。その際に「教養教材」「教養月例テスト」「教養チェックテスト」

を購入するかどうかもあわせてお知らせいただけると助かります。 

・ 受講者と同様に，教養月例テストは，教養を受講していない場合でも，当該月の授業料支払い額が

10,000 円以上の方は受験できます（11 月～5 月の 7 回）。郵送希望の方には，同封します。 

・ 年間を通して「保健体育Ａ資料のみ購入」で，12/31（水）までに入校申込を行い，休学することなく 6/30

（火）以降まで在籍する方は，三次試験直前対策講座を受講することができます。 

・ 船舶などでの渡航が必要な離島・県外に在住の方で，郵送での申し込みを希望する方は，入校申込書

と振込用紙を電話かメールで請求してください。入校申込書と全額の前払い振込が確認された場合に，

発送を開始します。月 1 回月末の郵送です。郵送での申し込みを希望する方は，申込時期に関わらず

事務手数料（郵送費込み）は 3,300円です。 

 

③ 保健体育Ａの受講者が途中から「保健体育Ａ資料のみ購入」になる場合 

・ 保健体育Ａの受講者が，離島勤務などで途中から受講できなくなった場合などが該当します。事前にメ

ールか電話でご相談ください。 

・ 途中から資料の郵送を希望される方には，上記の事務手数料（郵送費込み）を申し受けます。 
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⑿ 授業料に関する注意事項 

 

☆ 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，いかなる理由であ

れ，授業料を支払っていただくことになります。この点を確認の上で，入校申込を行って

ください。 

☆ 授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日まで）。やむをえない事情で支払いが

遅れる場合は，事前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構いません）。 

☆ 前年度の受講生は，前年度の授業料支払い金額（入学金・教材費・プレ講座・二次試験対

策・三次試験対策除く）の約 10％（10％をかけた額から 100 円単位以下を切り下げた金額）を今年

度の授業料から割引します（「教養教材のみ購入」の方には適用されません）。 

☆ 授業料の割引は重複して適用しません（たとえば，「前年度からの継続割引」と「兄弟姉妹・配

偶者の同時在籍の割引」を両方適用することはありません）。割引額が大きくなる方の割引のみ

を適用します。 

 

・ 「教養」「論文」「小学校」「英語」「数学」「国語」「中学社会」「公民」「地歴」「保健体育」「養護教諭」それ

ぞれを 1科目と数えます。 

・ 授業料に授業で配布するプリント代を含みます。受講開始以前の授業で配布したプリント類は，原則と

して配布できません。 

・ 授業料は入学日による日割り料金です。ただし，いかなる理由でも欠席による割引・返金はありません。 

・ 各科目，それぞれの校舎・曜日・時間帯で最低 4 回以上連続して受講してください。 

・ 一括払いは，月謝払いの約 10％割引となり割安です（ただし，3 月 31 日までの入学に限ります）。一括

払いは，講座終了まで連続して受講していただくことへの割引です。そのため，一括払いの方が退学・休

学・科目変更（受講科目を減らす）する場合は，月謝払いの料金をいただいて，返金します。休学期間が

短い場合や，受講科目を減らす場合には，一括払いの納入金額よりも，月謝払いの合計金額の方が高く

なることがあります。その際には，返金がありません。 

・ メセナ予備校に兄弟姉妹・配偶者が，同時に在籍する場合は，同時に在籍する期間のみ，安いほうの

授業料を約 10％割引します。姓や住所が異なる場合には，兄弟姉妹・配偶者であることを証明するもの

を提示してください。なお義理の兄弟姉妹には適用しません。 

・ 「前年度からの継続割引」と「一括払い」，「兄弟姉妹・配偶者の同時在籍の割引」と「一括払い」，「ラッ

キーカード利用による割引」と「一括払い」については授業料の割引を重複して適用します。一括払いへ

のご協力をお願いします。 
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・ ラッキーカードを持参して，申込をした場合は，授業料を 3,000 円割引します（入学金・教材費の割引に

は適用できません）。他の割引との併用はできません。「教養教材のみ購入」の方の割引はできません。

入校申込後に持参しても割引はできません。 

→ラッキーカードは事務窓口で配布しています。友人知人への紹介の際にご活用ください。メセナ

予備校を初めてご利用になる受講生を紹介していただいた場合には，紹介者・被紹介者ともに授業

料を 3,000円割引します（メセナ予備校に在籍していない紹介者には，3,000円分の図書カードを送

付します）。 

 

☆ 「教養月例テスト」は当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円以上

の方のみ無料で受験できます（問題・解答解説の受け取りができます）。 

今年度の受講生で，当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円未満

の月の「教養月例テスト」を受験したい方，もしくは問題・解答解説が必要な方には，実

費購入していただきます。詳細は p.29 をご覧になってください。 

☆ 教養で配布する「教養チェックテスト」は教材費に含まれません。授業料支払い分以外

の回の「教養チェックテスト」が必要な方には，実費購入していただきます。詳細は p.30 を

ご覧になってください。 

 

・ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生と今年度の「教養教材のみ購入」の方は全員

無料で受験できます。退学後でも，当該年度は申込をすれば無料で受験できます。詳細は p.46 をご覧

になってください。 

・ 退学届提出以降の授業料は返金します。休学届（連続する 4回以上の場合に限る）提出期間の授業料

も返金します。いずれも事前の提出に限ります。一括払いの方が退学・休学・科目変更（受講科目を減ら

す）する場合は，月謝払いの料金をいただいて，返金します。休学期間が短い場合や，受講科目を減ら

す場合には，一括払いの納入金額よりも，月謝払いの合計金額の方が高くなることがあります。その際に

は，返金がありません。 

・ 暴風警報・停電・講師病欠などによる休講の場合には，予備日などに補講を行います。日程上の都合

により補講が行えない場合は，その休講分の授業料を返金します。 

 

☆ 教養・論文・小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 
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⒀ 授業料のお支払い方法 

 

授業の開始前，休憩時間，終了後には事務窓口が大変混み合います。 

そのため事務窓口でのお支払いの方などを，長くお待たせする場合があります。 

できれば一括払いをお願いします。 

月謝払いの場合には，口座振替へのご協力をお願いします。 

 

Ａ 一括払い 

授業料の一括払いを推奨しています。一括払いは，月謝払いの合計よりも約 10％割引

となり割安です（ただし，割引となるのは 3月 31日までの入学に限ります）。 

本校・沖縄校の事務窓口での支払い，もしくは銀行窓口での振り込みになります。 

・ 一括払いは，講座終了まで連続して受講していただくことへの割引です。そのため，一括払いの方が退

学・休学・科目変更（受講科目を減らす）する場合は，月謝払いの料金をいただいて，返金します。休学

期間が短い場合や，受講科目を減らす場合には，一括払いの納入金額よりも，月謝払いの合計金額の

方が高くなることがあります。その際には，返金がありません。 

・ 「前年度からの継続割引」と「一括払い」，「兄弟姉妹・配偶者の同時在籍の割引」と「一括払い」，「ラッ

キーカード利用による割引」と「一括払い」については授業料の割引を重複して適用します。一括払いへ

のご協力をお願いします。 

 

Ｂ 月謝払い 

授業料の月謝払いの場合には，銀行の口座振替（琉球銀行・沖縄銀行のみ）を推奨してい

ます。本校・沖縄校の事務窓口での支払いや銀行窓口での振り込み（前月末日が納入期限）

の手間が省けます。前月 28日での振替となります。 

口座振替手続きは，本校・沖縄校の事務窓口で行っています。事前に銀行通帳（琉球銀

行・沖縄銀行のみ）と通帳印をご準備ください。 

・ 28 日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は，次の平日の振替となります。 

・ 銀行との確認と手続きに 2～3週間程必要になりますので，口座振替は，口座振替の申込の翌月から始

まります。1 回目の月謝は事務窓口での支払いとなります。ご了承ください。 

・ 口座振替手続きは 3 月までに入校の方に限ります。4 月以降に入学した場合の月謝払いは，事務窓口

での支払いとなります。 

・ 前年度口座振替をご利用で，引き続き口座振替をご利用になりたい方は，事務窓口に申し出てくださ

い。改めて口座振替の手続きをする必要はありません。 
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⒁ 月謝払い早見表 

 
  土曜日 日曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

11月 

月謝 

1講 10/25 10/26 10/28 10/29 10/30 10/31 

2講 11/1 11/2 11/4 11/5 11/6 11/7 

3講 11/8 11/9 11/11 11/12 11/13 11/14 

4講 11/15 11/16 11/18 11/19 11/20 11/21 

月例テスト⑴ 11/15 11/16 11/18 11/19 11/20 
 

5講 11/22 11/23 11/25 11/26 11/27 11/28 

12月 

月謝 

6講 11/29 11/30 12/2 12/3 12/4 12/5 

7講 12/6 12/7 12/9 12/10 12/11 12/12 

8講 12/13 12/14 12/16 12/17 12/18 12/19 

月例テスト⑵ 12/13 12/14 12/16 12/17 12/18 
 

9講 12/20 12/21 1/6 1/7 1/8 1/9 

1月 

月謝 

10講 1/10 1/11 1/13 1/14 1/15 1/16 

11講 1/17 1/18 1/20 1/21 1/22 1/23 

12講 1/24 1/25 1/27 1/28 1/29 1/30 

月例テスト⑶ 1/24 1/25 1/27 1/28 1/29 
 

13講 1/31 2/1 2/3 2/4 2/5 2/6 

2月 

月謝 

14講 2/7 2/8 2/10 2/11 2/12 2/13 

15講 2/14 2/15 2/17 2/18 2/19 2/20 

16講・専門模試⑴ 2/21 2/22 2/24 2/25 2/26 2/27 

月例テスト⑷ 2/21 2/22 2/24 2/25 2/26 
 

17講 2/28 3/1 3/3 3/4 3/5 3/6 

3月 

月謝 

18講 3/7 3/8 3/10 3/11 3/12 3/13 

19講 3/14 3/15 3/17 3/18 3/19 3/20 

20講 3/21 3/22 3/24 3/25 3/26 3/27 

月例テスト⑸ 3/21 3/22 3/24 3/25 3/26 
 

21講 3/28 3/29 3/31 4/1 4/2 4/3 

4月 

月謝 

22講 4/4 4/5 4/7 4/8 4/9 4/10 

23講 4/11 4/12 4/14 4/15 4/16 4/17 

24講 4/18 4/19 4/21 4/22 4/23 4/24 

月例テスト⑹ 4/18 4/19 4/21 4/22 4/23 
 

25講 4/25 4/26 4/28 4/29 5/7 5/8 

5月 

月謝 

26講 5/9 5/10 5/12 5/13 5/14 5/15 

27講 5/16 5/17 5/19 5/20 5/21 5/22 

28講 5/23 5/24 5/26 5/27 5/28 5/29 

月例テスト⑺ 5/23 5/24 5/26 5/27 5/28 
 

29講 5/30 5/31 6/2 6/3 6/4 6/5 

6月 

月謝 

30講 6/6 6/7 6/9 6/10 6/11 6/12 

31講・専門模試⑵ 6/13 6/14 6/16 6/17 6/18 6/19 

模擬試験（教養） 6/21 

32講 6/27 6/28 6/23 6/24 6/25 6/26 

33講 7/4 7/5 6/30 7/1 7/2 7/3 

  予備日 
12/27 

5/2・6/20 
7/11 

12/28 
5/3 

7/12 

12/23 
5/5 
7/7 

12/24 
5/6 
7/8 

12/25 
4/30 
7/9 

12/26 
5/1 

7/10 

・ 論文は，5講から 31講が 1週ずつ後にずれます。詳しくは p.146～149参照。5講以降に論文受講を開始・

中止する方には，事務窓口で個別に料金を案内します。また 32講が 7/21（火）・24（金）・25（土）・26（日），33

講が 7/28（火）・31（金）・8/1（土）・2（日）です。いずれも 6 月月謝として納入していただきます。 
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退学届・休学届・科目変更届 

 

電話やメールでの届出は受け付けていません。 

料金に関することなので，メセナ予備校で用意している書式で，事前に届け出てください。 

 

Ａ 退学届 

全科目の受講をやめて，今年度中に復学する予定がない場合に提出してください。 

 

・ 事前の提出に限ります。 

・ 入学後 4 週目の講義が終わるまでは，退学できません。 

・ 6/29（月）までの退学者は，二次試験直前対策講座（予定）・三次試験直前対策講座（予定）を受講でき

ません。沖縄県のへき地の公立学校勤務のために，中途で退学した受講生には，特例措置があります。

詳細は p.53 をご覧になってください。 

・ 退学後の「教養月例テスト」「教養チェックテスト」の購入には実費が必要です。必要な方は退学時にお

支払いをお願いします。「教養月例テスト」の受験はできません。 

・ 退学届提出の際に，教養月例テストの「受験票」を返却してください。 

・ 教養の受講者が退学する場合，教養教材は月 1 回月末の郵送でのお渡しになります。別途事務手数

料（郵送費込み）が必要です。ご了承ください。詳細は p.28 の「③ 教養の受講者が途中から「教養教材

のみ購入」になる場合」をご覧になってください。 

・ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，退学後でも当該年度は申込をすれば無料で受験できます。詳

細は p.46 をご覧になってください。 

・ 退学届提出以降の授業料は返金します。一括払いの方が退学する場合は，月謝払いの料金をいただ

いて，返金します。退学時期が遅い場合には，一括払いの金額よりも月謝払いにした金額の方が高くな

ることがあります。その際には，返金がありません。 

・ 退学届提出から授業料の返金までは，10 日前後かかります。ご了承ください。 

 

Ｂ 休学届 

全科目の受講をやめて，今年度中に復学する予定がある場合に提出してください。 

休学期間が，連続する 4回以上の場合に限ります（約 4週以上）。 

休学中に希望する受講科目が満席になった場合，その科目の受講を再開できません。

この点を了解した上で，休学届を提出してください。 

受講を再開する場合には，復学届を提出してください。 

 

・ 事前の提出に限ります。 
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・ 入学後 4 週目の講義が終わるまでは，休学できません。 

・ 1/1（木）以降に休学期間がある方は，二次試験直前対策講座（予定）・三次試験直前対策講座（予定）

を受講できません。沖縄県のへき地の公立学校勤務のために，休学した受講生には，特例措置がありま

す。詳細は p.53 をご覧になってください。 

・ 休学中の「教養月例テスト」「教養チェックテスト」の購入には実費が必要です。必要な方は休学時にお

支払いをお願いします。休学期間中の「教養月例テスト」の受験はできません。 

・ 休学届提出の際に，教養月例テストの「受験票」を返却してください。復学時に再発行します。 

・ 教養の受講者が休学する場合，休学期間中の教養教材は月 1 回月末の郵送でのお渡しになります。

別途事務手数料（郵送費込み）が必要です。ご了承ください。詳細は p.28 の「③ 教養の受講者が途中

から「教養教材のみ購入」になる場合」をご覧になってください。 

・ 休学届提出期間の授業料は返金します。一括払いの方が休学する場合は，月謝払いの料金をいただ

いて，返金します。休学期間が短い場合には，一括払いの金額よりも月謝払いにした金額の方が高くな

ることがあります。その際には，返金がありません。 

・ 休学届提出から授業料の返金までは，10 日前後かかります。ご了承ください。 

 

Ｃ 科目変更届 

下記の⑴～⑸のいずれかの場合に提出してください。 

⑴ 一部の科目の受講をやめる 

⑵ 同一科目の受講する校舎・曜日・時間帯を変更する 

⑶ 受講科目を増やす 

⑷ 同一科目の受講曜日を増やす 

⑸ 「教養教材のみ購入」「保健体育Ａ資料のみ購入」の方が受講を開始する 

受講を停止した科目が，その後満席になった場合は，受講を再開できません（もとの受講

曜日・時間帯が満席になった場合は，再変更できません）。この点を了解した上で，科目変更届を

提出してください。 

科目変更届は，約 1か月に 1回しかできません（キャンセル待ちによる変更の場合を除く）。 

 

・ 事前の提出に限ります。 

・ 入学後 4 週目の講義が終わるまでは，上記の⑴⑵の科目変更はできません。受講する科目の校舎・曜

日・時間帯をしっかりと検討してから申し込んでください。 

・ 上記の⑶⑷⑸の科目変更の場合には，教材費・授業料の前払いが必要です。 

・ 科目変更届提出後 4 週目の講義が終わるまでは，上記の⑴⑵の科目変更はできません（上記の⑴⑵

の科目変更届の提出は約 1 か月に 1 回しかできません）。 
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・ 教養の受講を停止する場合は，その後の「教養チェックテスト」が欲しい方は実費が必要です。科目変

更時にお支払いをお願いします。p.30「教養チェックテストの購入」をご覧になってください。 

・ 同一科目の校舎・曜日・時間帯変更によって，カリキュラムの関係で受講できない授業が出てくる場合

も，授業料の割引や代替措置はありません。カリキュラムをご覧になって，このことを了解した上で，科目

変更届を提出してください。ただし，教養と小学校Ａについて振り替え出席が可能な場合には，受け付け

ます。p.42の「⑷ 科目変更届に関する振り替え出席の手続き」をご覧になってください。受講できない授

業の教材と教養チェックテストは配付します。 

・ 受講科目を減らす科目変更の場合，受講しなくなる科目の授業料は返金します。一括払いの方が科目

変更（受講科目を減らす）する場合は，月謝払いの料金をいただいて，返金します。受講科目を減らす期

間が短い場合には，一括払いの金額よりも月謝払いにした金額の方が高くなることがあります。その際に

は，返金がありません。 

・ 受講科目を減らす科目変更届提出から授業料の返金までは，10 日前後かかります。ご了承ください。 

 

☆ 教養・論文・小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

・ 同一科目について 4 週で 3回以上の振り替え出席となる場合は，科目変更届を提出し，校舎・曜日・時

間帯を変更することを検討してください。 

 

・ 「教養教材のみ購入」の方には，退学・休学の制度がありません。教材が必要ない場合に，発送を止め

ることは可能です。電話やメールで連絡ください。その場合には事務手数料（郵送費）の一部を返金しま

す。 

・ 「保健体育Ａ資料のみ購入」の方は，退学・休学ともに可能です。それぞれ退学届・休学届を提出してく

ださい。退学届提出以降・休学届提出期間の授業料は返金します。一括払いの方が退学・休学する場

合は，月謝払いの料金をいただいて，返金します。退学時期が遅い場合・休学期間が短い場合には，一

括払いの金額よりも月謝払いにした金額の方が高くなることがあります。その際には，返金がありません。 
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振り替え出席制度 

 

この制度は，欠席時の振り替えでの出席を保障するものではありません。 

以下の「⑵ 条件」をすべて満たした場合に，振り替え出席を認める制度です。 

 

⑴ 対象科目  教養と小学校Ａ 

・ 教養は，5 回同じ授業を行っています。本校 4 回（日曜日・午前，火曜日・午後，水曜日・夜，木曜日・

夜），沖縄校 1回（木曜日・夜）です。カリキュラムは 3種類ありますので，同じ週に同じ授業があるとは限り

ません。p.93～100 を必ずご覧になって，申請の手続きを行ってください。 

・ 小学校Ａは，3 回同じ授業を行っています。本校 2 回（土曜日・午後，木曜日・夜），沖縄校 1 回（火曜

日・夜）です。カリキュラムは，p.101～104 をご覧になってください。 

・ 自分の他の受講科目の曜日・時間帯と重なっていないか，ご確認ください。 

→木曜日・夜は，本校と沖縄校で同じ時間帯なので，振り替え出席ができません。 

・ 論文は振り替え出席制度を設けません。当該授業に出席しなくても，当該授業の課題を提出し，個別添

削指導を受けることができるからです。当該授業の課題は p.146～148 のカリキュラムで明示しています。 

 

⑵ 条件  ① 仕事などやむを得ない事情による欠席の場合 

② 振り替え出席の希望の校舎・曜日・時間帯の授業に，確実に空き席があるとメ

セナ予備校が判断した場合 

・ 同一科目について 4 週で 3回以上の振り替え出席となる場合は，科目変更届を提出し，校舎・曜日・時

間帯を変更することを検討してください。科目変更届の詳細は p.38～39 をご覧になってください。またキ

ャンセル待ちの登録も検討してください。キャンセル待ちの詳細は p.43 をご覧になってください。 

・ 振り替え出席の申請を行った場合，申請の許可・不許可にかかわらず，欠席予定の授業への出席はで

きなくなります。やむを得ない事情により絶対に出席できない場合にのみ，申請してください。 

→申請を受け付けた時点で，欠席予定として，他の受講生の振り替え出席申請の際に，空き席とし

てカウントするからです。 

・ ホームページなどで案内している残り席数がある場合でも，振り替え出席を認めない場合があります。 

→申請日からの新規入校者が予想されるからです。特に，月はじめなどで多くの新規入校の可能性

がある場合には，残り席数が多くある場合でも，振り替え出席の申請を不許可とする場合がありま

す。ご了承ください。 

・ 同じ振り替え出席の申請でも，先着順に一部は許可して，ある時点から不許可とする場合があります。 

→学校行事などで同じ日に振り替え出席の希望が集中することが予想されます。 

・ 開講第 1 講（10/25，26，28，29，30）への振り替え出席の申請はできません。 

→開講第 1 講の申込者数は当日までわかりませんので，ご了承ください。 
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⑶ 手続きの流れ 

① 申請は以下のメセナ予備校ホームページの専用ページから。 

http://mecenat-yobiko.jp/mecenat/tc-furikaeform/ 

 

② 「振り替え出席の希望日」の 2 週間前～前日 18 時までに申請し，受理メールを確認

の上，「振り替え出席の希望日」に事務窓口で，受講許可証を受け取ることで，受講を

認めます。 

→「本来の受講日」の後に，「振り替え出席の希望日」がある場合にも，受講を認めます。 

→ただし，残り席数が少なくなった場合には，次の③のように申請要件を厳しくします。 

→残り席数が少なくなり，③の申請要件とする授業は，⑶①の専用ページに表示・更新しま

す。 

 

③ 残り席数が少なくなった場合には，「本来の受講日」と「振り替え出席の希望日」の両

日のうち，早い日の 2週間前～3日前までに申請してください。「本来の受講日」と「振

り替え出席の希望日」の両日のうち，早い日の授業日の前日 18 時までには受講許可

または受講不許可のメールを送信します。受講許可のメールが届いた場合には，「振

り替え出席の希望日」に事務窓口で，受講許可証を受け取って，受講してください。 

→「本来の受講日」当日以降の申請については，「振り替え出席の希望日」の前日 18 時ま

でに受講許可または受講不許可のメールを送信します。 

→前日 18 時までに許可・不許可のメールが届かない場合には，申し訳ありませんが電話で

本校 098-863-5521 までお問い合わせください。 

 

④ 申請の際には，次の項目を必ず記入してください。 

・ 氏名（必ずフルネームで） 

・ メールアドレス 

・ 電話番号 

→毎年，同姓同名の組み合わせが必ずいます。氏名は必ずフルネームで記入してくださ

い。電話番号は，本人確認のために使用します。入校申込時から電話番号が変わった場合

は，本制度を利用する前に必ず事務窓口に申し出てください。 

・ 科目（教養か小学校Ａか） 

・ 現在受講している校舎・曜日・時間帯 

→教養は，「本校・日曜日・午前」「本校・火曜日・午後」「本校・水曜日・夜」「本校・木曜日・

夜」「沖縄校・木曜日・夜」のいずれか。 

→小学校Ａは，「本校・土曜日・午後」「本校・木曜日・夜」「沖縄校・火曜日・夜」のいずれ
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か。 

・ 出席できない講義回・日付・講義内容 

→たとえば，「2 講・11/2・特別支援教育⑴」。 

→内容について必ず記入してください。教養であれば，「特別支援教育⑴」，小学校Ａであ

れば，「生物の世界⑴・日本の地理⑴」など。 

・ 振り替えの出席を希望する校舎・日付・曜日・時間帯 

→たとえば，「本校・11/13・木曜日・夜」。 

→教養のカリキュラムは 3 種類ありますので，同じ週に同じ授業があるとは限りません。p.93

～100 を必ずご覧になって，申請の手続きを行ってください。 

→木曜日・夜は，本校と沖縄校で同じ時間帯なので，振り替え出席ができません。またご自

身の他の受講科目の曜日・時間帯への振り替え出席もできません。ご注意ください。 

 

⑤ 専用ページに記入・送信後に，メセナ予備校から受理メールを自動送信します。 

→受理メールが届かない場合には，次の 2 つの理由が考えられます。 

○ ご自身のメールアドレスを間違って入力した。 

→専用ページで最初から入力をやりなおしてください。 

○ メセナ予備校からのメールが受信できない状態になっている。 

→メセナ予備校（～＠mecenat-yobiko.jp）からのメールを受信できる状態にしてください。受

講許可または受講不許可のメールも受信できません。 

 

⑥ 振り替え出席の当日に授業開始前に事務窓口にお越しください。受講許可証を受

け取り，机の上に出して受講してください。 

 

⑷ 科目変更届に関する振り替え出席の手続き 

・ 教養と小学校Ａについて，同一科目の校舎・曜日・時間帯変更を科目変更届の提出によって行った

際の手続きです。変更後のカリキュラムでは，すでに終了しており出席できなかった授業を，他の校

舎・曜日・時間帯で振り替え出席が可能な場合には，振り替え出席を受け付けます。振り替え出席が

不可能な場合は，受講できない授業の教材と教養チェックテストは配付します。 

・ ⑴～⑶について基本的に同様です。 

・ 申請の際に「・ 出席できない講義回・日付・講義内容」の欄に「変更後のカリキュラム」

で「出席できなかった講義回・日付・講義内容」を記入してください。 



 43 

キャンセル待ち 

 

定員に達した授業については，キャンセル待ちの登録ができます。 

本校・沖縄校の事務窓口で受け付けます。 

 

同一科目について複数の校舎・曜日・時間帯のキャンセル待ち登録ができます。 

受講生の退学・休学などによって，受け入れが可能になった場合，キャンセル待ちの順番

の早い方から，電話連絡をします。 

受け入れが可能になった授業（電話連絡をした次の授業）からの受講開始を確約できる方を優

先して受け付けます。次の授業の前に受講の手続き（入校申込もしくは科目変更届提出）を行って

ください。次の授業に欠席してもかまいませんが，授業料は必要です。 

 

・ キャンセル待ちの登録をしている方は，メセナ予備校からの電話連絡に気をつけてください。本校が

098-863-5521，沖縄校が 098-932-5566です。電話に出られなかった場合には，同じ電話番号に連絡し

てください。平日・土曜日は 9時から 22時まで，日曜日・祝日は 10時から 18時まで事務職員がいます。 

・ 電話がつながらない場合，翌日には次の順番の方に電話連絡します。ご了承ください。 

・ キャンセル待ちの登録をして，受講しない場合には，キャンセル待ちの登録を継続するか（順番は最後

になります），解除するかの意思確認をします。 

・ キャンセル待ちによる変更の場合にかぎり，変更前もしくは変更後に同一科目が 4回以上連続受講とな

らない場合も，科目変更届を受け付けます。受け入れが可能な授業で申し込んで受講を始めて，希望の

校舎・曜日・時間帯をキャンセル待ちにしておくことができます。 

 

キャンセル待ちの登録をしても，受講生の退学・休学などがない場合には，受講できませ

ん。希望する校舎・曜日・時間帯に早めに申し込むことを勧めます。 

 

☆ 前年度定員に達した授業は，論文（本校 4つ）のみです。 
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教養月例テスト 

 

答案をマークシートリーダーで処理し，得点・順位・設問ごとの正答率などの個票を受験者

に返却します。 

「受験票」をお渡します。「受験票」を持参し，決められた実施日時で受験してください。 

教養月例テストは，教養を受講していない場合でも，当該月の授業料支払い額が 10,000

円以上の方は受験できます（11 月～5 月の 7 回）。 

 

・ 授業を受講している校舎・曜日以外でも，決められた実施日時であれば受験できます。 

・ 火曜日・水曜日・木曜日は，遅刻した場合でも受験できます。事務窓口に申し出てください。ただし，19

時までに答案を提出してください。 

・ 答案管理のため，決められた実施日時以外での受験はお断りします。ご了承ください。 

・ 実施日時が変更になる可能性があります。その場合は掲示などで連絡します。 

・ 「受験票」をなくした場合，もしくは忘れた場合は，事務窓口に申し出てください。 

・ 前年度の「受験票」を使えません。新しい「受験票」を受け取ってください。 

・ 受験番号が記入されていない場合，もしくは間違っている場合は，採点できません。また鉛筆以外のマ

ークやマークが薄すぎる場合は読み取ることができません。以上の場合，個票の作成ができません。ご

注意ください。 

・ 受験終了後に自分の答案用紙を確認することはできません。答案の内容について問い合わせること（た

とえば，自分は何番にマークしているか，自分は正解にマークしたはずなのになぜ不正解となっているの

か，という問い合わせ）もできません。受験者多数のため，ご了承ください。 

・ マークシート用紙の「科目等記入欄」に，受験希望の校種・教科を記入してください。10 名以上の受験

者がいる校種・教科は，校種・教科別の順位などのデータ提供を行います。中学校・高等学校・特別支援

学校の募集が別の場合は，必ず校種も記入してください。 

・ マークシート用紙の「科目等記入欄」に，受験希望の校種・教科の記入がない場合や受験者が 10 名未

満の校種・教科の場合は，校種・教科別の個票の作成ができません。ご了承ください。 

・ 校種・教科の区分は，実際の試験とは異なる形で処理する（たとえば，小学校と特別支援学校小学部を

あわせて処理する，中学校英語と高等学校英語をあわせて処理する）ことがあります。 

・ 校種・教科別の個票は，全受験者での個票よりも返却が遅くなる場合があります。 

・ 個票を受け取る際は，本人確認のため「受験票」を職員に提示してください。「受験票」がない場合は，

身分証明書の提示を求めます。 

・ 個票の受け取りは本校・沖縄校のどちらでも可能です。 

・ 受験していない方に，設問ごとの正答率などのデータ提供はできません。データが欲しい方は，受験し

てデータ作成に参加してください。 
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・ 退学後・休学中の「教養月例テスト」の受験はできません。購入のみ可能です。 

・ 退学届提出もしくは休学届提出の際には，教養月例テストの「受験票」を返却してください。 

・ 受験していない「教養月例テスト」を事務窓口で受け取る場合は「受験票」を職員に提示してください。 

 

☆ 2月教養月例テストと専門 16講・専門模試⑴のドッキングの成績表を出します。 

・ 専門模試の実施は，開講している専門科目のみです。ご了承ください。 

・ ドッキングの成績表が出るのは，2 月教養月例テスト・専門模試⑴の両方を指定された日時に受験した

受講生のみです。 

 

☆ 「教養月例テスト」は当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円以上

の方のみ無料で受験できます（問題・解答解説の受け取りができます）。 

今年度の受講生で，当該月の授業料支払い額（入学金・教材費を除く）が 10,000 円未満

の月の「教養月例テスト」を受験したい方，もしくは問題・解答解説が必要な方には，実

費購入していただきます。 

・ 教養月例テストを受験・購入できるのは，今年度の受講生のみです。今年度の「教養教材のみ購入」の

方は，受験はできませんが，購入はできます。 

・ 入学前の終了した教養月例テスト，退学後・休学中の教養月例テスト，授業料支払い額が 10,000 円未

満の月の教養月例テストは，1 回分 1,200 円で問題・解答解説を購入できます。 

・ 「保健体育Ａ」の受講者が，終了した講義の資料を購入するために，さかのぼって授業料を支払う場合

には，授業料支払い額が 10,000 円以上となる月の教養月例テストをお渡しします。 

・ 教養月例テストの解答解説を紛失した場合は，受講生でも実費 1,200 円で購入してもらいます。紛失が

続くなど，転売・譲渡が疑わしい場合には，受講生でも販売しません。 

・ 教養月例テストの料金は，いかなる理由であれ返金がありません。 

教養月例テスト日程 

 

本校 沖縄校 

土曜日 日曜日 火曜日 水曜日 木曜日 日曜日 火曜日 木曜日 
14:00～

16:30～ 
12:15～ 17:00～ 17:00～ 17:00～ 12:15～ 17:00～ 17:00～ 

11月 11/15 11/16 11/18 11/19 11/20 11/16 11/18 11/20 

12月 12/13 12/14 12/16 12/17 12/18 12/14 12/16 12/18 

1月 1/24 1/25 1/27 1/28 1/29 1/25 1/27 1/29 

2月 2/21 2/22 2/24 2/25 2/26 2/22 2/24 2/26 

3月 3/21 3/22 3/24 3/25 3/26 3/22 3/24 3/26 

4月 4/18 4/19 4/21 4/22 4/23 4/19 4/21 4/23 

5月 5/23 5/24 5/26 5/27 5/28 5/24 5/26 5/28 
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教養模擬試験 

 

6/21（日）を予定しています。 

答案をマークシートリーダーで処理し，得点・順位・設問ごとの正答率などの個票を返却し

ます。 

本校・沖縄校とも午前・午後の 2回実施します。 

 

・ 6/21（日）実施予定の教養模擬試験は，今年度の受講生（今年度の退学者も含む）は全員無料で受験

できます。今年度の「教養教材のみ購入」の方も無料で受験できます。 

・ 今年度の受講生も教養模擬試験受験のための申込が必要です。5/16（土）から申込受付を開始する予

定です。 

・ 今年度の受講生以外の方の申込は，5/18（月）から受付を開始する予定です。受験料は 2,600円です。 

・ 個票の郵送希望の方には 300 円を申し受けます。 

・ 今年度の受講生以外の方は，本校・沖縄校ともに午後の受験しかできません。ご了承ください。 

→今年度の「教養教材のみ購入」の方の申込は，5/18（月）から受付を開始する予定です。受験料

は無料です。本校・沖縄校ともに午後の受験しかできません。ご了承ください。 

・ 申し込みの締切日は，6/20（土）の 18 時です。 

・ 前年度は沖縄校の午前・午後，本校・午前が満席となりました。早目の申込をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

・ マークシート用紙の「科目等記入欄」に，受験希望の校種・教科を記入してください。中学校・高等学

校・特別支援学校の募集が別の場合は，必ず校種も記入してください。受験者の人数にかかわらず，校

種・教科別の順位などのデータ提供を行います。 

→例年，受験者が 1～2 名の校種・教科があります。その際は，順位などは参考となるデータ提供と

ならないことをご了承ください。 

 

☆ 教養模擬試験と専門 31講・専門模試⑵のドッキングの成績表を出します。 

・ 専門模試の実施は，開講している専門科目のみです。ご了承ください。 

・ ドッキングの成績表が出るのは，教養模試・専門模試⑵の両方を指定された日時に受験した受講生の

みです。 

教養模擬試験日程 

 

本校 沖縄校 

日曜日 日曜日 
10:10～11:40 

14:10～15:40 
10:10～11:40 

14:10～15:40 

6月 6/21 6/21 
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専門模擬試験 

 

開講している専門科目の模擬試験を 2回行います。 

第 1回（16講）は 2/21（土）・22（日）・24（火）・26（木）を予定しています。 

第 2回（31講）は 6/13（土）・14（日）・16（火）・18（木）を予定しています。 

答案をマークシートリーダーで処理し，得点・順位・設問ごとの正答率などの個票を返却し

ます。 

☆ 専門模擬試験のみの受験はできません。 

当該専門科目を，専門模擬試験の講義回を含め連続して 4回以上受講してください。 

土曜日のカリキュラムの中で実施します（小学校は沖縄校・火曜日のカリキュラム，本校・木曜

日のカリキュラムの中でも実施します）。 

 

・ 小学校の日曜日（Ｂ）・金曜日（Ｃ）のみの受講者，英語・国語の火曜日（Ｂ）のみの受講者，数学の火曜

日（Ｂ）・日曜日（Ｃ）・木曜日（Ｄ）のみの受講者，保健体育の水曜日（Ｂ）のみの受講者は，事前に事務窓

口で 2,600 円支払えば，受験できます。 

・ 教養や論文の受講生に限り，専門模擬試験終了後に受験科目に限り 2,600 円で販売します。ただし質

問などにはお答えできません。成績の問い合わせについてもお答えできません。ご了承ください。 

・ 模擬試験実施日は，通常の授業よりも終了が 1 時間早くなります（保健体育のみ同じ）。 

・ 2/21（土）・6/13（土）に受験できない受講生は，以下の日程で受験することができます。 

・ 小学校Ａの受講者が受講している曜日に受験できない場合も，以下の日程で受験することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専門模擬試験日程  

小学校 

以外 

本校 沖縄校 

土曜日※ 日曜日 木曜日 火曜日 
13:10～15:00 12:10～14:00 19:30～21:20 19:30～21:20 

16講 2/21 2/22 2/26 2/24 

31講 6/13 6/14 6/18 6/16 
※ 本校・土曜日の保健体育は 10:10～12:00，養護教諭は 9:10～11:00， 

数学・公民は 16:10～18:00 です。 

英語はリスニングを実施しないため実施時間が 90 分になります。 

小学校 

のみ 

本校 沖縄校 

土曜日 日曜日 木曜日 火曜日 

13:10～15:10 12:10～14:10 19:30～21:30 19:30～21:30 

16講 2/21 2/22 2/26 2/24 

31講 6/13 6/14 6/18 6/16 
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☆ 2月教養月例テストと専門 16講・専門模試⑴のドッキングの成績表を出します。 

・ ドッキングの成績表が出るのは，2 月教養月例テスト・専門模試⑴の両方を指定された日時に受験した

受講生のみです。 

☆ 教養模擬試験と専門 31講・専門模試⑵のドッキングの成績表を出します。 

・ ドッキングの成績表が出るのは，教養模試・専門模試⑵の両方を指定された日時に受験した受講生の

みです。 
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専門模擬テスト 

 

専門模擬試験とは別に以下の科目で，専門模擬テストをカリキュラムの中で実施します。 

 

・小学校Ａ   2回 

・国語Ａ    1回 

・公民     3回 

・保健体育Ａ  4回 

 

答案をマークシートリーダーで処理し，得点・順位・設問ごとの正答率などの個票を返却し

ます。 

☆ 専門模擬テストのみの受験はできません。 

当該専門科目を，専門模擬テストの講義回を含め連続して 4回以上受講してください。 

土曜日のカリキュラムの中で実施します（小学校は沖縄校・火曜日のカリキュラム，本校・木曜

日のカリキュラムの中でも実施します）。 

・ 小学校Ａと国語Ａは，模擬テスト実施日は，通常の授業よりも終了が 1 時間早くなります（保健体育Ａは

同じ）。 

・ 公民は，模擬テスト終了後に授業もあるため，通常の授業よりも終了が 30 分遅くなります。 

 

専門模擬試験との違いは，以下の点です。 

・ 小学校の日曜日（Ｂ）・金曜日（Ｃ）のみの受講者，国語の火曜日（Ｂ）のみの受講者，保健体育の水曜

日（Ｂ）のみの受講者は，受験できません。 

・ 当該授業の実施日時しか受験できません。ただし，小学校Ａのみは振り替え出席制度を利用して受験

できます。振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

各科目の専門模擬テストの日程は以下の通りです。 

 8講 20講 24講 28講 

小学校Ａ 12/13（土） 

16（火） 

18（木） 

 4/18（土） 

21（火） 

23（木） 

 

国語Ａ 12/13（土）    

公民 12/13（土）  4/18（土） 5/23（土） 

保健体育Ａ 12/13（土） 3/21（土） 4/18（土） 5/23（土） 

ドッキングの 

成績表の対象 

12月 

教養月例テスト 

3月 

教養月例テスト 

4月 

教養月例テスト 

5月 

教養月例テスト 
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二次試験直前対策講座（予定） 

 

⑴ 期間      8月 8日（土）から 8月 20日（木）の間 

 

沖縄県教員採用の第二次試験日は 8月 21 日（金）・22 日（土）・23 日（日）を予想しています。 

・ 一次合格の発表日によって，開講は遅くなる場合があります。その場合は，一次合格の発表日の翌日

に開講する予定です。 

・ 一次合格の発表日によって，開講を早めることは予定していません。 

 

⑵ 指導内容  個人面接・模擬授業・論文・自己アピール文 

 

⑶ 対象      今年度 12/31（水）までに入校申込を行い，休学することなく 6/30（火）以降

まで在籍した受講生のみ 

メセナ予備校の教員講座に 4 年度以上在籍した受講生には，特例措置があります。

p.52 をご覧になってください。 

沖縄県のへき地の公立学校勤務のために，中途で退学・休学した受講生もしくは中途

で入学した受講生には，特例措置があります。p.53 をご覧になってください。 

・ メセナ予備校の職員数には限りがあります。そのため今年度の受講者の中でも，二次試験直前対策講

座の受講人数を限定せざるを得ません。メセナ予備校の二次試験対策では，面接と模擬授業を，受講

生 1 人につき試験官役 3 人で，それぞれ 2 回ずつ指導します。論文も 1 日 1 枚ずつ個別添削指導しま

す。今年度も，できる限り同様の指導を行うために，受講人数を限定します。ご了承ください。 

・ 6/29（月）以前の退学者，1/1（木）以降に休学期間がある方，「教養教材のみ購入」の方は受講できま

せん。 

 

⑷ 受講の条件 

① 二次試験対策開講日のオリエンテーション（午前・午後・夜の 3 回実施）に出席するか，

事前にオリエンテーション欠席の連絡をした方のみ受講を受け付けます。 

② 二次試験対策申込の際に，手書きの自己アピール文（日本語）と願書のコピーを提出

してください。 

・ 開講日翌日からの申込は受け付けません。 

・ 二次試験対策開始時に，しかるべき準備が整っていない人には，適切な指導ができません。限られた

期間に，多くの受講生を二次合格に導くために，受講生の準備状況をそろえるために 2 つの受講条件を

課しています。ご了承ください。 

 

⑸ 授業料    32,000円 
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三次試験直前対策講座（予定） 

 

⑴ 期間      8月 30日（日）から 9月 11日（金）の間 

 

沖縄県教員採用の第三次試験日は 9月 12 日（土）・13 日（日）を予想しています。 

・ 二次合格の発表日によって，開講は遅くなる場合があります。その場合は，二次合格の発表日の翌日

に開講する予定です。 

・ 二次合格の発表日によって，開講を早めることは予定していません。 

 

⑵ 指導内容  個人面接・模擬授業・論文・自己アピール文 

 

⑶ 対象      今年度 12/31（水）までに入校申込を行い，休学することなく 6/30（火）以降

まで在籍した受講生のみ 

メセナ予備校の教員講座に 4 年度以上在籍した受講生には，特例措置があります。

p.52 をご覧になってください。 

沖縄県のへき地の公立学校勤務のために，中途で退学・休学した受講生もしくは中途

で入学した受講生には，特例措置があります。p.53 をご覧になってください。 

・ メセナ予備校の職員数には限りがあります。そのため今年度の受講者の中でも，三次試験直前対策講

座の受講人数を限定せざるを得ません。メセナ予備校の三次試験対策では，面接と模擬授業を，受講

生 1 人につき試験官役 3 人で，それぞれ 2 回ずつ指導します。論文も 1 日 1 枚ずつ個別添削指導しま

す。今年度も，できる限り同様の指導を行うために，受講人数を限定します。ご了承ください。 

・ 6/29（月）以前の退学者，1/1（木）以降に休学期間がある方，「教養教材のみ購入」の方は受講できま

せん。 

 

⑷ 受講の条件 

① 三次試験対策開講日のオリエンテーション（午後もしくは夜）に出席するか，事前にオリ

エンテーション欠席の連絡をした方のみ受講を受け付けます。 

② 三次試験対策申込の際に，手書きの自己アピール文（日本語）と願書のコピーを提出

してください。 

③ 一次試験合格の際に，必ず報告をしてください。 

・ 開講日翌日からの申込は受け付けません。 

・ 三次試験対策開始時に，しかるべき準備が整っていない人には，適切な指導ができません。限られた

期間に，多くの受講生を三次合格に導くために，受講生の準備状況をそろえるために 3 つの受講条件を

課しています。一次試験合格報告から，受講人数を予測し，指導体制を計画します。ご了承ください。 

 

⑸ 授業料    32,000円 
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二次試験直前対策講座（予定）・三次試験直前対策講座（予定） 

4年度以上在籍者への特例措置 

以下の⑴の条件を満たし，⑵もしくは⑶に該当する受講生は，一次試験合格の場合に

「二次試験直前対策講座（予定）」を，二次試験合格の場合に「三次試験直前対策講座（予

定）」を受講できます。授業料 32,000円は必要です。 

⑴ 教員採用試験対策講座を 4年度以上受講していた方。 

・ 年度は以下のそれぞれの期間です。各年度中の受講期間は問いません。「教養教材のみ購入」

「プレ講座のみ」の年度は，含まれません。 

平成 16 年 3 月～平成 17 年 7月 

平成 17年 10 月～平成 18年 7月 

平成 18年 10 月～平成 19年 7月 

平成 19年 10 月～平成 20年 7月 

平成 20年 11 月～平成 21年 7月 

平成 21年 10 月～平成 22年 7月 

平成 22年 10 月～平成 23年 7月 

平成 23年 10 月～平成 24年 7月 

平成 24年 10 月～平成 25年 7月 

平成 25年 10 月～平成 26年 7月 

⑵ 今年度の受講者であること。 

⑶ 今年度の「教養教材のみ購入」者であること。 

・ 4 年度以上在籍していたかどうかについての問い合わせは，電話もしくはメールで行ってください。お答

えするのに 1 週間前後かかります。ご了承ください。 

・ 特例措置の適用を希望される方は，入校申込時に申し出てもらえると助かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

二次試験直前対策講座（予定）・三次試験直前対策講座（予定） 

沖縄県のへき地の公立学校勤務者への特例措置 

以下の⑴～⑶のいずれかに該当し，かつ⑷⑸⑹の 3 つすべての条件を満たしている受

講生は，一次試験合格の場合に「二次試験直前対策講座（予定）」を，二次試験合格の場

合に「三次試験直前対策講座（予定）」を受講できます。授業料 32,000円は必要です。 

⑴ 今年度 12/31（水）以前に申し込んだものの，へき地での臨任・非常勤の勤務のため

に，退学・休学せざるを得なかった方（へき地勤務のため以外の休学のない方）。 

⑵ へき地での臨任・非常勤の勤務のために，今年度 1/1（木）以降にしか受講申込がで

きなかったものの，勤務終了後すぐに受講申込を行い 6/30（火）以降まで在籍した方

（へき地勤務のため以外の休学のない方）。 

⑶ メセナ予備校の教員採用試験対策講座を受講したことがある人で，今年度の全期間

へき地での臨任・非常勤の勤務のために受講ができなかった方。 

 

⑷ 今年度の「教養教材のみ購入」者であること。 

⑴の方は，退学後もしくは休学中に「教養教材のみ購入」となった方。 

⑵の方は，受講申込以前の 12/31（水）までに「教養教材のみ購入」の申込をした方。 

⑶の方は，12/31（水）までに「教養教材のみ購入」の申込をした方。 

⑸ 6/30（火）までに，事前に電話連絡をした上で，へき地での臨任・非常勤の勤務を証

明できるものを持参して，二次試験対策・三次試験対策受講資格があることを確認して

ください。 

⑶の方は，6/30（火）までに電話連絡だけを行ってください。二次試験対策・三次試験

対策受講の際に，へき地での臨任・非常勤の勤務を証明できるものを持参してくださ

い。 

⑹ ここでの「へき地」とは，沖縄県の「へき地手当等に関する規則」によって「へき地手

当」が支給される小・中学校ならびに宮古島・伊良部島・石垣島・久米島の高等学校・

特別支援学校に勤務していることをいう。 

→「へき地手当」が支給される小・中学校は，以下のアドレス「へき地手当等に関する規則」をご覧

になってください。 

http://www.pref.okinawa.lg.jp/reiki/34798510003200000000/ 

34798510003200000000/34798510003200000000.html 

船舶などでの渡航が必要な離島・県外に在住の方が，「教養教材のみ購入」を希望される場合は，入校申

込書と振込用紙を電話かメールで請求してください。海外の日本人学校などに勤務する方が，「教養教材の

み購入」を希望される場合は，電話かメールで相談してください。 
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二次試験・三次試験対策の教材販売（予定） 

 

⑴ 対象      今年度の受講生で一次試験に合格した人のみ 

三次試験がある校種は，今年度の受講生で二次試験に合格した人のみ 

 

・ 「教養教材のみ購入」の方は購入できません。 

 

⑵ 価格      3,000円 

 

・ 申込書を記入してもらいます。沖縄県教員採用試験の受験番号が必要です。 

・ 質問などには一切答えられません。 

・ 二次対策開講オリエンテーションの翌日から，三次対策開講オリエンテーションの翌日から販売します。 

・ 本校・沖縄校どちらでも販売します。 
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体験受講 

 

授業開始前に事務窓口で体験受講の申込をしてください。 

・ 電話やメールでの体験受講の申込はできません。 

・ 遅刻者の体験受講は認めません。体験受講の申込に時間がかかる場合があります。早めにご来校く

ださい。 

 

日割り料金のため，入学・追加受講の場合は，体験受講日からの授業料計算となります。

入学・追加受講しない場合は無料です。 

・ 体験受講は事務受付・教材準備などの業務負担が大きいです。受講を決めている方は，体験受講

をせずに入校の申込・追加受講の申込を行ってください。 

・ 前年度までに受講したことがある科目の体験受講は，ご遠慮ください。 

 

・ 教養は，年間通して体験受講ができません。 

・ 専門・論文は，開講第 1講（10/25，26，28，29，30，31）のみ体験受講ができません。 

→開講第 1 講は事務窓口が混み合いますので，ご了承ください。小学校Ｃの開講第 1 講 1/16（金）

は体験受講できます。 

・ 専門・論文は，第 2講以降，座席に余裕がある場合に，各 1回の体験受講ができます。 

→教養受講者が論文や専門を，論文受講者が専門を，専門受講者が論文を体験受講することは可

能です。また小学校・英語・数学・国語・保健体育の受講者が，他の曜日の異なるカリキュラムを体験

受講することは可能です。その場合も，体験受講の申込が必要です。 

→論文の体験受講者で入学・追加受講しない方に，添削指導は行いません。 

・ 座席に余裕がない場合は，体験をお断りする場合があります。ご了承ください。 

→体験希望日の前日に，体験できるかどうか，電話で問い合わせていただけると助かります。 

・ 体験受講ができるのは 3/31（火）までです。 

→約 3 分の 2 のカリキュラムが終了するからです。 
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その他の注意事項 

 

事務窓口の時間 

月～土 9:00～22:00 

日祝日 10:00～18:00（教員の授業がある場合は，授業開始 30 分前から） 

→1 月 1 日～4 日と暴風警報発令時は，閉館します。 

 

授業料を支払っている期間は自習室を使用できます。 

月～土 9:00～22:00 

日祝日 10:00～18:00（教員の授業がある場合は，授業開始 30 分前から） 

→自習室使用のルールと職員の指示にしたがってください。 

→1 月 1 日～4 日と暴風警報発令時は，閉館します。 

 

駐車場はありません。 

自動車通学の場合は，各自有料駐車場などを利用してください。 

本校へのバイク通学の場合は，指定された駐車場を利用してください（事務窓口で車両番号

の登録が必要です）。 

→沖縄校へのバイク通学の場合は，各自有料駐車場などを利用してください。 

近隣の駐車場やメインプレイス・DFSなどの駐車場に不法駐車しないでください。 

 

全館禁煙です。受講生については予備校近辺の路上・駐車場などでの喫煙も禁止です。 

→詳細は p.8 をご覧になってください。 

 

受験願書の添削指導・点検などは行いません。受講生多数のため，ご了承ください。 

 

教材，教養月例テスト，教養チェックテストはすべて有料です。支払いをしたものだけ，各 1

部ずつ受けとってください。支払いをしていない有料の教材・テストを取ること，故意に 2 部以

上取ることは，許されません。万引きなどの生徒指導がしっかりと行えるように，契約事項を順

守してください。故意に 2 部以上取ったことが分かった場合は，警察や教育委員会などに通

報することがあります。 
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沖縄県教員採用試験合格実績 

 

メセナ受講生一次合格 
平成 26

年度採用 

平成 

25年度 

平成 

24年度 

平成 

23年度 

平成 

22年度 

平成 

21年度 
平成 20～

18年度 計 

小学校 65名 69名 63名 39名 34 名 37名 28名 
374名 

特別支援学校小学部 7名 9名 8名 13名 2 名 － － 

養護教諭 8名 15名 19名 12名 3 名 6名 3名 66名 

高校英語 4名 3名 4名 4名 2 名 1名 5名 
60名 

中学英語 9名 13名 9名 4名 1 名  1名 

高校数学 8名 5名 3名 4名 1 名 8名 6名 

82名 中学数学 10名 10名 13名 4名 2 名 1名  

中高共通数学 － － － － － － 7名 

高校国語 4名 4名 4名 8名 4 名 5名 7名 

71名 中学国語 4名 4名 6名 1名 7 名 5名 3名 

特別支援学校中高国語 － － － 1名 4 名 － － 

高校公民 1名 2名 3名 5名 2 名 2名 10名 25名 

高校地理歴史 2名 2名 1名 4名 4 名 3名 3名 19名 

中学社会 5名 4名 2名 2名 2 名 2名 7名 24名 
特別支援学校中高地理歴史 － － － 1名  － － 1名 

高校物理 1名 1名     2名 4名 

高校化学 1名 1名   3 名 1名  6名 

高校生物   1名 4名    5名 

中学理科 3名 1名      4名 
特別支援学校中高生物 － － －  1 名 － － 1名 

高校保健体育 16名 31名 13名 5名 7 名 7名 5名 

184名 中学保健体育 17名 27名 16名 1名 3 名 5名 1名 

特別支援学校中高保健体育 9名 9名 7名 2名 3 名 － － 

中高共通美術 6名 4名 4名 1名 2 名 5名 3名 
32名 

特別支援学校中高共通美術 2名 3名 1名 1名  － － 

中高共通音楽 8名 7名 3名 2名 4 名 2名 5名 
45名 

特別支援学校中高共通音楽 2名 2名 5名 3名 2 名 － － 

中高共通家庭  1名 3名 2名    6名 

中学技術  2名 2名 1名 1 名  2名 8名 

高校情報 1名   1名 2 名 1名 1名 6名 

高校商業 2名 2名 2名     6名 

高校工業（電気） － － － －   1名 1名 

高校工業（機械） 1名 1名     1名 3名 

高校工業（情報技術）   1名   － － 1名 

高校農業 2名 2名 2名 1名 2 名 1名 2名 12名 

高校福祉 － 1名 1名   1名  3名 

計 198名 235名 196名 126名 98 名 93名 103名 1049名 

平成 27 年度採用試験の合格者数は，ホームページでお知らせします。 
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最終合格 
平成 26 年度採用 平成 25 年度採用 平成 24 年度採用 平成 23 年度採用 

全体 
メセナ

受講生 
全体 

メセナ

受講生 
全体 

メセナ

受講生 
全体 

メセナ

受講生 

小学校 220名 59 名 222名 64名 214名 52名 98名 29名 

特別支援学校小学部 15名 6 名 20名 7名 19名 6名 20名 12名 

養護教諭 16名 6 名 28名 11名 30名 14名 14名 10名 

高校英語 6名 2 名 5名 2名 9名 4名 6名 4名 

中学英語 26名 7 名 26名 13名 12名 7名 3名 2名 

高校数学 14名 8 名 11名 4名 10名 3名 10名 4名 

中学数学 18名 8 名 27名 7名 24名 12名 5名 4名 

高校国語 5名 3 名 8名 3名 12名 2名 12名 7名 

中学国語 6名 3 名 7名 4名 10名 6名 5名 1名 

特別支援学校中高共通国語 － － － － － － 3名 1名 

高校公民 2名 1 名 3名 2名 2名 2名 4名 3名 

高校地理歴史 3名  3名 2名 4名 1名 7名 3名 

中学社会 5名 4 名 4名 3名     

高校物理 1名 1 名 1名  1名  1名  

高校化学 3名 1 名 2名 1名 1名  2名  

高校生物 5名  8名  6名 1名 6名 3名 

中学理科 17名 3 名 26名 1名     

高校保健体育 7名 4 名 9名 2名 8名 2名 9名 4名 

中学保健体育 9名 5 名 7名 5名 7名 2名 2名  

特別支援学校中高共通保健体育 5名 3 名 6名 4名 4名 4名 4名 1名 

中高共通美術 4名 2 名 2名 1名 4名 2名 3名 1名 

特別支援学校中高共通美術 2名  2名 2名 3名  1名 1名 

中高共通音楽 10名 4 名 7名 2名 6名 1名 3名 1名 

特別支援学校中高共通音楽 1名  2名 1名 1名 1名 2名 2名 

中高共通家庭 4名  3名  2名 1名 1名  

中学校技術 1名  1名 1名 1名 1名 2名  

高校情報 3名 1 名 1名  2名  3名  

高校商業 2名 1 名 2名 1名 1名 1名 2名  

高校工業（機械） 2名  1名 1名 1名  2名  

高校工業（情報技術） 2名  1名  1名 1名 1名  

高校農業 2名  1名  2名 1名 3名  

計 418名 132名 451名 144 名 428名 127名 262名 93名 

一次合格・最終合格ともにメセナ予備校の当該年度の受講者のみ（教養教材のみ購入者，前年度以前の

受講者は含みません）。全体の校種・教科別の合格者数は推測を含みます。 

全体の合計は，左欄の校種・教科以外も含めた全校種・教科の人数です。 
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メセナ予備校で販売している教員採用試験対策の教材 

 

郵送での販売は行っていません。メセナ予備校の事務窓口で購入してください。 

在庫切れとなる場合があります。事前に在庫状況を電話確認してからお越しになってくださ

い。在庫切れとなった場合，増刷はしません。価格はすべて税込です。 

 

⑴ 「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 26年度」 

1,000円（問題と解説のセット販売のみ） 

⑵ 「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 25年度」 

1,000円（問題と解説のセット販売のみ） 

⑶ 「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 24年度」 

1,000円（問題と解説のセット販売のみ） 

⑷ 「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 20～23年度」 

1,500円（問題と解説のセット販売のみ） 

→今年度教養の受講申込をした方で，前年度の教養受講者もしくは前年度のプレ講座教養受講者に

は「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 20～23 年度」（問題と解説のセット）を差し上げます。 

「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 27年度」（1,000円）は販売中です。 

→教養受講者・教養教材のみ購入の方には申込時に配付します。 

 

⑸ 前年度の教養月例テスト 7回分 

4,000円 

⑹ 前年度の教養チェックテスト 26回分 

6,000円 

⑺ 前年度の教養模試 1回分 

1,000円 

以上，前年度の「⑸教養月例テスト」「⑹教養チェックテスト」「⑺教養模試」の 3 点をまとめ

て購入する方は，10,000円に割引きます。 

→「⑸教養月例テスト」「⑹教養チェックテスト」「⑺教養模試」は，実施・発行後の法改正などには対応して

いません。この点を了解した上でご購入ください。 

 

⑻ 前年度の専門模試 2回分 

2,000円 

販売しているのは開講している専門科目のみです。 

→12/31（水）までに専門の受講申込をした方には，無料で差し上げます。 
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授業内容 

 

各科目全 33回の授業です。 

沖縄県の教員採用試験にあわせた対策です。 

教養試験対策として，月1回（計7回）の教養月例テストと1回の教養模擬試験があります。 

 

教養 

本校  日曜日・午前，火曜日・午後，水曜日・夜，木曜日・夜 

沖縄校 木曜日・夜 

以上 5 クラスです。 

→教養の詳細は，p.62～65 とカリキュラム p.93～100 をご覧になってください。 

→他の教養の授業が満席になった場合には，本校の日曜日・午後もしくは沖縄校の日曜日・午

後を開講する可能性があります。その場合は，カリキュラムの途中からの開講となります。 

☆ 教養の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養の振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

専門 

小学校Ａ 

  本校・土曜日・午後，本校・木曜日・夜，沖縄校・火曜日・夜 

以上 3 クラスです。 

→小学校の詳細は，p.66～70 とカリキュラム p.101～110 をご覧になってください。 

☆ 小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

保健体育Ａ・養護教諭    本校・土曜日・午前 

以上 1 クラスです。 

→保健体育の詳細は，p.86～87 とカリキュラム p.140～143 をご覧になってください。 

養護教諭の詳細は，p.88 とカリキュラム p.144～145 をご覧になってください。 
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英語Ａ・国語Ａ・中学社会   本校・土曜日・午後 

以上 1 クラスです。 

→英語の詳細は，p.71～73 とカリキュラム p.111～117 をご覧になってください。 

国語の詳細は，p.77～78 とカリキュラム p.126～130 をご覧になってください。 

中学社会の詳細は，p.79～81 とカリキュラム p.131～133 をご覧になってください。 

数学Ａ・公民・地歴      本校・土曜日・夕方 

以上 1 クラスです。 

→数学の詳細は，p.74～76 とカリキュラム p.118～125 をご覧になってください。 

公民の詳細は，p.82～83 とカリキュラム p.134～136 をご覧になってください。 

 

専門模擬試験をそれぞれの専門科目の授業内で，2/21（土）・6/13（土）の 2 回実施しま

す。 

→専門模擬試験の詳細は p.47～48 をご覧になってください。 

小学校は，本校・日曜日・午後に国語・算数・理科・社会・音楽のみの異なる授業（Ｂ）を開

講します。1/16（金）から本校・金曜日・夜に学習指導要領のみの異なる授業（Ｃ）を開講しま

す。 

英語・国語は，本校・火曜日・夜に異なる授業（Ｂ）を開講します。 

数学は，本校で火曜日・夜（Ｂ），日曜日・午後（Ｃ），木曜日・夜（Ｄ）にいずれも異なる授業

を開講します。 

保健体育は，本校・水曜日・夜に異なる授業（Ｂ）を開講します。 

 

論文 

本校  土曜日・午前，土曜日・夕方，日曜日・午前，火曜日・午前，金曜日・夜 

沖縄校 日曜日・午前 

以上 6 クラスです。 

→論文の詳細は，p.89～90 とカリキュラム p.146～149 をご覧になってください。 

 

☆ 論文の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→論文は振り替え出席制度を設けません。当該授業に出席しなくても，当該授業の課題を提出

し，個別添削指導を受けることができるからです。当該授業の課題は p.146～148のカリキュラムで

明示しています。 
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⑴ 教養 

 

☆ 教養の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養の振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

・ 定員に達していない限り，途中で校舎・曜日・時間帯を変更することは可能です。必ず事前に事務窓口

で科目変更届を提出してください。変更前も変更後も同じ校舎・曜日・時間帯で 4回以上連続受講となる

場合に限ります（キャンセル待ちによる変更の場合を除く）。科目変更届の詳細は p.38～39 をご覧になっ

てください。 

→校舎・曜日・時間帯変更によって，カリキュラムの関係で受講できない授業が出てくる場合も，授業

料の割引や代替措置はありません。p.93～100 のカリキュラムをご覧になって，このことを了解した上

で，科目変更届を提出してください。ただし，振り替え出席が可能な場合には，受け付けます。p.42

の「⑷ 科目変更届に関する振り替え出席の手続き」をご覧になってください。なお受講できない授

業の教材と教養チェックテストは配付します。 

 

・ 沖縄県の採用試験の出題の傾向・特徴に合わせた授業内容です。 

・ 教養のカリキュラムを改訂します。授業回数の配分を前年度から変更します。 

 

・ 授業では，オリジナルテキストを使用します。 

→教材費は別途 22,000 円が必要です。前年度の教養受講者・前年度の教養教材のみ購入の方

は，19,000 円です。 

・ 開講時に教養教材の約 3 分の 2 を配布します。開講時に配布しない教材は，各授業の際

に教室で受け取ってください。欠席した場合は，事務窓口で受け取ってください。 

→教職教養総合演習Ｂ・Ｃ・Ｄの教材はすべて，31 回講義から事務窓口で受け取り可能です。 

・ 受講するカリキュラム（4種あり，p.93～100）を確認して，配布した教材の中から当該授業の

教材を持参して下さい。 

→当該授業の教養教材を忘れた場合，事務窓口で教材を貸出します。書き込みをせずに，授業終

了後に事務窓口で返却して下さい。 
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・ 教養月例テストが実施される 7 回を除き，毎回の授業で「教養チェックテスト」を配付します

（全 26回）。1回あたり一般教養 30問・教職教養 25問の構成です。 

☆ 教養で配布する「教養チェックテスト」は教材費に含まれません。授業料支払い分以

外の回の「教養チェックテスト」が必要な方には，実費購入していただきます。詳細は

p.30の「教養チェックテストの購入」をご覧になってください。 

・ 専門対策に力を入れられるように教養チェックテストの解説を減らします。1 回あたり 80 ペ

ージまでとします。 

→詳しい解説は，教養教材の該当冊子と参照ページを示すのみとなります。 

 

・ 教養の受講申込をした方に，「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 15～19 年度」

（問題と解説のセット）を無料で差し上げます。 

→前年度の教養受講者，前年度のプレ講座教養受講者には「採用試験過去問題集 一般教養・教職

教養 20～23 年度」（問題と解説のセット）を差し上げます。 

・ 教養の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養 27年度」を無

料で配付します。配付時期は，11月末を予定しています。 

・ 教養の受講者が退学・休学する場合，「教養教材のみ購入」と同じ扱いになります。教養教材は月 1回

月末の郵送でのお渡しになります。別途事務手数料（郵送費込み）が必要です。ご了承ください。詳細は

p.28 の「③ 教養の受講者が途中から「教養教材のみ購入」になる場合」をご覧になってください。 

 

① 一般教養 

 

計 13.5回の授業です。 

・ 「人文科学（国語，英語，日本史，世界史，地理，文学史・倫理）」4.5回の授業です。 

→「国語」「文学史・倫理」「英語」「日本史・世界史」各 1 回，「地理」0.5 回の授業です。 

・ 「社会科学（政治経済・時事）」2回の授業です。 

→「社会科学（政治経済・時事）⑵」の授業では，「社会科学（政治経済・時事）⑴」で配布する「政治

経済必修テキスト」を使いますので，持参してください。 

・ 「自然科学（数学，物理，化学，生物，地学，情報など）」5回の授業です。 

→「物理」「化学」「生物」「地学」「数学・情報」各 1 回の授業です。 

・ 「琉球・沖縄の歴史と文化」2回の授業です。 
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② 教職教養 

 

計 19.5回の授業です。 

教職教養で出題が多い分野は，「学習指導要領」「教育法規」「特別支援教育」です。授業

では，演習問題を数多く解きます。 

→『教育用語の基礎知識』（時事通信社）もしくは『教職をめざす人のための教育用語・法規』（ミネル

ヴァ書房）などの用語集を手元に置いて学習することを勧めます。分からない用語はすぐ調べる癖を

つけてください。 

 

・ 「教育法規」2回 

→よく出題される教育基本法，学校教育法，学校教育法施行規則，教育公務員特例法，地方公務

員法を中心に授業を行います。あわせて平成 23～27年度採用試験で多く出題されたその他の法令

についても触れます。「語句の比較」を活用した，たんなる暗記に頼らない意味のある覚え方や，各

法令の関連性及び成立の背景なども解説します。 

→「教育法規⑵」「教職教養総合演習Ａ」の授業では，「教育法規集」を持参してください。 

・ 「教育原理」2回 

→「教育原理」の「教授・学習理論」と「教育史」は関連性が強いので，1 つの分野と考えてください。

「教育原理」の「学習法」「評価の方法」「生徒指導」などは「教育心理」につながっています。関連性

を意識した学習が効果的です。 

・ 「教育史」2回 

→沖縄県の教員採用試験で特によく出題される西洋教育史（近世～現代）を中心に，日本教育史も

教えます。 

・ 「教育心理」2回 

→沖縄県の教員採用試験でよく出題される教育評価，学習，発達を中心に授業を行います。 

・ 「学習指導要領」2回 

→毎年出題される小学校・中学校・高等学校学習指導要領の各「総則」を中心に授業を行います。

平成 27 年度採用試験では出題されなかったものの，それ以前は 8 年連続出題された「学習指導要

領解説―総則編」を取り上げます。用語補充形式ですが，たんなる暗記に頼るのではなく，全体との

関係や教育法規その他の文書との関連性をおさえた解説をします。 

→「学習指導要領⑵」「教職教養総合演習Ｂ」の授業では，「学習指導要領テキスト」を持参してくだ

さい。 
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・ 「教育時事」1.5回 

→「教育時事」は，文部科学省が出した文書，中央教育審議会答申などを取り上げ，それらが出され

た背景・ねらい・与えた影響などに着目しながら内容を把握します。教育制度改革に影響を与えた

重要な答申は，文中の“キーワード”をおさえた解説をします。 

・ 「生徒指導文書」1回 

→「生徒指導提要」「生徒指導リーフ」を中心に，出題が予想される生徒指導文書を扱います。 

・ 「特別支援教育」2回 

→「特別支援教育」の現状と法令を，各種文書を通じて解説します。学校教育法・学校教育法施行

令・学校教育法施行規則などの特別支援教育関係の教育法規，障害者基本法・発達障害者支援

法，5 年連続で出題された特別支援学校学習指導要領を教えます。 

・ 「沖縄の教育」1回 

→沖縄県教育委員会の文書で，出題が予想される箇所を教えます。二次試験対策・三次試験対策

のためにも読んでおくべき文書です。 

・ 「教職教養総合演習」4回 

→講座の最後での演習・解説です。 

教職教養総合演習Ａは「教育法規」で 1 回。「教育法規集」を持参してください。 

教職教養総合演習Ｂは「学習指導要領」で 1 回。「学習指導要領テキスト」を持参してください。 

教職教養総合演習Ｃは「教育原理」「教育時事」「生徒指導文書」で 1 回。 

教職教養総合演習Ｄは「特別支援教育」「教育史」「教育心理」で 1 回。授業では，特別支援教育

のみを扱います。 

→教職教養総合演習Ｂ・Ｃ・Ｄの教材はすべて，31 回講義から事務窓口で受け取り可能です。 
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⑵ 小学校 

 

・ 12/31（水）までに専門小学校の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を

無料で差し上げます。 

・ 専門小学校の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 小学校 19～27 年度」を無

料で配付します。 

→「採用試験過去問題集 小学校 15～18 年度」は在庫分に限り，先着順で配布します。 

 

・ 小学校のカリキュラムを改訂します。 

・ 小学校Ａでは，知識事項の学習・習得に努めます。専門模擬試験 2 回に加え，専門模擬

テストを 2 回実施します。国語・算数・理科・社会・音楽の学習に加え，図画工作・家庭の過

去問題の解説も行います。 

・ 小学校Ｂでは，知識事項の演習に努めます。国語・算数・理科・社会・音楽に取り組みま

す。 

・ 小学校Ｃでは，学習指導要領の対策を行います。専門の配点の約 3 分の 1 を占める学習

指導要領を得点源とします。 

 

⑵Ａ 小学校知識（本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日） 

 

☆ 小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

→定員に達していない限り，途中で校舎・曜日を変更することは可能です。必ず事前に事務窓口

で科目変更届を提出してください。変更前も変更後も同じ校舎・曜日で 4 回以上連続受講となる

場合に限ります（キャンセル待ちによる変更の場合を除く）。科目変更届の詳細は p.38～39 をご

覧になってください。 

→校舎・曜日変更によって，カリキュラムの関係で受講できない授業が出てくる場合も，授業料の

割引や代替措置はありません。p.101～104 のカリキュラムをご覧になって，このことを了解した上

で，科目変更届を提出してください。ただし，振り替え出席が可能な場合には，受け付けます。

p.42 の「⑷ 科目変更届に関する振り替え出席」をご覧になってください。受講できない授業のプ

リントは配付します。 
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指定教材 ： 

（国語）「沖縄県の小学校国語」メセナ予備校 909円 

   ※「漢字精選 1475題」メセナ予備校 855円 

（社会）※『Sirius21シリーズ まとめと完成 標準編 社会』育伸社 1,080円 

（算数）『高校入試 やさしくはじめる入試問題の解き方 数学』学研教育出版 842円 

『平成 27年高校入試対策 入試精選 かんぺき最新問題集』学書 530円 

（理科）『小・中・高の理科がまるごとわかる』ベレ出版 1,836円 

（音楽）『高校生のための 新・楽典ワーク』ドレミ楽譜出版社 648円 

※の教材は，小学校Ｂ（日曜日）の指定教材と同じです。 

 

・ 沖縄県の採用試験の出題を考慮した知識事項の習得に努めます。 

・ 毎回の授業で「国語，社会，算数，理科，音楽，図画工作，家庭」から 2科目（80分×2）ず

つ学びます。 

・ 算数 19 回，国語 12 回，理科 10 回，社会 10 回，音楽 5 回，図画工作 1 回，家庭 1 回の

授業です。 

・ 「国語」は，平成 27 年度採用試験も例年と同じ出題傾向です。小学校Ａでは，頻出の知識

事項を解説・問題演習します。読解分野ではある程度点数が取れるが，知識問題の整理を

着実に行いたいという方の受講を想定しています。読解が苦手な方は小学校Ｂの受講を合

わせて行うことが効果的です。 

⑴ 日本語の組み立てや接続語・指示語の演習を行うことで読解力の基礎を増強していき

ます。 

⑵ 過去 4 回出題されている副詞の識別，過去 2 回出題されている連体詞の識別につい

て，確実に得点できるような力を育成します。動詞の活用形や形容詞の識別といった頻

出事項も徹底対策します。 

⑶ 熟語の組み立てや部首，表現技法といった頻出事項，沖縄県で出題された（あるい

は，今後出題が予想される）文学史の知識も整理します。なお，国語常識問題（敬語な

ど）については，メセナ予備校の「教養」科目も受講するか，教養チェックテストを購入す

ることを勧めます。 

⑷ 過去問を用いて総合演習を行います。 

⑸ 漢字や語句の知識（同音異義語，ことわざ，四字熟語）を強化するために毎回範囲を

指定した漢字テストを実施します。小学校Ｂでの漢字テストとは重複しないようにします。 

・ 「社会」は，私立高校入試のレベルと考えてよいです。平成 27年度採用試験は，地理的分

野から 4問，歴史的分野から 5問，公民的分野から 6問出題されました。「沖縄関係の問題」

と「憲法の条文問題」は出題されませんでした。これらの傾向を踏まえ，3分野バランスのとれ
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た対策を進めます。要点の整理を中心に授業を行います。 

・ 「算数」は，主に中学校で学習する範囲から出題されています。中学校の基本的な内容か

ら，公立高校入試のレベルです。分野の偏りもなく，まんべんなく出題されています。平成27

年度採用試験では，数と式の計算分野のみ高校数学の基本的なレベル（集合・3 元 1 次連

立方程式・分母の有理化）が出題されました。授業では中学数学の基礎的なものから過去

問題のレベルまでを授業します。 

・ 「理科」は，主に中学校の範囲から出題されました。また，物理・化学・生物・地学の全分野

から出題されました。中学校の理科から高校で学習する内容の基礎までを含む参考書を利

用して授業します。 

・ 「音楽」は，楽典の基礎から，小学校音楽の基本的な内容など教科書レベルの問題が出題

されています。楽典に関する基本的な問題集を使って，楽譜の読み方などを中心に学習し

ます。 

・ 「図画工作」と「家庭」は，過去問題とその解説で，頻出事項を確認します。 

・ 学習指導要領の対策は行いません。小学校Ｃの受講を勧めます。小学校Ｃの受講ができ

ない方にも希望者には，小学校Ｃの指定教材を販売します。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/21（土）・6/13（土）の 2 回実施します（2/24（火），2/26（木）・

6/16（火），6/18（木）にも実施）。詳細は p.47～48 をご覧になってください。 

・ 本番と同形式の模擬テストを 12/13（土）・4/18（土）の 2 回実施します（12/16（火），12/18

（木）・4/21（火），4/23（木）にも実施）。それぞれ12月教養月例テスト・4月教養月例テストとのドッ

キングの成績表を出します。模擬テストは，授業時間内の受験のみです。詳細は p.49 をご覧に

なってください。 

 

⑵Ｂ 小学校演習（本校・日曜日） 

 

指定教材 ： 

（国語）『みるみる実力アップ現代文〈Stage1〉』第一学習社 597円 

   ※「漢字精選 1475題」メセナ予備校 855円 

（社会）※『Sirius21シリーズ まとめと完成 標準編 社会』育伸社 1,080円 

（算数）『中学総合的演習問題集 数学』旺文社 1,620円 

（理科）『中学総合的演習問題集 理科』旺文社 1,620円 

（音楽）「沖縄県の小学校音楽」メセナ予備校 528円 

※の教材は，小学校Ａ（土曜日・火曜日・木曜日）の指定教材と同じです。 

 

・ 日曜日に演習中心の講座を開講します（別途教材費，授業料が必要です。小学校を週 2日受講す
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る場合は p.18～19 の授業料を参照してください）。 

・ 沖縄県の採用試験の出題を考慮した演習と解説を行います。 

・ 毎回の授業で「国語，社会，算数，理科，音楽」から 2科目（80分×2）ずつ学びます。 

・ 算数 27回，理科 17回，国語 12回，社会 6回，音楽 4回の授業です。 

・ 「国語」は，読解の基礎力増強を図っていきます。 

⑴ 本試験と同レベルのテキストを用いて，問題演習，その後解説という流れです。 

⑵ 授業の冒頭では漢字テストと次回範囲の漢字テキストの解説を行います。評論で頻出

の難解な熟語の語彙力増強が図れ，なおかつ一般教養国語の対策にもなります。小学

校Ａで指定する漢字テストとは重複しないように出題します。 

⑶ 毎回の授業時間で接続語の使い方，指示語の指示内容について注意しながら解説を

行います。 

⑷ 小説の読解の仕方については，心情変化の手がかりになる情報の拾い方を中心に解

説します。 

⑸ 総合演習は過去問を用います。 

・ 「社会」は，私立高校入試のレベルと考えてよいです。平成 27年度採用試験は，地理的分

野から 4問，歴史的分野から 5問，公民的分野から 6問出題されました。「沖縄関係の問題」

と「憲法の条文問題」は出題されませんでした。これらの傾向を踏まえ，3分野バランスのとれ

た対策を進めます。キーワードの確認を中心に授業を行います。 

・ 「算数」は，実践的な問題を通して，問題を取り組むにあたって注意すべき点，注目すべき

点を紹介しながら，演習します。問題のレベルは公立高校の入試問題のレベルです。その

ため，テキストとして公立高校入試程度の問題集を用います。 

・ 「理科」は，公立高校入試及び，私立高校入試程度の知識があれば，十分得点できる問題

です。公立高校及び私立高校入試の基本的な問題演習を通して，理科の基礎的・基本的

な問題に対応できる力を養います。 

・ 「音楽」は，オリジナルのテキストを用いて，過去に出題された問題と同レベルの問題を演

習します。楽譜の読み方から，楽器の種類，諸外国の音楽についての知識など，幅広い知

識を身に付けることが主な目的です。 

・ 平成 26 年度採用試験の小学校（特別支援学校小学部含む）の一次合格者 72 名のうち 7 名

が，専門週 2日受講者でした。 

 

⑵Ｃ 小学校学習指導要領（本校・金曜日） 

 

指定教材 ： 「小学校学習指導要領テキスト」メセナ予備校 500円 

「小学校学習指導要領問題」メセナ予備校 500円 
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・ 金曜日に学習指導要領対策の授業を 1/16（金）より開講します（別途教材費，授業料が必要で

す。小学校を週 2 日受講する場合は p.18～19 の授業料を，小学校を週 3 日受講する場合は p.20～21 の

授業料をご覧になってください）。 

・ 専門 229点のうち，平成 27年度採用試験では 64点分が，平成 26年度採用試験では 73

点分が学習指導要領からの出題です。外国語活動（2 点分）と体育（5 点分）の文部科学省

の著作からの出題もあわせると約 3分の 1を占めます。一般教養 30点・教職教養 60点と比

べても，力を入れて取り組むべきです。 

・ 全教科扱います。 

・ 学習指導要領解説も扱います。ただし過去 13 年間に学習指導要領解説からの出題があ

った教科のみです。 

・ 学習指導要領からの出題が多い体育は満点を目指します。平成 27年度採用試験で 19点

分が，平成 26年度採用試験で 24点分が出題されています。 

・ 授業の中で覚えてもらう授業とします。そのために音読を行います。 

・ 外国語活動と体育は平成 27年度採用試験で学習指導要領以外からも出題されました。い

ずれも文部科学省の著作からの出題です。同じ傾向の出題に対応できるように取り組みま

す。 

・ 3 タームに分けて学習します。 

《1月～2月》 

・ 徹底した過去問題分析を踏まえて，全文を読んでいきます。 

・ 空欄補充で重要語句を書き込んでもらいます。 

《3月～4月》 

・ 本番同様の 4択の演習を開始します。 

・ 教科ごとの演習を行います。 

・ 全教科の「目標」，全教科の「〔第 3 学年〕の目標」，全教科の「指導計画の作成と内容の取

扱い」といった演習を行います。 

・ 「小学校外国語活動における評価方法等の工夫改善のための参考資料」と「小学校体育

(運動領域)まるわかりハンドブック」からの演習も行います。 

《5月～7月》 

・ 本番同様の 4択の演習を行います。 

・ 本番同様の教科ごとの出題数で演習します。 

・ 正答率や間違いが多かった問題などのフィードバックを行います。 
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⑶ 英語 

 

・ 12/31（水）までに専門英語の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を無

料で差し上げます。 

・ 専門英語の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 英語 16～27 年度」を無料で

配付します。 

 

⑶Ａ 英語（本校・土曜日） 

 

指定教材 ： ※『表現のための実践ロイヤル英文法』旺文社 1,944円 

『京大の英語［第 7版］』教学社 2,484円 

『全問正解する TOEFL ITP TEST 文法問題対策』語研 2,160円 

『英検 1級出る順パス単』旺文社 1,836円 

★「整序英作文問題集」メセナ予備校 376円 

「採用試験過去問題集 英語 16～27年度」メセナ予備校 

（英語受講者に無料配布） 

※の教材は，英語Ｂ（火曜日）の指定教材と同じです。また前年度と同一教材のため，前

年度の英語受講者は購入しなくてもよいです。必要であれば購入してください。 

★の教材は前年度の「整序英作文/誤所指摘問題集」から「誤所指摘」の問題を削除し，

整序英作文の問題を改訂したものです。前年度の英語（土曜日）受講者は購入しなく

てもよいです。必要であれば購入してください。 

 

・ 土曜日に英語（中学校・高等学校）の筆記試験・リスニング試験の対策を行います。リスニ

ング対策は 3月より開始します。 

・ 毎回の講義で，英検 1級レベルの英単語・熟語を発音し，意味や語法を確認します。 

 平成 25年度採用試験までの専門英語の筆記試験は約 65％が語彙の問題でしたが，平

成 27 年度採用試験ではその出題率が 20％に下がりました。だからと言って単語・熟語

の暗記を疎かにしてよいはずはありません。語彙力があれば英文をスピーディーに読め

ますし，文法問題でも，語句の意味を知っていると解答時間を短縮できます。つまり，語

彙力を上げることが一次試験突破のカギとなります。毎回の講義で単語テスト（または熟

語テスト）を実施しますので，しっかり準備して臨んでください。 

・ 毎回の講義にて，文法問題の解答解説をします。 

 問題をただ漫然と解いても文法力はつきません。特に専門英語の試験で出題される「整

序英作文問題」や「誤所指摘問題」で高得点を狙うには，英語の論理的な文法に慣れる
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必要があります。つまり，熟語や構文の暗記だけではなく，動詞の語法や英文法のロジ

ックを理解することが重要となります。 

・ 500～600語の英文読解問題を解きます。 

 英文読解の力をつけるには，まずは英文を読むことに慣れることです。今後 1 日たりとも

英文を読まない日を作ってはいけません。 

今年度の英文読解のテキストは京都大学の赤本を用います。難関大学の入試の英文

は，単語数，内容ともに，専門英語の試験で出題される英文と傾向が似ているものが多

いです。本テキストで，多くの分野の英文を読み，単語力，解釈力を鍛えるとともに，幅

広い背景知識を身につけることを目標としましょう。また，平成 27 年度採用試験の筆記

試験では，欠落文補充問題が出題されました。本テキストで，英文の前後の関係や接続

詞・冠詞に着目し読み進めることに慣れましょう。そうすることで，十分欠落文補充問題対

策になります。 

・ リスニング対策は 3月から開始します。 

TOEFL，英検準 1級，英検 1級の教材を使います。 

日頃から積極的に英語を聞いてください。リスニングが苦手な方は，映画を見る際に英

語の字幕付きで見てください。聞き取れなかった単語や表現などを瞬時に字幕で確認

できます。その際，聞き取れなかった語句を何度も発音してください。そうすることで徐々

に英語表現に慣れていきます。リスニング力に自信がある方は，毎日英語のラジオを聴

くようにしましょう。力を維持するためには日々継続することです。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。リスニングはありません。詳

細は p.47～48 をご覧になってください。 

 

⑶Ｂ 英語二次試験（英語面接・英作文）対策講座（本校・火曜日） 

 

指定教材 ： ※『表現のための実践ロイヤル英文法』旺文社 1,944円 

『入門 英作文問題精講』旺文社 1,080円 

☆『英語ライティングの成功法則』国際語学社 1,944円 

※の教材は，英語Ａ（土曜日）の指定教材と同じです。また前年度と同一教材のため，前

年度の英語受講者は購入しなくてもよいです。必要であれば購入してください。 

☆の教材は前年度と同一教材のため，前年度の英語（火曜日）受講者は購入しなくても

よいです。必要であれば購入してください。 

 

指定教材以外に，シソーラス（類語辞書）を準備してください。 
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シソーラスの推薦教材 ： 『Oxford Learners Thesaurus: A Dictionary of Synonyms』 

Oxford Univ Pr（Sd）； Pap/Cdr版 4,721円 

→すでに別のシソーラスをお持ちの方は，購入する必要はありません。 

 

・ 火曜日に二次試験（英語面接・英作文）対策講座を開講します（別途教材費，授業料が必要で

す。英語を週 2 日受講する場合は p.18～19 の授業料をご覧になってください）。 

・ 一次試験終了後は，二次試験直前対策講座においても，英語面接・英作文の二次試験対

策を行いません。一次試験前に本講座を受講し，しっかりと取り組んでください。 

・ 講座前期（1/13 まで）は，ライティングの基礎力をつけるため，英文法の分野ごとのライティ

ングとパラフレーズ練習を行います。 

「英作文」と聞くと，「難易度の高い単語や構文を用いて英文を書くこと」と考える人がい

ますが，まったくの勘違いです。英語は言語です。言語は，自分の考えや思いを他者に

伝えるためのものです。したがって，どんなに拙い英文や表現であってもそれが読み手

に伝われば，十分合格レベルです。二次試験では，文法ミスを最小限に抑え，わかりや

すい英作文を書く力が試されています。その力を段階的に鍛えるために，講座前期で

は，英語の基本文型，基本動詞の語法に慣れ，また，パラフレーズ（他のことばで元々の

文や節を置き変えること）の練習をすることで，ミスのない英文を書く力，バリエーション豊

かな英文を書く力の習得を目指します。 

・ 講座中期（1/20から 3/10まで）は，英語のパラグラフについて学習し，論理的なパラグラフ

を書く練習を行います。 

英語のパラグラフは論の展開方法が決まっています。特にライティング初心者で英文法

や英語表現に自信のない方は、この展開方法に沿って英文を書くことをおすすめしま

す。なぜなら，たとえ文法ミスやぎこちない表現があっても，展開がしっかりしていれば読

みやすい英作文になるからです。英文の論法に慣れるため，まずは，英語のパラグラフ

について詳細に分析・理解し，各段落ごとに英文を書く練習を行います。 

・ 講座後期（3/17以降）は過去に二次試験で出題された課題を扱います。 

二次試験の英作文問題は，与えられた課題について 200語以内で自分の意見を述べる

タイプのものです。したがって，4 月以降は 200 語以内で論理的かつ簡潔に自分の考え

をまとめる力の習得を目指します。 

また，添削時に添削者が見つけた文法ミスや表現のミスを資料として配布し，講義内で

それぞれの誤りを分析します。同じミスを繰り返さないためには，ミスの分析・理解が必要

です。そうすることで，より正確な英文が書けるようになります。 

・ 平成 26年度採用試験の英語（中学校・高等学校）の一次合格者 13名のうち 6名が，土曜

日・火曜日の専門週 2日受講でした。 
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⑷ 数学 

 

・ 12/31（水）までに専門数学の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を無

料で差し上げます。 

・ 専門数学の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 数学 15～27 年度」とその解

説を無料で配付します。 

 

⑷Ａ 数学（本校・土曜日） 

 

・ 土曜日は 3期に分けて学習します。 

 

指定教材 ： 

（10～11月）☆『新課程チャート式 解法と演習 数学Ⅰ＋Ａ』数研出版 1,858円 

（12～2月） ☆『新課程チャート式 解法と演習 数学Ⅱ＋Ｂ』数研出版 2,085円 

（2～3月）  ☆「オリジナルテキスト（数学Ⅲ）［4分冊（解答・解説付き）］」 

メセナ予備校 829円 

（3～7月）  ★『教員採用試験オープンセサミシリーズ ステップアップ問題集⑷ 

中学・高校数学 2016年度版』七賢出版 1,728円 

☆の教材は前年度と同一教材のため，前年度の数学（土曜日）受講者は購入しなくても

よいです。必要であれば購入してください。 

★の教材は改訂があれば全員購入してもらいますが，改訂がない場合は，前年度の数

学（土曜日）受講者は購入しなくてもよいです。必要であれば購入してください。 

 

《10月～1月》 

・ 数学の基礎力定着のために，数学Ⅰ・Ａ，数学Ⅱ・Ｂ分野を詳しく解説するとともに，計算ス

ピードアップをはかるために授業の最後にチェックテストを配布して，速く，正確に答えを出

せるように訓練します。 

・ 定理・公式を覚えるだけでなく，使って慣れることができるように，定理・公式の証明を授業

の中で多く取り入れます。 

 

《1月～3月》 

・ 出題難易度の幅が広く，得点差がつきやすい分野である微分・積分強化月間として，数学

Ⅱの内容から数学Ⅲについての計算力アップをはかります。 

・ 数学Ⅱについては，授業の最後にチェックテストを配布して定着が図れるようにします。 
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《3月～直前期》 

・ 沖縄県の採用試験の出題範囲は，中学校・高等学校の教科書レベルから大学入試レベル

の問題まで幅広いです。 

・ 全分野をまんべんなく学習します。 

・ 1回の授業で 1～2単元を基本に，解答解説をします。 

・ 限られた時間内で相当量の問題を解くスピードを養うために，チェックテストを用意します。 

・ 最後の 2回は本番と同形式の総合演習問題を用意して実践力をつけてもらいます。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。詳細は p.47～48をご覧になっ

てください。 

 

⑷Ｂ 数学Ⅲ対策講座（本校・火曜日） 

 

指定教材 ： 『数学Ⅲ基礎問題精講』旺文社 1,404円 

「採用試験過去問題集 数学 15～27年度」メセナ予備校 

（数学受講者に無料配布） 

 

・ 火曜日に難易度の幅が広い数学Ⅲ中心の講座を開講します（別途教材費，授業料が必要で

す。数学を週 2 日受講する場合は p.18～19 の授業料をご覧になってください）。 

・ 新課程で復活した複素数平面の単元についての授業を詳しく解説します。 

・ 問題数の少ない単元については確認プリントを用意します。 

・ 単元終了ごとに演習を行い，どの程度定着できたかを確認していきます。 

・ 沖縄県の採用試験は，平成 24 年度採用試験から全問マーク式ですが，本講座の授業で

は記述の問題にも取り組みます。数学教師としての本物の力を磨くよう指導します。 

・ 平成 23～27年度採用試験の過去問を解いてもらい，その解説を行います。 

・ 平成 26 年度採用試験の数学（中学校・高等学校）の一次合格者 18 名のうち 13 名が，専

門週 2日以上の受講者でした（うち 4 名は週 3 日受講者）。 
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⑷Ｃ 数学総合問題対策講座（本校・日曜日） 

 

指定教材 ： 『2015年度版 全国版 教員採用試験・精選実施問題シリーズ⑦ 

 数学科の精選実施問題』協同出版 1,944円 

 

・ 日曜日に全国の 2013年度・2014年度採用試験で実施された専門教養数学科の問題集を

使用した授業を開講します（別途教材費，授業料が必要です。数学を週 2日受講する場合は p.18～19

の授業料を，数学を週 3 日受講する場合は p.22～23 の授業料をご覧になってください）。 

・ 指定教材終了後は演習による実践力をつける授業を行います。 

・ 沖縄県の採用試験では，全国の採用試験の過去問題に類似した問題が出題されていま

す。 

・ 全分野をまんべんなく学習していきます。 

・ 平成 26年度採用試験の数学（中学校・高等学校）の一次合格者 18名のうち 4名が，専門

週 3日受講者でした。 

 

⑷Ｄ 数学Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・Ｂ対策講座（本校・木曜日） 

 

指定教材 ： 『2014新課程数学の構成 入試問題集数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂ 文理系』 

数研出版 1,296円 

 

・ 木曜日に採用試験での出題数の多い数学Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・Ｂの授業を開講します（別途教材費，

授業料が必要です。数学を週 2 日受講する場合は p.18～19 の授業料を，数学を週 3 日受講する場合は

p.22～23 の授業料を，数学を週 4 日受講する場合は p.24～25の授業料をご覧になってください）。 

・ 新課程に移行してきた整数の性質，条件付き確率，期待値，図形の性質，データの分析な

どの解説も行います。 

・ 指定教材終了後は演習による実践力をつける授業を行います。 

・ 沖縄県の採用試験は，平成 24 年度採用試験から全問マーク式となり，合格するためには

高得点が必要となっています。一問一答形式に手早く解答ができるよう授業の最後に，確認

テストを実施します。問題はランダムに選定し，制限時間を設けます。 
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⑸ 国語 

 

・ 12/31（水）までに専門国語の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を無

料で差し上げます。 

・ 専門国語の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 国語 15～27 年度」を無料で

配付します。 

 

⑸Ａ 国語（本校・土曜日） 

 

指定教材 ： 『ニューグレード 読解現代文 レベル 4』桐原書店 735円 

『ニューグレード 読解古文 レベル 4』桐原書店 735円 

『ニューグレード 読解漢文 レベル 4』桐原書店 735円 

「国語知識⑴⑵」メセナ予備校 1,000円 

★「学習指導要領過去問題・演習問題」メセナ予備校 500円 

☆「短歌・俳句演習問題」メセナ予備校 500円 

☆「国語常識問題」メセナ予備校 500円 

☆「現代文の読み方・解き方」メセナ予備校 195円 

☆の教材は前年度と同一教材のため，これまでに国語（土曜日）を受講したことがある方

は購入しなくてもよいです。必要であれば購入してください。 

★の教材は改訂がわずかなため，前年度購入した方は購入しなくてもよいです。必要で

あれば購入してください。 

 

・ 沖縄県の採用試験の出題を考慮した演習と指導を行います。 

・ 毎回の授業で，「現代文，古文，漢文」から 2分野（80分×2）ずつ学びます。 

・ 現代文，古文，漢文をまんべんなく学習します（現代文・古文・漢文各 20回の授業）。 

・ 3/21からはすべて上高が担当します。 

・ 難関大学の過去問に取り組みます。 

・ 沖縄県の採用試験の出題は，現代文・古文・漢文すべて高校の教科書レベルの内容で

す。それだけに，取りこぼしなく解答することが要求されます。授業の中では，常に基礎的な

事項（古文文法・漢文句法・出典・常識など）を確認していきます。 

・ 現代文・古文は，指定した記述問題の採点を行います。 

・ 学習のために，国語便覧，古文文法と漢文句法の解説書を用意してください。 

・ 「学習指導要領」の国語のチェックテストを毎回配布します。毎回中・高別に 5 問ずつで

す。解答のみで，問題の解説はありません。 
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・ 漢字は，国語の文字の一つです。上高の授業時間で，記述のテストを毎回行います。 

・ 琉球・沖縄文学史については，メセナ予備校の「教養」科目も受講することを勧めます。 

・ 国語常識問題については，沖縄県の採用試験の過去 13 年間の出題履歴をまとめた新教

材「国語知識⑴⑵」を指定教材として受講者全員に購入してもらいます。 

・ 毎回 1冊，推薦図書を紹介します。 

・ 希望者には学習相談を実施します。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。詳細は p.47～48をご覧になっ

てください。 

・ 本番と同形式の模擬テストを 12/13（土）に実施します。12 月教養月例テストとのドッキング

の成績表を出します。模擬テストは，授業時間内の受験のみです。詳細はp.49をご覧になってく

ださい。 

 

琉球・沖縄文学史の推薦教材 ： 『新編 沖縄の文学 増補・改訂版』 

高教組教育資料センター／沖縄時事出版 1,543円 

 

⑸Ｂ 国語古文・漢文対策講座（本校・火曜日） 

 

指定教材 ： 『よくわかる古文問題集』学研 972円 

『よくわかる漢文問題集』学研 972円 

「採用試験過去問題集 国語 15～27年度」メセナ予備校 

（国語受講者に無料配布） 

 

・ 苦手な受講生の多い古文・漢文の講座を火曜日に開講します（別途教材費，授業料が必要で

す。国語を週 2 日受講する場合は p.18～19 の授業料を参照してください）。 

・ 3/17からはすべて上高担当です。 

・ 高校の教科書を確実に読解できる力を身につけることを目指します。そのために，基礎的

事項である古文文法・漢文句法・語彙・出典・古典常識などを常に確認していきます。 

・ 学習のために，国語便覧，古文文法と漢文句法の解説書を用意してください。 

・ 平成 20～27年度採用試験で実施された過去問題の解説（古文・漢文）も行います。 

・ 平成 26 年度採用試験の国語（中学校・高等学校）の一次合格者 8 名のうち 2 名が，土曜

日・火曜日の専門週 2日受講者です。 
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⑹ 中学社会 

 

・ 12/31（水）までに専門中学社会の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分

を無料で差し上げます。 

・ 専門中学社会の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 中学社会 16～27 年度」

を無料で配付します。 

 

指定教材 ： 『地理Ｂの必修整理ノート 新課程版』文英堂 1,026円 

『中学社会 スーパー歴史年表』文英堂 1,080円 

☆『2014資料 政治経済』清水書院 918円 

※「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 1,000円 

※「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 500円 

「学習指導要領問題」メセナ予備校 276円 

「採用試験過去問題集 中学社会 17～27年度」メセナ予備校 

（中学社会受講者に無料配布） 

☆は，「2013年版」を持っている方は購入しなくてもよいです。ただし，授業では「2014年

版」のデータや内容を扱いますので，閲覧用の「2014年版」で確認してください。 

※は，教養の社会科学の教材と同じものですので，教養も受講している方は専門の教材

費から 1,500円差し引きます。 

 

〈過去の出題内容〉 

 計 

学習

指導

要領 

地理 歴史 公民 （うち沖縄関連） 

平成 27年度 90問 26問 19問 25問 20問 地理 4 問・歴史と文化 1 問 

平成 26年度 90問 30問 20問 20問 20問 歴史と文化 1 問 

平成 25年度 90問 20問 25問 20問 25問 歴史と文化 5 問 

平成 24年度 90問 43問 10問 21問 16問 地理 3問・歴史と文化 7問・公民 10問 

平成 23年度 90問 40問 20問 15問 15問 地理 4 問・歴史と文化 5 問 

平成 22年度 90問 30問 20問 20問 20問 地理 6 問・歴史と文化 3 問・公民 1 問 

平成 21年度 90問 35問 15問 20問 20問 地理 4 問・歴史と文化 5 問・公民 1 問 

平成 20年度 90問 29問 20問 20問 21問 地理 3 問・歴史と文化 5 問・公民 3 問 

平成 19年度 90問 28問 20問 20問 22問 地理 4 問・歴史 1 問・公民 1 問 

平成 18年度 90問 15問 25問 25問 25問 地理 5 問・歴史 4 問・公民 4 問 

平成 17年度 90問 36問 10問 19問 25問 歴史と文化 4 問 

平成 16年度 96問 15問 31問 25問 25問 地理 6 問 
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・ 毎回の授業で，「地理」「歴史」「公民」から 2分野（80分×2）ずつ学びます。 

・ 「地理」「歴史」「公民」をまんべんなく学習します（「地理」「公民」は21回，「歴史」は20回の

授業）。 

・ 各分野とも，高等学校レベルの問題が数多く出題されています。 

・ 「学習指導要領」については，平成 27年度採用試験は 90問中 26問出題されました。毎回

の授業でチェックテストを用意しますので，各自で学習してください。 

・ 「地理的分野」については，平成 27 年度採用試験では例年より地理分野らしい多様な問

題が出題されました。多様な問題が出されたものの，ほぼ高校入試のレベルなので難易度

は下がった感があります。対策としては，日頃から中学校の地理の教科書を精読して地理

分野の基礎的事項を押さえることです。しかし，まだ出題傾向が安定しているとは言えない

ので，基礎的な問題から高校「地理Ｂ」の内容（センター試験レベル）まで学習しなければ

なりません。高校の内容を効率的に整理した教材を通年で使って，ヤマをはらずまんべん

なく学習していきます。 

・ 「歴史的分野」は，平成 27 年度採用試験でも前年度同様に世界史の分野が多く出題され

ました。日本史・世界史ともに高校の定期テストレベルの内容となっています。授業では，

指定教材で常に年表に触れて事項の「流れ」「いきさつ」をつかみ，まず中学校の教科書

の内容をしっかりおさえます。同時に資料を配布しますので，それを用いてさらに深く学

び，高校定期テストレベルに対応できるようにします。「琉球・沖縄の歴史と文化」について

も時代ごとに随時触れます。 

・ 「公民的分野」については，2 年連続で高校の「政治経済」「現代社会」レベルの問題が数

多く出題されました。授業では「政治経済」「現代社会」の内容・レベルに合わせて授業を

行います。また，時事問題についても学習します。テキストは主に「政治経済必修テキスト」

を使用します。毎回，各単元の内容，学習指導要領及び時事に関するチェックテストを配り

ます。公民的分野の問題のうち 9 割は「政治経済必修テキスト」と「政治経済基本事項確認

問題」に掲載されているのでこの 2冊をしっかり学習してもらいます。残り1割は高校の教科

書レベルを超えた問題が出されていますので，日頃から新聞を読むことや，「資料集」や

『現代用語の基礎知識』などの用語事典，各省庁のサイトにある白書・統計などの資料を利

用することで各自知識を深めてください。 

・ 「琉球・沖縄の歴史と文化」について毎年出題があります。メセナ予備校の「教養」科目も受

講することを勧めます。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。詳細は p.47～48をご覧になっ

てください。 
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地理分野の推薦教材 ： 『データブック オブ・ザ・ワールド 2015年版』二宮書店 702円 

 『地理統計要覧 2015年版』二宮書店 432円 

→以上，2015年 1月 10 日ごろ発売予定。 

歴史分野の推薦教材 : 『山川 詳説日本史図録 第 6版』山川出版社 929円 

→歴史図録はいくつかあるので好みのものでよいです。 

公民分野の推薦教材 ： 『日本国勢図会 2014／15年版』矢野恒太記念会 2,900円 

琉球・沖縄の歴史と文化の推薦教材 ： 『教養講座 琉球・沖縄史』 

沖縄歴史教育研究会 新城俊昭著／東洋企画 2,160円 

以上，各自で購入してください。 
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⑺ 公民 

 

・ 12/31（水）までに専門公民の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を無

料で差し上げます。 

・ 専門公民の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 公民 15～27 年度」を無料で

配付します。 

・ 16：10～19：00に時間帯を変更します。 

 

指定教材 ： ※「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 1,000円 

※「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 500円 

☆『2014資料政治経済』清水書院 918円 

「政治経済・現代社会センター分野別問題集」9冊 メセナ予備校 1,800円 

★「学習指導要領問題＆過去問解説」メセナ予備校 182円 

◇「倫理必修テキスト［上・下］」メセナ予備校 1,400円 

◇「倫理問題集［上・下・テーマ別］」メセナ予備校 1,200円 

◇「倫理演習問題集」メセナ予備校 400円 

◇「倫理空欄補充問題集」メセナ予備校 400円 

◇「倫理テスト 10回分」メセナ予備校 500円 

※は，教養の社会科学の教材と同じものですので，教養も受講している方は専門の教材

費から 1,500円差し引きます。 

☆は，「2013年版」を持っている方は購入しなくてもよいです。ただし，授業では「2014年

版」のデータや内容を扱いますので，閲覧用の「2014年版」で確認してください。 

★の教材は，改訂がわずかなため，前年度購入した方は購入しなくてもよいです。必要

であれば購入してください。 

◇の教材は，これまでに公民を受講したことがある方は購入しなくてもよいです。必要で

あれば購入してください。 

 

・ 公民は「現代社会」「倫理」「政治経済」の 3 つの科目に分かれていますが，「現代社会」は

他と共通する内容が多いので，「倫理」と「政治経済」の 2科目に分けて授業を行います。 

・ ほぼ毎回の授業で，「政治経済」「倫理」の 2 分野（80 分×2）を学びます。（「政治経済」は

35回，「倫理」は 24回の授業） 

・ 各科目とも基本的には高校の教科書レベルの問題が出題されます。基本事項をまんべん

なくおさえておくことが重要です。 

・ 「高等学校学習指導要領」の公民の内容は，自学できるよう演習問題を用意します。 
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・ 本番と同形式の模擬試験を 2/21（土）・6/13（土）の 2 回実施します。詳細は p.47～48 をご覧

になってください。 

・ 本番と同形式の模擬テストを12/13（土）・4/18（土）・5/23（土）の3回実施します。それぞれ

12月教養月例テスト・4月教養月例テスト・5月教養月例テストとのドッキングの成績表を出し

ます。模擬テストは，授業時間内の受験のみです。詳細は p.49 をご覧になってください。 

 

〈政治経済〉 

・ 単元ごとに「政治経済必修テキスト」を用いて解説を行います。 

・ センター試験の「現代社会」「政治経済」の分野別過去問題集 9 冊（解説付き）の問題と解

説すべてに目を通しておいてください。 

・ 教科書レベルを超える出題もあります。『用語集』で用語の説明を逐一チェックすることを勧

めます。さらに，新聞や『現代用語の基礎知識』などの用語事典，各省庁や衆議院，日本銀

行などのサイトにある白書・統計などの資料を利用して各自知識を深めてください。 

・ 毎回の授業でチェックテストを配布します。 

・ 毎回の授業で法令・統計その他必要な資料を配布します。 

 

〈倫理〉 

・ 4 月まで思想分野を中心にオリジナル教材の解説をします。歴史的なつながり，各思想の

意義を確認し，記憶のポイントを説明します。 

・ 毎回の授業で単元別に，本からの引用集を配布します。インターネットでは見つからない

知識です。 

・ 5月以降は，徹底して演習問題を解いてもらい，満点を目指します。 

・ 毎回記述式のチェックテストを行います。 

・ 毎回 1冊，推薦図書を紹介します。 

・ 毎回 1つの新聞記事をとりあげて，コメントします。 

・ 授業で配布する資料（チェックテストなど）は受講分のみ受け取り可能です。第 1 回からの

受講を勧めます。 

 

政治経済の推薦教材 ： 『用語集 現代社会＋政治・経済’14-’15年版』清水書院 961円 

『日本国勢図会 2014／15年版』矢野恒太記念会 2,900円 

倫理の推薦教材 ： 『改訂版 倫理用語集』山川出版社 823円 

各自で購入してください。 
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⑻ 地歴 

 

担当講師の退職により閉鎖します。 

 

・ 12/31（水）までに専門地歴の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分を無

料で差し上げます。 

・ 専門地歴の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 地歴 16～27 年度」を無料で

配付します。 

 

指定教材 ： 『新地理要点ノート（2014年度版）［新課程版］』啓隆社 823円 

『書きこみ教科書 詳説 世界史（世界史Ｂ）』山川出版社 972円 

『書きこみ教科書 詳説 日本史（日本史Ｂ）』山川出版社 972円 

★「高校地歴 学習指導要領 問題（平成 27年度）」メセナ予備校 183円 

★の教材は改訂がわずかなため，前年度購入した方は購入しなくてもよいです。必要で

あれば購入してください。 

 

〈過去の出題内容〉 

 計 学習指導要領 地理 世界史 日本史 沖縄の歴史 

平成 27年度 90問 5問 26問 26問 26問 7問 

平成 26年度 90問 5問 26問 26問 24問 9問 

平成 25年度 90問 5問 26問 26問 26問 7問 

平成 24年度 90問 5問 30問 25問 24問 6問 

平成 23年度 90問 5問 29問 26問 24問 6問 

平成 22年度 90問 6問 25問 27問 25問 7問 

平成 21年度 90問 5問 29問 26問 23問 7問 

平成 20年度 90問 5問 29問 24問 25問 7問 

平成 19年度 90問 5問 30問 25問 23問 7問 

平成 18年度 90問 5問 30問 25問 23問 7問 

平成 17年度 90問 5問 28問 28問 25問 4問 

平成 16年度 95問 10問 27問 27問 18問 13問 

・ 毎回の授業で，「地理」「世界史」「日本史」から 2科目（80分×2）ずつ学びます。 

・ 「地理」「世界史」「日本史」をまんべんなく学習します（「地理」は 20回，「世界史」「日本史」

は 21回の授業）。 

・ 「学習指導要領」については，問題集（1冊）を用意しますので，各自で学習してください。 

・ 「日本史」「世界史」については，山川出版社の『詳説日本史』『詳説世界史』の書き込み教

科書を使用します。あらためて基礎をしっかりと固めるのがねらいです。あわせて資料を配

布しますので，より深く問題を考察して大学受験レベルの問題にも対応できる力をつけても
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らいます。是非，用語集や図説，資料集などを手元に用意して受講してください。歴史演習

を 2回用意しています。 

・ 「琉球・沖縄の歴史と文化」については，メセナ予備校の「教養」科目も受講することを勧め

ます。 

・ 「地理」については，地理Ｂの系統地理分野及び地誌分野の中で，特に出題頻度の高い

分野について，センター試験レベルの知識習得を目指した問題演習を行います。基礎演習

が終了し次第，30 問程度の総合演習問題を取り入れます。地域・地誌分野は，前年度の出

題地域を除き，まんべんなく演習できます。授業での解説のほかに，解答・解説集もありま

す。地図帳を手元に用意して受講してください。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。詳細は p.47～48をご覧になっ

てください。 

 

地理分野の推薦教材 ： 『データブック オブ・ザ・ワールド 2015年版』二宮書店 702円 

 『地理統計要覧 2015年版』二宮書店 432円 

→以上，2015年 1月 10 日ごろ発売予定。 

 『大学受験対策用 地理データファイル 2015年版』 

帝国書院 525円 

→2015 年 3 月 15 日ごろ発売予定。 

歴史分野の推薦教材 : 『山川 詳説日本史図録 第 6版』山川出版社 929円 

 『流れ図世界史図録ヒストリカ』山川出版社 929円 

→歴史図録はいくつかあるので好みのものでよいです。 

琉球・沖縄の歴史と文化の推薦教材 ： 『教養講座 琉球・沖縄史』 

沖縄歴史教育研究会 新城俊昭著／東洋企画 2,160円 

以上，各自で購入してください。 
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⑼ 保健体育 

 

・ 12/31（水）までに専門保健体育の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分

を無料で差し上げます。 

・ 専門保健体育の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 保健体育 18～27 年度」

を無料で配付します。 

 

⑼Ａ 保健体育（本校・土曜日） 

 

指定教材 ： ☆『中学校学習指導要領解説―保健体育編―』東山書房 397円 

☆『高等学校学習指導要領解説―保健体育編・体育編―』東山書房 491円 

☆の教材は前年度と同一教材です。すでに持っている方は購入しなくてもよいです。 

 

・ 2/7（土）までは「学習指導要領解説」や「各運動分野の技能の内容」の出題箇所の穴埋め

問題と過去 3 年分程度の過去問分析，20 分程度の分野別チェックテストを行い，翌週に正

答率の低い問題のポイント解説を行います（間に 10 分程度の休憩を入れる）。 

・ 2/14（土）からは試験本番にあわせた対策プリント（マークシート形式）を解いてもらい，翌週に

個票を返却し，正答率の低い問題のポイント解説を文書にして配布します。 

・ 正答率の低い問題は繰り返し出題することがあります。 

・ 授業では，中学校学習指導要領解説と高等学校学習指導要領解説及び要点のまとめ，

沖縄県の採用試験の出題の傾向・特徴に合わせたオリジナル演習問題を使用します。 

・ 各運動分野の技能の内容については，中学校・高等学校で使用されている教材をもとに

予想問題を作成します。 

・ 時事問題や，文部科学省が出した文書，中央教育審議会答申，沖縄県教育委員会が出

した文書では，最新の資料を使い問題を作成します。 

・ 学習指導要領解説から出題される重要語句を，いろいろなパターンの穴埋め問題で確認

し定着を図ります。 

・ 沖縄県の採用試験は全問選択肢 4 つからの択一問題ですが，記述穴埋めを取り入れるこ

とで，重要語句の定着を図ります。 

・ 授業では，演習問題を繰り返し解きます。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。詳細は p.47～48をご覧になっ

てください。 
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・ 本番と同形式の模擬テストを 12/13（土）・3/21（土）・4/18（土）・5/23（土）の 4 回実施しま

す。それぞれ 12 月教養月例テスト・3 月教養月例テスト・4 月教養月例テスト・5 月教養月例

テストとのドッキングの成績表を出します。模擬テストは，授業時間内の受験のみです。詳細

は p.49 をご覧になってください。 

 

⑼Ｂ 保健体育（本校・水曜日） 

 

指定教材 ： なし（毎回の授業で配布します） 

 

・ 競技には多くの種目があります。その知識，ルールについて各分野ごとに用語の確認や過

去問の解説などを行います。 

・ 保健分野の知識問題，時事問題について用語の確認や過去問の解説などを行います。 

・ 4/1（水）からは，記述型＋択一型の演習を用意して，知識の定着を図ります。自己採点し

てもらい，正答率の低い問題については，解説を行います。 
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⑽ 養護教諭 

 

・ 12/31（水）までに専門養護教諭の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2 回分

を無料で差し上げます。 

・ 専門養護教諭の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 養護教諭 20～27 年度」

を無料で配付します。 

・ 9：10～12：00に時間帯を変更します。 

 

指定教材 ： ★『教員採用試験オープンセサミシリーズ ステップアップ問題集⑾ 

養護教諭 2016年度版』七賢出版 1,728円 

☆『2015年度版 全国版 教員採用試験・精選実施問題シリーズ⑬ 

養護教諭の精選実施問題』協同出版 1,944円 

★の教材は改訂があれば全員購入してもらいますが，改訂がない場合は，2015 年度版

を持っている方は購入しなくてもよいです。必要であれば購入してください。 

☆の教材は前年度に出版された書籍です。すでに持っている方は購入しなくてもよいで

す。 

 

・ 前半（10/25 から：1～15 講）では，『教員採用試験オープンセサミシリーズ ステップアップ

問題集⑾養護教諭2016年度版』を用いて，受験に必要な知識の確認に重点を置きながら，

解説中心の講義を進めます。また，チェックテストとしても活用できる法令などのワークシート

も配布します。 

・ 後半（2/28から：16～33講）では，『2015年度版 全国版 教員採用試験・精選実施問題シ

リーズ⑬養護教諭の精選実施問題』（県内・県外の過去問題集）を用いて，テーマ別・分野

別の問題演習を，「演習→自己採点→解説」の順で進めます。演習主体の講義です。 

・ 「法令」「答申」「関連資料」などの文書資料（プリント）は，その講義回に必要な部分をまと

めて配布します。 

・ 本番と同形式の模試を 2/21（土）・6/13（土）の 2回実施します。詳細は p.47～48をご覧になっ

てください。 
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⑾ 論文 

 

☆ 論文の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→論文は振り替え出席制度を設けません。当該授業に出席しなくても，当該授業の課題を提出

し，個別添削指導を受けることができるからです。当該授業の課題は p.146～148のカリキュラムで

明示しています。 

・ 定員に達していない限り，途中で校舎・曜日・時間帯を変更することは可能です。必ず事前に事務窓口

で科目変更届を提出してください。変更前も変更後も同じ校舎・曜日・時間帯で 4回以上連続受講となる

場合に限ります（キャンセル待ちによる変更の場合を除く）。科目変更届の詳細は p.38～39 をご覧になっ

てください。 

 

土曜日（本校）10:10～12:00 と 16:30～18:20・火曜日（本校）10:10～12:00    澤田 

日曜日（本校）10:10～12:00・金曜日（本校）19:30～21:20           津覇 

日曜日（沖縄校）10:10～12:00                 上高（7回は澤田） 

 

指定教材 ： ★『2015年度版 教員採用試験 差がつく論文の書き方』 

実務教育出版 1,512円 

★の教材は改訂がわずかなため，前年度に購入した方は購入しなくてもよいです。必要

であれば購入してください。 

 

・ 平成 21～26 年度採用試験は教育全般での配慮事項，具体的な「教科指導」に関する課

題が出題されました。 

「授業改善」「道徳教育」「言語活動の充実」「分かる授業」について。 

・ 平成 19～20年度採用試験の 2年は「生徒指導」に関する具体的な課題が 3題出題されま

した。 

「深夜はいかい」「いじめと心の教育」「不登校」について。 

・ どのような課題にも対応できるように，「教育観」「教科指導」「生徒指導」「教育課題」などの

素材をもとに，毎時間書いてもらいます。 

・ 時間内に書ききれない場合は次回までの宿題となります。 

・ 書かれたものに関しては，個別の添削指導と総合的な講評がなされます。 

・ 養護教諭は別課題となることがあります。 

・ 論文対策は，第二次試験（第三次試験）の面接対策としても有効です。 
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次の授業での返却のための提出期限 

本校 

土曜 

本校 

日曜 

本校 

火曜 

本校 

金曜 

沖縄校 

日曜 

前の木曜日 
前の金曜日 

21時 
前の土曜日 

前の火曜日 

21 時 
前の木曜日 

 

・ 提出用の専用のケースに，提出してください。本校は，事務室入口を入った右側に，沖縄

校は，1Ｆ事務室のカウンターの上にあります。 

・ 受講している校舎とは別の校舎での提出もできます。ただし，職員による本校・沖縄校間の

答案の移動が必要なため，答案の返却が遅くなる場合があります。 

 

☆ 課題はすべて 1,200字以内で解答してください（1講・2 講除く）。 

 

☆ 受講開始以前の課題については添削指導できません。ご了承ください。 

 

☆ 29講までの課題の提出期限は，一次試験の前の 6月末から 7月はじめです（下表参照）。

29講までの課題は，一次試験終了後に添削指導を行いません。ご了承ください。 

29講までの課題の提出期限の予定（変更の可能性あり） 

本校 

土曜 

本校 

日曜 

本校 

火曜 

本校 

金曜 

沖縄校 

日曜 

7/2 
7/3 

21時 
6/27 

6/30 

21 時 
7/2 
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主な担当講師の紹介 

 

伊禮 春孝 「公民（政治経済）」「中学社会（公民）」 

「教職教養（教育法規，学習指導要領）」「一般教養（政治経済・時事）」担当 

メセナ予備校代表取締役。一橋大学法学部法律学科卒業。 

 

古堅 淳二 「教職教養（教育原理，教育時事，生徒指導文書）」「小学校（社会）」 

「中学社会（地理）」担当 

メセナ予備校取締役。琉球大学法文学部法政学科卒業。 

中学校・高等学校教諭 1種免許（社会）取得。 

 

上高 徳弘 「公民（倫理）」「国語」「小学校（学習指導要領，図画工作，家庭）」 

「論文」「一般教養（文学史，倫理）」 

「教職教養（特別支援教育，教育史，教育心理，沖縄の教育）」担当 

メセナ予備校教務進路部長。京都大学文学部哲学科宗教学専攻除籍。 

 

成底 健   「数学」「保健体育」担当 

琉球大学理学部数学科卒業。中学校・高等学校教諭 1種免許（数学）取得。 

渡名喜村立渡名喜中学校で臨任。 

 

安部 喜洋 「小学校（算数，理科，音楽）」「一般教養（数学・情報）」担当 

埼玉大学理学部数学科中退。中学受験（算数・理科）の塾講師経験あり。 

 

永井 秀樹 「養護教諭」「一般教養（生物）」担当 

琉球大学理学部生物学科中退。看護師国家試験対策も担当している。 
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比嘉 愛 「英語」「一般教養（英語）」担当 

カナダ B.C.州立 Kwantlen Polytechnic University文学部心理学科卒業。 

琉球大学法文学部人間科学科卒業。 

 

澤田 吉弘 「小学校（国語）」「中学社会（歴史）」「論文」 

「一般教養（国語，日本史・世界史，琉球・沖縄の歴史と文化）」担当 

京都大学経済学部卒業。京都大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。 

琉球大学大学院法務研究科修了。ロンドン大学政治経済学院（LSE）に留学。 
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カリキュラム 

⑴ 教養 カリキュラム（Ａ）その 1 

（本校・日曜日・午前） 
網掛けの部分（2/8，4/5，5/3）が当初カリキュラムから変更した部分です。 

教科 教養 
概要 

使用教材：各授業それぞれのオリジナルテキストです。開講時もしくは入校時に約

3分の 2の教材を配布します。波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

毎回「教養チェックテスト」を配付します（教養月例テスト実施の週を除く）。 
分野 

一般教養 

教職教養 

 

講義 本校 
日曜午前 

テーマ 担当 詳細 

1講 10/26 教職教養 伊禮 教育法規⑴ 

2講 11/2 教職教養 上高 特別支援教育⑴ 

3講 11/9 一般教養 國吉 自然科学Ｄ地学 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/16 教職教養 古堅 教育原理⑴ 

5講 11/23 教職教養 上高 教育心理⑴ 

6講 11/30 教職教養 伊禮 学習指導要領⑴ 

7講 12/7 一般教養 安部 自然科学Ｅ数学・情報 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/14 一般教養 我部 琉球・沖縄の歴史 

9講 12/21 一般教養 上高 人文科学Ｂ文学史・倫理 

10講 1/11 一般教養 伊禮 
社会科学⑴政治経済・時事⑴ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

11講 1/18 教職教養 古堅 教育時事⑴ 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/25 一般教養 澤田 人文科学Ａ国語 

13講 2/1 教職教養 上高 教育史⑴ 

 2/8   （休講） 

14講 2/15 一般教養 永井 自然科学Ｃ生物 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

15講 2/22 一般教養 我部 人文科学Ｄ日本史・世界史 

16講 3/1 教職教養 上高 特別支援教育⑵ 

17講 3/8 教職教養 伊禮 
学習指導要領⑵ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

18講 3/15 教職教養 古堅 生徒指導文書 
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講義 本校 
日曜午前 

テーマ 担当 詳細 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

19講 3/22 一般教養 比嘉 人文科学Ｃ英語 

20講 3/29 教職教養 上高 教育心理⑵ 

21講 4/5 教職教養 伊禮 
教育法規⑵ 
☆「教育法規集」を持参 

22講 4/12 一般教養 國吉 自然科学Ｂ化学 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

23講 4/19 教職教養 古堅 教育原理⑵ 

24講 4/26 教職教養 上高 教育史⑵ 

25講 5/3 一般教養 伊禮 
社会科学⑵政治経済・時事⑵ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

26講 5/10 一般教養 安部 自然科学Ａ物理 

27講 5/17 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ａ 
☆「教育法規集」を持参 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/24 
一般/教

職 
古堅 人文科学Ｅ地理／教育時事⑵ 

29講 5/31 教職教養 上高 沖縄の教育 

30講 6/7 一般教養 澤田 琉球・沖縄の文化 

31講 6/14 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ｂ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/28 教職教養 上高 教職教養総合演習Ｄ 

33講 7/5 教職教養 古堅 教職教養総合演習Ｃ 

予備 
12/28 

7/12 
警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

 

☆ 教養の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

網掛けの部分（2/8，4/5，5/3）が当初カリキュラムから変更した部分です。 
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⑴ 教養 カリキュラム（Ａ）その 2 

（本校・木曜日・夜） 
 

教科 教養 
概要 

使用教材：各授業それぞれのオリジナルテキストです。開講時もしくは入校時に約

3分の 2の教材を配布します。波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

毎回「教養チェックテスト」を配付します（教養月例テスト実施の週を除く）。 
分野 

一般教養 

教職教養 

 

講義 
本校 
木曜夜 

テーマ 担当 詳細 

1講 10/30 教職教養 伊禮 教育法規⑴ 

2講 11/6 教職教養 上高 特別支援教育⑴ 

3講 11/13 一般教養 國吉 自然科学Ｄ地学 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/20 教職教養 古堅 教育原理⑴ 

5講 11/27 教職教養 上高 教育心理⑴ 

6講 12/4 教職教養 伊禮 学習指導要領⑴ 

7講 12/11 一般教養 安部 自然科学Ｅ数学・情報 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/18 一般教養 我部 琉球・沖縄の歴史 

9講 1/8 一般教養 上高 人文科学Ｂ文学史・倫理 

10講 1/15 一般教養 伊禮 
社会科学⑴政治経済・時事⑴ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

11講 1/22 教職教養 古堅 教育時事⑴ 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/29 一般教養 澤田 人文科学Ａ国語 

13講 2/5 教職教養 上高 教育史⑴ 

14講 2/12 教職教養 伊禮 
教育法規⑵ 
☆「教育法規集」を持参 

15講 2/19 一般教養 永井 自然科学Ｃ生物 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/26 一般教養 我部 人文科学Ｄ日本史・世界史 

17講 3/5 教職教養 上高 特別支援教育⑵ 

18講 3/12 教職教養 伊禮 
学習指導要領⑵ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

19講 3/19 教職教養 古堅 生徒指導文書 

20講 3/26 一般教養 比嘉 人文科学Ｃ英語 
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講義 
本校 
木曜夜 

テーマ 担当 詳細 

21講 4/2 教職教養 上高 教育心理⑵ 

22講 4/9 一般教養 伊禮 
社会科学⑵政治経済・時事⑵ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

23講 4/16 一般教養 國吉 自然科学Ｂ化学 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/23 教職教養 古堅 教育原理⑵ 

25講 5/7 教職教養 上高 教育史⑵ 

26講 5/14 一般教養 安部 自然科学Ａ物理 

27講 5/21 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ａ 
☆「教育法規集」を持参 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/28 
一般/教

職 
古堅 人文科学Ｅ地理／教育時事⑵ 

29講 6/4 教職教養 上高 沖縄の教育 

30講 6/11 一般教養 澤田 琉球・沖縄の文化 

31講 6/18 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ｂ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/25 教職教養 上高 教職教養総合演習Ｄ 

33講 7/2 教職教養 古堅 教職教養総合演習Ｃ 

予備 

12/25 

4/30 

7/9 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

 

☆ 教養の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 
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⑴ 教養 カリキュラム（Ｂ） 

（本校・火曜日・午後）（沖縄校・木曜日・夜） 
 

教科 教養 
概要 

使用教材：各授業それぞれのオリジナルテキストです。開講時もしくは入校時に約

3分の 2の教材を配布します。波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

毎回「教養チェックテスト」を配付します（教養月例テスト実施の週を除く）。 
分野 

一般教養 

教職教養 

 

講義 本校 
火曜午後 

沖縄校

木曜夜 
テーマ 担当 詳細 

1講 10/28 10/30 教職教養 古堅 教育原理⑴ 

2講 11/4 11/6 教職教養 伊禮 教育法規⑴ 

3講 11/11 11/13 教職教養 上高 特別支援教育⑴ 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/18 11/20 一般教養 澤田 人文科学Ａ国語 

5講 11/25 11/27 一般教養 安部 自然科学Ｅ数学・情報 

6講 12/2 12/4 教職教養 上高 教育心理⑴ 

7講 12/9 12/11 教職教養 伊禮 学習指導要領⑴ 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/16 12/18 一般教養 國吉 自然科学Ｄ地学 

9講 1/6 1/8 教職教養 古堅 教育時事⑴ 

10講 1/13 1/15 一般教養 上高 人文科学Ｂ文学史・倫理 

11講 1/20 1/22 一般教養 伊禮 
社会科学⑴政治経済・時事⑴ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/27 1/29 一般教養 比嘉 人文科学Ｃ英語 

13講 2/3 2/5 一般教養 我部 琉球・沖縄の歴史 

14講 2/10 2/12 教職教養 上高 教育史⑴ 

15講 2/17 2/19 教職教養 伊禮 
教育法規⑵ 
☆「教育法規集」を持参 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/24 2/26 教職教養 古堅 生徒指導文書 

17講 3/3 3/5 一般教養 安部 自然科学Ａ物理 

18講 3/10 3/12 教職教養 上高 特別支援教育⑵ 

19講 3/17 3/19 教職教養 伊禮 
学習指導要領⑵ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 
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講義 本校 
火曜午後 

沖縄校

木曜夜 
テーマ 担当 詳細 

20講 3/24 3/26 一般教養 國吉 自然科学Ｂ化学 

21講 3/31 4/2 教職教養 古堅 教育原理⑵ 

22講 4/7 4/9 教職教養 上高 教育心理⑵ 

23講 4/14 4/16 一般教養 伊禮 
社会科学⑵政治経済・時事⑵ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/21 4/23 一般教養 澤田 人文科学Ｄ日本史・世界史 

25講 4/28 5/7 一般/教職 古堅 人文科学Ｅ地理／教育時事⑵ 

26講 5/19 5/14 教職教養 上高 教育史⑵ 

27講 5/26 5/21 一般教養 永井 自然科学Ｃ生物 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 6/2 5/28 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ａ 
☆「教育法規集」を持参 

29講 6/9 6/4 一般教養 澤田 琉球・沖縄の文化 

30講 6/16 6/11 教職教養 上高 沖縄の教育 

31講 6/23 6/18 教職教養 古堅 教職教養総合演習Ｃ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/30 6/25 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ｂ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

33講 7/7 7/2 教職教養 上高 教職教養総合演習Ｄ 

予備 
12/23 

5/5 

12/25 

4/30 

7/9 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

5/12（火）が台風のため休講となりました。 

それ以降の日程が下線部のとおり順延になっています。 

 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

 

☆ 教養の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 
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⑴ 教養 カリキュラム（Ｃ） 

（本校・水曜日・夜） 
 

教科 教養 
概要 

使用教材：各授業それぞれのオリジナルテキストです。開講時もしくは入校時に約

3分の 2の教材を配布します。波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

毎回「教養チェックテスト」を配付します（教養月例テスト実施の週を除く）。 
分野 

一般教養 

教職教養 

 

講義 
本校
水曜夜 

テーマ 担当 詳細 

1講 10/29 教職教養 上高 特別支援教育⑴ 

2講 11/5 一般教養 安部 自然科学Ｅ数学・情報 

3講 11/12 教職教養 伊禮 教育法規⑴ 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/19 教職教養 上高 教育心理⑴ 

5講 11/26 一般教養 我部 琉球・沖縄の歴史 

6講 12/3 教職教養 古堅 教育原理⑴ 

7講 12/10 一般教養 國吉 自然科学Ｄ地学 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/17 一般教養 上高 人文科学Ｂ文学史・倫理 

9講 1/7 教職教養 伊禮 学習指導要領⑴ 

10講 1/14 一般教養 比嘉 人文科学Ｃ英語 

11講 1/21 一般教養 植木田 自然科学Ａ物理 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/28 教職教養 上高 教育史⑴ 

13講 2/4 一般教養 伊禮 
社会科学⑴政治経済・時事⑴ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

14講 2/11 一般教養 澤田 人文科学Ａ国語 

15講 2/18 教職教養 古堅 教育時事⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/25 教職教養 上高 特別支援教育⑵ 

17講 3/4 教職教養 伊禮 
教育法規⑵ 
☆「教育法規集」を持参 

18講 3/11 教職教養 古堅 生徒指導文書 

19講 3/18 一般教養 我部 人文科学Ｄ日本史・世界史 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 
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講義 
本校
水曜夜 

テーマ 担当 詳細 

20講 3/25 教職教養 上高 教育心理⑵ 

21講 4/1 教職教養 伊禮 
学習指導要領⑵ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

22講 4/8 教職教養 古堅 教育原理⑵ 

23講 4/15 一般教養 永井 自然科学Ｃ生物 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/22 教職教養 上高 教育史⑵ 

25講 4/29 一般教養 伊禮 
社会科学⑵政治経済・時事⑵ 
☆「政治経済必修テキスト」を持参 

26講 5/13 一般教養 國吉 自然科学Ｂ化学 

27講 5/20 一般/教職 古堅 人文科学Ｅ地理／教育時事⑵ 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/27 教職教養 上高 沖縄の教育 

29講 6/3 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ａ 
☆「教育法規集」を持参 

30講 6/10 教職教養 古堅 教職教養総合演習Ｃ 

31講 6/17 教職教養 上高 教職教養総合演習Ｄ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/24 一般教養 澤田 琉球・沖縄の文化 

33講 7/1 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習Ｂ 
☆「学習指導要領テキスト」を持参 

予備 

12/24 

5/6 

7/8 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

波線付の授業の教材は授業の際に配布します。 

 

☆ 教養の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 
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⑵Ａ 小学校知識 カリキュラム 

（本校・土曜日）（沖縄校・火曜日）（本校・木曜日） 
網掛けの部分（17～20講，26～28講）が当初カリキュラムから変更した部分です。 

教科 専門教科 
概要 

指定教材： 

【国語】「沖縄県の小学校国語」メセナ予備校 909 円 

「漢字精選 1475 題」メセナ予備校 855円 

【社会】『Sirius21シリーズ まとめと完成 標準編 社会』育伸社 1,080円 

【算数】『高校入試 やさしくはじめる入試問題の解き方 数学』 

学研教育出版 842円 

『平成 27年高校入試対策 入試精選 かんぺき最新問題集』学書 530円 

【理科】『小・中・高の理科がまるごとわかる』ベレ出版 1,836円 

【音楽】『高校生のための 新・楽典ワーク』ドレミ楽譜出版社 648円 

【図画工作】【家庭】オリジナル教材を配布します。 

授業内容： 

【国語】沖縄県教員採用試験の出題傾向に即したオリジナルテキストを使用しま

す。過去 4 回出題されている副詞の識別や動詞の活用形といった頻出の文法

事項や熟語の組み立てといった語彙に関する知識，文学史といった領域で高

得点が取れるように徹底対策を行います。漢字の書き取りテストを行うことで語

彙力の増強を図ります。なお，読解が苦手な方は小学校 Bの受講を強く推奨し

ます。 

【社会】社会科の 3 分野をまんべんなくカバーし，通年で対策できる教材を指定し

ました。要点の整理を中心とした授業です。最終の総合演習は「予想問題」で

す。 

【算数】計算問題や関数・図形など公立高校入試レベルの数学の基礎的・基本的

知識を学習します。 

【理科】中学校～高校の基礎レベルの理科を学習します。 

【音楽】採用試験で出題される，楽典の基礎を学びます。最初は楽譜の読み方か

らはじめ，コードを読めるようになるまでが目安です。 

【図画工作】【家庭】過去問題とその解説で，頻出事項を確認します。 

科目 

小学校 

（国語・社会 

算数・理科・

音楽・図画

工作・家庭） 

 

講義 
本校

土曜 

沖縄校

火曜 
本校

木曜 
テーマ 担当 詳細 

1講 10/25 10/28 10/30 

算数 安部 
数と式（数の計算／式の計算／式

の展開と因数分解） 

国語 澤田 
小学校国語の出題傾向 

国語の学習の仕方について 

2講 11/1 11/4 11/6 
理科 安部 生物の世界⑴ 

社会 古堅 日本の地理⑴ 

3講 11/8 11/11 11/13 
算数 安部 数と式（平方根／数と式の利用） 

音楽 安部 楽譜の取り扱い説明書 
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講義 
本校

土曜 

沖縄校

火曜 
本校

木曜 
テーマ 担当 詳細 

4講 11/15 11/18 11/20 
算数 安部 

方程式（1次方程式・連立方程式／

2次方程式） 

理科 安部 生物の世界⑵ 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 11/25 11/27 
国語 澤田 

日本語の文の組み立て 

主語と述語 

社会 古堅 日本の地理⑵ 

6講 11/29 12/2 12/4 
算数 安部 方程式（方程式の利用） 

国語 澤田 指示語 

7講 12/6 12/9 12/11 
図画工作 上高  

社会 古堅 世界の地理 

8講 12/13 12/16 12/18 専門模擬テスト⑴ 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 1/6 1/8 
理科 安部 地学の世界⑴ 

国語 澤田 接続語 

10講 1/10 1/13 1/15 
算数 安部 

関数（関数の基礎／関数のグラフと

図形） 

社会 古堅 日本の歴史⑴ 

11講 1/17 1/20 1/22 

理科 安部 地学の世界⑵ 

国語 澤田 
文法 1 品詞分類表・用言 

（動詞･形容詞・形容動詞） 

12講 1/24 1/27 1/29 
音楽 安部 音符と休符 

社会 古堅 日本の歴史⑵ 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

13講 1/31 2/3 2/5 
算数 安部 

図形（面積，表面積，体積，角度を

求める問題／辺の長さを求める問

題） 

社会 古堅 日本の歴史⑶ 

14講 2/7 2/10 2/12 
理科 安部 化学の世界⑴ 

国語 澤田 文法 2 用言（動詞を中心に） 

15講 2/14 2/17 2/19 

家庭 上高  

算数 安部 
図形（平面図形と三平方の定理／

空間図形と三平方の定理） 
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講義 
本校

土曜 

沖縄校

火曜 
本校

木曜 
テーマ 担当 詳細 

16講 2/21 2/24 2/26 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 3/3 3/5 
国語 澤田 文法 3 副詞・連体詞の徹底理解 

社会 古堅 世界の歴史 

18講 3/7 3/10 3/12 
算数 安部 

資料の活用（資料の散らばりと代表

値／確率／標本調査） 

理科 安部 化学の世界⑵ 

19講 3/14 3/17 3/19 
算数 安部 正の数・負の数／文字式と計算 

音楽 安部 拍子とリズム 

20講 3/21 3/24 3/26 
算数 安部 1次方程式／連立方程式 

算数 安部 関数／1次関数 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 3/31 4/2 
算数 安部 空間図形／平面図形／円 

理科 安部 化学の世界⑶ 

22講 4/4 4/7 4/9 
算数 安部 確率／資料の整理 

国語 澤田 文法 4 問題演習 

23講 4/11 4/14 4/16 
算数 安部 式の展開／因数分解 

社会 古堅 公民⑴ 

24講 4/18 4/21 4/23 専門模擬テスト⑵ 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

25講 4/25 4/28 5/7 

理科 安部 物理の世界⑴ 

国語 澤田 
漢字（部首・熟語の組み立て） 

文学史・表現技法 

26講 5/9 5/12 5/14 
国語 澤田 総合演習⑴ 

社会 古堅 公民⑵ 

27講 5/16 5/19 5/21 
算数 安部 平方根 

理科 安部 物理の世界⑵ 

28講 5/23 5/26 5/28 
算数 安部 2次方程式 

国語 澤田 総合演習⑵ 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 6/2 6/4 
算数 安部 関数 y＝ax2 

社会 古堅 総合演習 
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講義 
本校

土曜 

沖縄校

火曜 
本校

木曜 
テーマ 担当 詳細 

30講 6/6 6/9 6/11 
算数 安部 相似 

音楽 安部 コードネーム 

31講 6/13 6/16 6/18 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 6/23 6/25 
理科 安部 物理の世界⑶ 

国語 澤田 総合演習⑶ 

33講 7/4 6/30 7/2 
算数 安部 

三平方の定理／相似と三平方の定

理 

音楽 安部 総合問題 

予備 

5/2 

6/20 

7/11 

5/5 

7/7 

4/30 

7/9 
警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 小学校Ａの校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→教養・小学校Ａの振り替え出席制度については，p.40～42 をご覧になってください。 

 

☆ 小学校Ｂの本校・日曜日とも，小学校Ｃの本校・金曜日とも，いずれも異なる授業内容

です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑵Ｂ 小学校演習 カリキュラム 

（本校・日曜日） 
 

教科 専門教科 
概要 

指定教材： 

【国語】『みるみる実力アップ現代文〈Stage1〉』第一学習社 597円 

「漢字精選 1475 題」メセナ予備校 855円 

【社会】『Sirius21シリーズ まとめと完成 標準編 社会』育伸社 1,080円 

【算数】『中学総合的研究問題集 数学』旺文社 1,620円 

【理科】『中学総合的研究問題集 理科』旺文社 1,620円 

【音楽】「沖縄県の小学校音楽」メセナ予備校 528円 

授業内容： 

【国語】基礎から，読解力の養成を図っていきます。本試験と同レベルの平易なテ

キストを用いて，評論文の読み方を中心に指導していきます。問題演習とその

解説が中心。総合演習では過去問の解説を行う予定です。併せて，漢字やこ

とわざ，四字熟語といった「基礎体力」にあたる事項も学習します。文章を読む

のが苦手，あるいは時間がかかりすぎるという方は特に受講を推奨します。 

【社会】社会科の 3 分野をまんべんなくカバーし，通年で対策できる教材を指定し

ました。キーワードの確認を中心とした授業です。 

【算数】公立高校の入試レベルの問題演習を通して，採用試験で出題される程度

の問題の解き方などを確認します。 

【理科】公立高校から私立高校の入試と同レベルの問題を演習することで，採用

試験で出題される理科の問題の解き方を学びます。 

【音楽】オリジナルのテキストを用い，楽譜の読み方から，楽器の種類や諸外国

の音楽など基礎的・基本的な知識事項を演習を通して学びます。 

科目 

小学校 

（国語・社会 

算数・理科・

音楽） 

 

講義 日曜 テーマ 担当 詳細 

1講 10/26 
国語 澤田 評論文 香山リカ「有名」 

算数 安部 正負の数 

2講 11/2 
理科 安部 生物の観察 

算数 安部 数の性質 

3講 11/9 
社会 古堅 地理⑴ 

算数 安部 平方根 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/16 
国語 澤田 小説文 恩田陸「図書室の海」 

算数 安部 文字と式 

5講 11/23 
理科 安部 植物の生活と種類 

算数 安部 式と計算 

6講 11/30 
理科 安部 動物の生活と種類 

音楽 安部 音階についての基礎知識 
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講義 日曜 テーマ 担当 詳細 

7講 12/7 
国語 澤田 評論文 上杉正幸「健康な生，健康な死」 

算数 安部 多項式 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/14 
社会 古堅 地理⑵ 

算数 安部 1次方程式 

9講 12/21 
理科 安部 生物の細胞と生殖 

算数 安部 連立方程式 

10講 1/11 
国語 澤田 評論文 池内了「科学と科学者への失望」 

算数 安部 2次方程式 

11講 1/18 
理科 安部 自然と人間 

算数 安部 比例・反比例 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/25 
理科 安部 大地の変化 

算数 安部 1次関数⑴ 

13講 2/1 
国語 澤田 評論文 浜田寿美男「私はどこまで自由か」 

算数 安部 1次関数⑵ 

14講 2/8 
社会 古堅 歴史⑴ 

算数 安部 関数 y＝ax2⑴ 

15講 2/15 
理科 安部 天気とその変化 

音楽 安部 和音についての基礎知識 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/22 
国語 澤田 小説文 浅田次郎「骨の来歴」 

算数 安部 関数 y＝ax2⑵ 

17講 3/1 
理科 安部 地球と宇宙 

算数 安部 平面図形・空間図形 

18講 3/8 
理科 安部 物質の姿 

算数 安部 平行と合同 

19講 3/15 
国語 澤田 評論文 芦原義信「床の文化」 

算数 安部 図形の性質 
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講義 日曜 テーマ 担当 詳細 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/22 
社会 古堅 歴史⑵ 

算数 安部 円の性質 

21講 3/29 
理科 安部 原子・分子と化学変化⑴ 

算数 安部 相似な図形⑴ 

22講 4/5 
国語 澤田 評論文 鈴木孝夫「西欧文明と日本」 

算数 安部 相似な図形⑵ 

23講 4/12 
理科 安部 原子・分子と化学変化⑵ 

音楽 安部 楽器や楽曲に関する知識事項 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/19 
理科 安部 水溶液とイオン 

算数 安部 三平方の定理 

25講 4/26 
国語 澤田 小説文 芥川龍之介「芋粥」 

算数 安部 資料の散らばりと代表値 

26講 5/10 
社会 古堅 公民⑴ 

算数 安部 場合の数・確率・標本調査 

27講 5/17 
理科 安部 光と音 

算数 安部 公立高校入試問題 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/24 
国語 澤田 総合演習⑴ 

理科 安部 力 

29講 5/31 
理科 安部 電気と磁気 

算数 安部 総合問題演習⑴ 

30講 6/7 
国語 澤田 総合演習⑵ 

理科 安部 運動とエネルギー 

31講 6/14 
算数 安部 総合問題演習⑵ 

音楽 安部 総合問題演習 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/28 
社会 古堅 公民⑵ 

理科 安部 いろいろなエネルギー・科学技術と人間 
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講義 日曜 テーマ 担当 詳細 

33講 7/5 
国語 澤田 総合演習⑶ 

算数 安部 総合問題演習⑶ 

予備 

12/28 

5/3 

7/12 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 小学校Ａの本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日とも，小学校Ｃの本校・金曜

日とも異なる授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑵Ｃ 小学校学習指導要領 カリキュラム 

（本校・金曜日 19:30～21:20） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「小学校学習指導要領テキスト」メセナ予備校 500円 

「小学校学習指導要領問題」メセナ予備校 500円 

科目 

小学校 

（学習指

導要領） 

 

講義 金曜 ターム 詳細 

1講 1/16 第 1 

ターム 

国語・社会 

2講 1/23 算数・理科・生活 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

3講 1/30 

第 1 

ターム 

音楽・図画工作 

4講 2/6 体育 

5講 2/13 家庭・外国語活動・総合的な学習の時間 

6講 2/20 学習指導要領解説⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

7講 2/27 
第 1 

ターム 
学習指導要領解説⑵ 

8講 3/6 
第 2 

ターム 

国語・社会・算数・理科・生活 

9講 3/13 音楽・図画工作・家庭・外国語活動・総合的な学習の時間 

10講 3/20 体育 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

11講 3/27 

第 2 

ターム 

「第 1 目標」 

「第 2 各学年の目標及び内容」〔第 1学年〕〔第 2学年〕 

12講 4/3 
「第 2 各学年の目標及び内容」 

〔第 3学年〕〔第 4学年〕〔第 5学年〕〔第 6学年〕 

13講 4/10 「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」 

14講 4/17 学習指導要領解説⑴ 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

15講 4/24 
第 2 

ターム 
学習指導要領解説⑵ 

16講 5/8 
第 3 

ターム 

本番形式の演習⑴ 

17講 5/15 本番形式の演習⑵ 

18講 5/22 本番形式の演習⑶ 
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講義 金曜 テーマ 詳細 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

19講 5/29 

第 3 

ターム 

本番形式の演習⑷ 

20講 6/5 本番形式の演習⑸ 

21講 6/12 本番形式の演習⑹ 

22講 6/19 本番形式の演習⑺ 

6/21（日） 教養模擬試験 

23講 6/26 第 3 

ターム 

本番形式の演習⑻ 

24講 7/3 本番形式の演習⑼ 

予備 
5/1 

7/10 
警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 小学校Ａの本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日とも，小学校Ｂの本校・日曜

日とも異なる授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑶Ａ 英語 カリキュラム 

（本校・土曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『表現のための実践ロイヤル英文法』旺文社 1,944円 

『京大の英語［第 7版］』教学社 2,484円 

『全問正解する TOEFL ITP TEST 文法問題対策』語研 2,160円 

『英検 1級出る順パス単』旺文社 1,836 円 

「整序英作文問題集」メセナ予備校 376 円 

「採用試験過去問題集」メセナ予備校（英語受講者に無料配布） 

科目 
英語 

（中・高） 

 

講義 土曜 内容 

1講 10/25 

・テキスト powerful code1～3 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

2講 11/1 

・テキスト powerful code4～6 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出動詞⑴の単語テスト 

3講 11/8 

・テキスト powerful code7～9 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出動詞⑵の単語テスト 

4講 11/15 

・テキスト powerful code10～12 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出動詞⑶の単語テスト 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 

・テキスト powerful code1～12の演習問題⑴ 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出動詞⑷の単語テスト 

6講 11/29 

・テキスト powerful code1～12の演習問題⑵ 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出名詞⑴の単語テスト 

7講 12/6 

・テキスト powerful code13～15 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出名詞⑵の単語テスト  
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講義 土曜 内容 

8講 12/13 

・テキスト powerful code16～18  

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出名詞⑶の単語テスト 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 

・文法テキスト powerful code19～21 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出名詞⑷の単語テスト 

10講 1/10 

・テキストの powerful code22～24  

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出形容詞・副詞⑴の単語テスト 

11講 1/17 

・テキストの powerful code25～27 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出形容詞・副詞⑵の単語テスト 

12講 1/24 

・テキストの powerful code13～27の演習問題⑴ 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出形容詞・副詞⑶の単語テスト 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

13講 1/31 

・テキストの powerful code13～27の演習問題⑵ 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・最頻出形容詞・副詞⑷の単語テスト 

14講 2/7 

・テキストの practice test1 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出動詞⑴の単語テスト 

15講 2/14 

・テキストの practice test2 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出動詞⑵の単語テスト 

16講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 

・テキストの practice test3 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出動詞⑶の単語テスト 
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講義 土曜 内容 

18講 3/7 

・テキストの practice test4 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出動詞⑷の単語テスト 

19講 3/14 

・20年度過去問演習・リスニング対策 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出名詞⑴の単語テスト 

20講 3/21 

・21年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出名詞⑵の単語テスト 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 

・22年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出名詞⑶の単語テスト 

22講 4/4 

・23年度過去問演習・リスニング対策 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出名詞⑷の単語テスト 

23講 4/11 

・24年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出形容詞・副詞⑴の単語テスト 

24講 4/18 

・25年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出形容詞・副詞⑵の単語テスト 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

25講 4/25 

・25年度過去問演習・リスニング対策 

・整序英作文問題 

・英検 1級の単語の発音確認 

・頻出形容詞・副詞⑶の単語テスト 

26講 5/9 

・26年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級のイディオムの発音確認 

・頻出形容詞・副詞⑷の単語テスト 

27講 5/16 

・26年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級のイディオムの発音確認 

・頻出イディオム⑴のテスト 
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講義 土曜 内容 

28講 5/23 

・27年度過去問演習・リスニング対策 

・整序英作文問題 

・英検 1級のイディオムの発音確認 

・頻出イディオム⑵のテスト 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 

・27年度過去問演習・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

・英検 1級のイディオムの発音確認 

・頻出イディオム⑶のテスト 

30講 6/6 

・総合演習問題・リスニング対策 

・整序英作文問題 

・頻出イディオム⑷のテスト 

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 
・総合演習問題・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

33講 7/4 
・総合演習問題・リスニング対策 

・『京大の英語』から英文 1題 

予備 

12/27

5/2 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 英語Ｂの本校・火曜日とは異なる授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑶Ｂ 英語二次試験（英作文）対策カリキュラム 

（本校・火曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『表現のための実践ロイヤル英文法』旺文社 1,944円 

『入門 英作文問題精講』旺文社 1,080 円 

『英語ライティングの成功法則』国際語学社 1,944円 
科目 

英語 

（中・高） 

 

講義 火曜 テーマ 詳細 

1講 10/28 英文法（基本 5文型） 
・第 1，2，3文型の英文 

・パラフレーズ練習 

2講 11/4 英文法（基本 5文型） 
・第 4，5文型の英文 

・パラフレーズ練習 

3講 11/11 英文法（句） 

・不定詞を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

・第 1，2講の小テスト 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/18 英文法（句） 
・動名詞・分詞を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

5講 11/25 英文法（節） 

・等位接続詞を用いた英文 

・名詞節を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

・第 3，4講の小テスト 

6講 12/2 英文法（節） 
・形容詞節を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

7講 12/9 英文法（節） 
・副詞節を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/16 英文法（動詞の形） 

・受動態を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

・第 6～8講の小テスト 

9講 1/6 英文法（動詞の形） 

・時制について 

・仮定法を用いた英文 

・パラフレーズ練習 

10講 1/13 英文法の復習  ・第 1～9講の総復習 

11講 1/20 パラグラフについて ・トピックとトピックセンテンスについて 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/27 パラグラフについて ・コンクルージョンの書き方 

13講 2/3 ライティングの流れ ・アウトラインの書き方 
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講義 火曜 テーマ 詳細 

14講 2/10 よいパラグラフを書くために ・一貫性と結束性を考える 

15講 2/17 よいパラグラフを書くために ・一貫性と結束性を保つ方法 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/24 タイプ別パラグラフ 解説・説明タイプの英作文の書き方 

17講 3/3 タイプ別パラグラフ 原因・結果タイプの英作文の書き方 

18講 3/10 タイプ別パラグラフ 比較・対照タイプの英作文の書き方 

19講 3/17 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・20年度過去問題 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/24 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・21年度過去問題 

21講 3/31 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・22年度過去問題 

22講 4/7 二次試験実践対策 

・ミステイクチェック・分析 

・23年度過去問題 

・ライティング小テスト 

23講 4/14 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・24年度過去問題 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/21 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・25年度過去問題 

25講 4/28 二次試験実践対策 

・ミステイクチェック・分析 

・26年度過去問題 

・ライティング小テスト 

26講 5/12 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・27年度過去問題 

27講 5/19 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・予想問題 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/26 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・予想問題 

29講 6/2 二次試験実践対策 

・ミステイクチェック・分析 

・予想問題 

・ライティング小テスト 

30講 6/9 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・予想問題 

31講 6/16 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・予想問題 

6/21（日） 教養模擬試験 
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講義 火曜 テーマ 詳細 

32講 6/23 二次試験実践対策 
・ミステイクチェック・分析 

・予想問題 

33講 6/30 二次試験実践対策 第 32講の英作文の返却のみ 

予備 

12/23 

5/5 

7/7 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 英語の本校・土曜日とは異なる授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑷Ａ 数学 カリキュラム 

（本校・土曜日 16:10～19:00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『新課程チャート式 解法と演習 数学Ⅰ＋Ａ』数研出版 1,858円 

『新課程チャート式 解法と演習 数学Ⅱ＋Ｂ』数研出版 2,085円 

「オリジナルテキスト（数学Ⅲ）［4分冊（解答・解説付き）］」 

メセナ予備校 829円 

『教員採用試験オープンセサミシリーズ ステップアップ問題集⑷ 

中学・高校数学 2016年度版』七賢出版 1,728円 

科目 
数学 

（中・高） 

 

講義 土曜 テーマ 詳細 

1講 10/25 数と式 【Ⅰ＋A】p.8～68 

2講 11/1 ２次関数 【Ⅰ＋A】p.70～140 

3講 11/8 図形と計量 【Ⅰ＋A】p.142～186 

4講 11/15 
データの分析 

整数の性質 

【Ⅰ＋A】p.188～205 

【Ⅰ＋A】p.344～382 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 場合の数と確率 【Ⅰ＋A】p.208～277 

6講 11/29 図形の性質 【Ⅰ＋A】p.282～342 

7講 12/6 
式と証明 

複素数と方程式 
【Ⅱ＋B】p.8～96 

8講 12/13 図形と方程式 【Ⅱ＋B】p.98～156 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 三角関数 【Ⅱ＋B】p.158～196 

休講 1/10 休講 

10講 1/17 指数関数と対数関数 【Ⅱ＋B】p.198～228 

11講 1/24 ベクトル 【Ⅱ＋B】p.306～412 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/31 数列 【Ⅱ＋B】p.414～472 

13講 2/7 微分法（数学Ⅱ） 【Ⅱ＋B】p.230～270 

14講 2/14 積分法（数学Ⅱ） 【Ⅱ＋B】p.272～303 

15講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/28 微分法（数学Ⅲ） 数列の極限，関数の極限，微分法 

17講 3/7 微分法（数学Ⅲ） 微分法の応用 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

18講 3/14 積分法（数学Ⅲ） 積分法 

19講 3/21 積分法（数学Ⅲ） 積分法の応用 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/28 
数と式 

集合・論理 

対称式，整数の性質，集合，演算 

命題の真偽，必要条件・十分条件 

21講 4/4 方程式・不等式 
２次関数のグラフ，２次方程式，２次不等式 

高次方程式・不等式，相加・相乗平均 

22講 4/11 場合の数・確率 順列，組合せ，確率，期待値 

23講 4/18 
平面幾何 

図形と計量 

図形の性質 

正弦定理・余弦定理，図形の面積・体積 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/25 数列 
等差数列，等比数列，階差数列，群数列 

数列の和，漸化式 

25講 5/2 
三角関数・指数関数・

対数関数 

三角関数の相互関係，加法定理，合成公式，

指数・対数の性質，指数・対数方程式，桁数 

26講 5/9 
ベクトル 

複素数 

内積，位置ベクトル 

複素数の計算，複素数と図形 

27講 5/16 図形と方程式 軌跡と領域，２次曲線 

28講 5/23 行列 
行列の計算，ケーリー・ハミルトンの定理 

対角化・固有値 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 微分 
数列・関数の極限，無限級数，導関数の計算 

関数のグラフ，方程式や不等式への応用 

30講 6/6 積分 積分計算，面積・体積，曲線の長さ 

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 総合演習⑴  

33講 7/4 総合演習⑵  

予備 

12/27 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 数学Ｂの本校・火曜日とも，数学Ｃの本校・日曜日とも，数学Ｄの本校・木曜日とも異な

る授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑷Ｂ 数学Ⅲ対策 カリキュラム 

（本校・火曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『数学Ⅲ基礎問題精講』旺文社 1,404円 

「採用試験過去問題集」メセナ予備校（数学受講者に無料配布） 
科目 

数学 

（中・高） 

 

講義 火曜 テーマ 詳細 

1講 10/28 式と曲線 だ円，双曲線，放物線 

2講 11/4 式と曲線 極座標，極方程式 

3講 11/11 複素数平面 
極形式，共役な複素数，積と商，ド・モアブルの

定理，二項方程式 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/18 複素数平面 複素数と図形 

5講 11/25 演習⑴  

6講 12/2 平成 23年度過去問 演習・解説 

7講 12/9 複素数平面 複素数と図形 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/16 複素数平面 複素数と図形 

9講 1/6 複素数平面 複素数と図形 

休講 1/13 休講 

10講 1/20 演習⑵  

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

11講 1/27 平成 24年度過去問 演習・解説 

12講 2/3 いろいろな関数 分数関数，無理関数 

13講 2/10 いろいろな関数 合成関数，逆関数 

14講 2/17 極限 数列の極限，漸化式と極限，はさみうちの原理 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

15講 2/24 極限 無限級数，無限等比級数の図形への応用 

16講 3/3 極限 関数の極限 

17講 3/10 演習⑶  

18講 3/17 平成 25年度過去問 演習・解説 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 
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講義 火曜 テーマ 詳細 

19講 3/24 微分法 微分係数，導関数，微分 

20講 3/31 微分法 微分 

21講 4/7 微分法 微分法の応用 

22講 4/14 微分法 微分法の応用 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

23講 4/21 積分法 積分 

24講 4/28 演習⑷  

25講 5/12 平成 26年度過去問 演習・解説 

26講 5/19 積分法 積分 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

27講 5/26 積分法 積分法の応用 

28講 6/2 積分法 積分法の応用 

29講 6/9 演習⑸  

30講 6/16 平成 27年度過去問 演習・解説 

6/21（日） 教養模擬試験 

31講 6/23 積分法 面積 

32講 6/30 積分法 体積 

33講 7/7 演習⑹  

予備 
12/23 

5/5 
警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 数学Ａの本校・土曜日とも，数学Ｃの本校・日曜日とも，数学Ｄの本校・木曜日とも異な

る授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑷Ｃ 数学総合問題対策 カリキュラム 

（本校・日曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『2015年度版 全国版 教員採用試験・精選実施問題シリーズ⑦ 

 数学科の精選実施問題』協同出版 1,944 円 
科目 

数学 

（中・高） 

 

講義 日曜 テーマ 詳細 

1講 10/26 数と式 p.15～45 

2講 11/2 数と式 p.15～45 

3講 11/9 数と式 p.15～45 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/16 図形 p.53～126 

5講 11/23 図形 p.53～126 

6講 11/30 図形 p.53～126 

7講 12/7 図形 p.53～126 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/14 図形 p.53～126 

9講 12/21 関数・グラフ p.189～249 

休講 1/11 休講 

10講 1/18 関数・グラフ p.189～249 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

11講 1/25 関数・グラフ p.189～249 

12講 2/1 関数・グラフ p.189～249 

13講 2/8 三角関数 p.254～277 

14講 2/15 確率 p.353～379 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

15講 2/22 確率 p.353～379 

16講 3/1 確率 p.353～379 

17講 3/8 数列 p.282～310 

18講 3/15 数列 p.282～310 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

19講 3/22 ベクトル p.129～167 



 123 

講義 日曜 テーマ 詳細 

20講 3/29 ベクトル p.129～167 

21講 4/5 ベクトル p.129～167 

22講 4/12 微分・積分 p.315～349 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

休講 4/19 休講 

23講 4/26 微分・積分 p.315～349 

24講 5/3 微分・積分 p.315～349 

25講 5/10 行列 p.171～184 

26講 5/17 総合問題 p.382～447 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

27講 5/24 総合問題 p.382～447 

28講 5/31 総合問題 p.382～447 

29講 6/7 総合問題 p.382～447 

30講 6/14 演習⑴  

6/21（日） 教養模擬試験 

31講 6/28 演習⑵  

32講 7/5 演習⑶  

33講 7/12 演習⑷  

予備 12/28 警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 数学Ａの本校・土曜日とも，数学Ｂの本校・火曜日とも，数学Ｄの本校・木曜日とも異な

る授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑷Ｄ 数学Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・Ｂ対策 カリキュラム 

（本校・木曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『2014新課程数学の構成 入試問題集数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂ 文理系』 

数研出版 1,296 円 
科目 

数学 

（中・高） 

 

講義 木曜 テーマ 詳細 

1講 10/30 数と式 p.10～13 

2講 11/6 数と式 p.10～13 

3講 11/13 関数と方程式・不等式 p.14～17 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/20 関数と方程式・不等式 p.14～17 

5講 11/27 関数と方程式・不等式 p.14～17 

6講 12/4 式と証明 p.18～19 

7講 12/11 整数の性質 p.20～22 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/18 整数の性質 p.20～22 

9講 1/8 場合の数・確率 p.23～34 

10講 1/15 場合の数・確率 p.23～34 

11講 1/22 場合の数・確率 p.23～34 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/29 図形の性質 p.35～37 

13講 2/5 図形と式 p.38～42 

14講 2/12 図形と式 p.38～42 

15講 2/19 三角比・三角関数 p.43～48 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/26 三角比・三角関数 p.43～48 

17講 3/5 指数関数・対数関数 p.49～51 

18講 3/12 微分法 p.52～56 

19講 3/19 微分法 p.52～56 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/26 積分法 p.57～61 
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講義 木曜 テーマ 詳細 

21講 4/2 積分法 p.57～61 

22講 4/9 積分法 p.57～61 

23講 4/16 ベクトル p.62～68 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/23 ベクトル p.62～68 

25講 5/7 ベクトル p.62～68 

26講 5/14 数列 p.69～75 

27講 5/21 数列 p.69～75 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/28 数列 p.69～75 

29講 6/4 データの分析・補充問題 p.76～77 

30講 6/11 演習⑴  

31講 6/18 演習⑵  

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/25 演習⑶  

33講 7/2 演習⑷  

予備 

12/25 

4/30 

7/9 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 数学Ａの本校・土曜日とも，数学Ｂの本校・火曜日とも，数学Ｃの本校・日曜日とも異な

る授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑸Ａ 国語 カリキュラム 

（本校・土曜日） 

 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『ニューグレード 読解現代文 レベル 4』桐原書店 735円 

『ニューグレード 読解古文 レベル 4』桐原書店 735円 

『ニューグレード 読解漢文 レベル 4』桐原書店 735円 

「国語知識⑴⑵」メセナ予備校 1,000円 

「学習指導要領過去問題・演習問題」メセナ予備校 500円 

「短歌・俳句演習問題」メセナ予備校 500 円 

「国語常識問題」メセナ予備校 500円 

「現代文の読み方・解き方」メセナ予備校 195円 

授業内容：毎回漢字テストを行います。学習指導要領のチェックテストも配布します。 

科目 
国語 

（中・高） 

 

講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

1講 10/25 
漢文 我部 【思想】 呂氏春秋 

古文 上高 【物語】 松浦宮物語 

2講 11/1 
古文 上高 【評論】 源氏物語玉の小櫛 

現代文 上高 【評論】 再文脈化されるグローバル化（吉見俊哉） 

3講 11/8 
漢文 我部 【思想】 韓非子 

現代文 上高 【小説】 夏草の匂い（高橋昌男） 

4講 11/15 
漢文 我部 【漢詩】 詩話総亀 

古文 上高 【日記】 中務内侍日記 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 
古文 上高 【紀行】 九州の道の記 

現代文 上高 【評論】 インテンシブ・シティ（若山滋） 

6講 11/29 
漢文 我部 【文章】 夢渓筆談 

現代文 上高 【評論】 子規と日本語（中沢新一） 

7講 12/6 
漢文 我部 【史伝】 戦国策 

古文 上高 【軍記】 保元物語 

8講 12/13 専門模擬テスト 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 
古文 上高 【随筆】 翁草［お茶の水女子大］ 

現代文 上高 【評論】 日付の問題（富山太佳夫） 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

10講 1/10 
漢文 我部 【文章】 韓昌黎集［國學院大］ 

現代文 上高 【評論】 樹の鏡，草原の鏡（武満徹）［京都産業大］ 

11講 1/17 
漢文 我部 【小説】 夷堅志［南山大］ 

古文 上高 【評論】 袋草子［上智大］ 

12講 1/24 

古文 上高 【説話】 唐物語［名古屋大］ 

現代文 上高 
【評論】 食というコミュニケーション（山極寿一） 

［東北大］ 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

13講 1/31 
漢文 我部 【思想】 公孫竜子［立教大］ 

現代文 上高 【小説】 平凡（二葉亭四迷）［早稲田大］ 

14講 2/7 
古文 上高 【和歌】 赤染衛門集［中央大］ 

現代文 上高 【小説】 わが胸の底のここには（高見順）［京都大］ 

15講 2/14 
漢文 我部 【文章】 荊川先生文集［上智大］ 

古文 上高 【歴史】 増鏡［京都大］ 

16講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 
漢文 我部 【史伝】 新唐書・旧唐書［早稲田大］ 

現代文 上高 【評論】 リベラリズムとは何か（佐伯啓思）［中央大］ 

18講 3/7 
漢文 我部 【逸話】 玉泉子［福井大］ 

古文 上高 【日記】 とはずがたり［早稲田大］ 

19講 3/14 
古文 上高 【物語】 落窪物語［岡山大］ 

現代文 上高 【評論】 後悔と自責の哲学（中島義道）［九州大］ 

20講 3/21 
漢文 上高 【逸話】 説苑［長崎大］ 

現代文 上高 【小説】 百足（島木健作）［立教大］ 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 
漢文 上高 【文章】 山陽文稿［千葉大］ 

古文 上高 【物語】 宇津保物語［立教大］ 

22講 4/4 
古文 上高 【説話】 古今著聞集［東京大］ 

現代文 上高 【小説】 家霊（岡本かの子）［岡山大］ 

23講 4/11 
漢文 上高 【史伝】 後漢書［筑波大］ 

現代文 上高 【評論】 既視体験の意味（前田英樹）［上智大］ 

     



 128 

     

講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

24講 4/18 
漢文 上高 【文章】 唐宋八家文読本［九州大］ 

古文 上高 【随筆】 枕草子［同志社大］ 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

25講 4/25 

古文 上高 【物語】 源氏物語［東北大］ 

現代文 上高 
【評論】 風景の中の環境哲学（桑子敏雄） 

［東京大］ 

26講 5/9 
漢文 上高 【小説】 右台仙館筆記［東京大］ 

現代文 上高 【小説】 生まれ出ずる悩み（有島武郎）［南山大］ 

27講 5/16 
漢文 上高 【文章】 石林燕語［広島大］ 

古文 上高 【評論】 歌学提要［立命館大］ 

28講 5/23 
古文 上高 【説話】 沙石集［神戸大］ 

現代文 上高 【小説】 爆心地の夏（青来有一）［広島大］ 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 
漢文 上高 【文章】 五山堂詩話［名古屋大］ 

現代文 上高 【評論】 死は生の条件（小浜逸郎）［早稲田大］ 

30講 6/6 
漢文 上高 【文章】 蘭軒集［大阪大］ 

古文 上高 【歌文集】 琴後集［青山学院大］ 

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 
古文 上高 【評論】 俳諧問答［九州大］ 

現代文 上高 【評論】 ことばとは何か（田中克彦）［立命館大］ 

33講 7/4 
漢文 上高 【文章】 容斎続筆［東北大］ 

現代文 上高 【評論】 美学の効用（柄谷行人）［大阪大］ 

予備 

12/27 

5/2 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 国語Ｂの本校・火曜日とは異なる授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑸Ｂ 国語古文漢文対策 カリキュラム 

（本校・火曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『よくわかる古文問題集』学研 972円 

『よくわかる漢文問題集』学研 972円 

「採用試験過去問題集」メセナ予備校（国語受講者に無料配布） 

授業内容：上記の教材を用いて，演習・解説を行います。 

科目 
国語 

（中・高） 

 

講義 火曜 テーマ 古文詳細 漢文詳細 

1講 10/28 基礎演習 1 p.11 宇治拾遺物語集 1 p.14 蒙求 

2講 11/4 基礎演習 2 p.26 方丈記 1 p.18 淮南子・礼記 

3講 11/11 基礎演習 3 p.42 徒然草 1 p.26 説苑 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/18 基礎演習 4 p.68 伊勢物語 1 p.30 戦国策 

5講 11/25 基礎演習 5 p.76 古今和歌集 p.58 雑説 

6講 12/2 基礎演習 6 p.84 平家物語 p.68 史記 1 

7講 12/9 基礎演習 7 p.96 奥の細道 1 p.85 論語 1 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/16 基礎演習 8 p.106 土佐日記 p.106 荘子 1 

9講 1/6 基礎演習 9 p.112 更級日記 1 p.120 韓非子 1 

10講 1/13 基礎演習 10 p.122 枕草子 p.47 桃花源記 1 

11講 1/20 基礎演習 11 p.130 源氏物語 1 p.72 十八史略 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/27 基礎演習 12 p.136 大鏡 1 p.86 孟子 1 

13講 2/3 基礎演習 13 p.144 無名抄 p.108 老子 

14講 2/10 基礎演習 14 p.154 玉勝間 1 p.124 韓非子 2 

15講 2/17 基礎演習 15 p.160 雨月物語 p.56 漢詩二題 1 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/24 基礎演習 16 p.20 宇治拾遺物語集 2 p.74 史記 2 

17講 3/3 基礎演習 17 p.28 方丈記 2 p.90 論語 2 

18講 3/10 基礎演習 18 p.52 徒然草 2 p.113 荘子 2 

19講 3/17 基礎演習 19 p.19 伊勢物語 2 p.126 韓非子 3 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/24 基礎演習 20 p.78 新古今和歌集 p.52 漢詩二題 2 
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講義 火曜 テーマ 古文詳細 漢文詳細 

21講 3/31 基礎演習 21 p.100 奥の細道 2 p.76 史記 3 

22講 4/7 基礎演習 22 p.114 更級日記 2 p.94 孟子 2 

23講 4/14 基礎演習 23 p.132 源氏物語 2 p.78 史記 4 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/21 基礎演習 24 p.138 大鏡 2 p.96 孟子 3 

25講 4/28 基礎演習 25 p.156 玉勝間 2 p.60 桃花源記 2 

26講 5/12 過去問演習 1 平成 20年度採用試験 平成 20年度採用試験 

27講 5/19 過去問演習 2 平成 21年度採用試験 平成 21年度採用試験 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/26 過去問演習 3 平成 22年度採用試験 平成 22年度採用試験 

29講 6/2 過去問演習 4 平成 23年度採用試験 平成 23年度採用試験 

30講 6/9 過去問演習 5 平成 24年度採用試験 平成 24年度採用試験 

31講 6/16 過去問演習 6 平成 25年度採用試験 平成 25年度採用試験 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/23 過去問演習 7 平成 26年度採用試験 平成 26年度採用試験 

33講 6/30 過去問演習 8 平成 27年度採用試験 平成 27年度採用試験 

予備 

12/23 

5/5 

7/7 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 国語Ａの本校・土曜日とは異なる授業内容です。 

別途申込・教材費・授業料が必要です。 
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⑹ 中学社会 カリキュラム 

（本校・土曜日） 
網掛けの部分（14・17・18・20・21・22・25・28・32 講）が当初カリキュラムから変更した部分

です。 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「学習指導要領問題」メセナ予備校 276 円 

「採用試験過去問題集」メセナ予備校（中学社会受講者に無料配布） 

【地理】『地理Ｂの必修整理ノート 新課程』文英堂 1,026円 

【歴史】『中学社会 スーパー歴史年表』文英堂 1,080 円 

【公民】『2014資料 政治経済』清水書院 918円 

「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 1,000 円 

「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 500円 

授業内容： 

【地理】地理の基本問題からセンター試験レベルの地理全般をカバーし，通年で対策

できる教材を指定しました。最終の総合演習は「予想問題」です。 

【歴史】世界史分野の出題にも対応した内容です。配布資料も活用しながら「歴史的

見方」と高校定期テストレベルの学習をしていきます。 

【公民】毎回 10 分程度のチェックテストを行います。また，時事問題と学習指導要領

のチェック問題を配布します。授業は「政治経済必修テキスト」を中心に進めます。 

科目 
社会 

（中学） 

 

講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

1講 10/25 
地理 古堅 自然環境⑴ 

公民 伊禮 民主政治／日本国憲法／基本的人権の尊重⑴ 

2講 11/1 
公民 伊禮 基本的人権の尊重⑵ 

歴史 我部 2．古代文明のおこり 

3講 11/8 
地理 古堅 自然環境⑵ 

歴史 我部 4．律令国家への歩み 

4講 11/15 
地理 古堅 自然環境⑶ 

公民 伊禮 国会⑴ 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 
公民 伊禮 国会⑵／内閣 

歴史 我部 7．武士のおこりと鎌倉幕府の始まり 

6講 11/29 
地理 古堅 世界の農業⑴ 

歴史 我部 9．室町幕府の政治 

7講 12/6 
地理 古堅 世界の農業⑵ 

公民 伊禮 裁判所⑴ 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

8講 12/13 
公民 伊禮 裁判所⑵／平和主義 

歴史 我部 10．中世ヨーロッパと十字軍 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 
地理 古堅 世界の農業⑶ 

歴史 我部 11．ルネサンスと宗教改革 

10講 1/10 
地理 古堅 世界の水産資源 

公民 伊禮 政治参加（選挙・政党） 

11講 1/17 
公民 伊禮 地方自治 

歴史 我部 16．近代革命 

12講 1/24 
地理 古堅 世界のエネルギー資源 

歴史 我部 19．明治維新 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

13講 1/31 
地理 古堅 世界の鉱産・森林資源 

公民 伊禮 消費生活／市場経済 

14講 2/7 
地理 古堅 演習 

歴史 我部 21．日清・日露戦争 

15講 2/14 
地理 古堅 世界の工業⑴ 

歴史 我部 24．大正デモクラシーと社会運動 

16講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 
地理 古堅 世界の工業⑵ 

公民 伊禮 企業／金融 

18講 3/7 
公民 伊禮 財政 

歴史 我部 28．戦後日本の民主化 

19講 3/14 
地理 古堅 日本の農工業 

歴史 我部 41．農業の歴史 

20講 3/21 
地理 古堅 村落と都市・生活と文化 

公民 伊禮 労働 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 
公民 伊禮 社会保障 

公民 伊禮 国際経済 〔歴史〕演習⑴は配布のみとなります 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

22講 4/4 
歴史 澤田 42．土地・税の制度の歴史 

地理 古堅 地形図 

23講 4/11 
地理 古堅 アジアとアフリカ 

公民 伊禮 環境問題，資源・エネルギー問題，人口問題 

24講 4/18 
公民 伊禮 国際政治 

歴史 澤田 50．歴史上で活躍した女性 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

25講 4/25 
歴史 澤田 53．戦乱の歴史（信長・秀吉・家康の時代） 

地理 古堅 ヨーロッパとロシア 

26講 5/9 
地理 古堅 南北アメリカとオセアニア 

公民 伊禮 〔公民〕平成 16～21年度過去問題解説 

27講 5/16 
公民 伊禮 〔公民〕平成 22～27年度過去問題解説 

歴史 澤田 55．戦乱の歴史（第一次世界大戦後の世界と日本） 

28講 5/23 
歴史 澤田 56．戦乱の歴史（満州事変～太平洋戦争） 

地理 古堅 現代世界の結びつき 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 
地理 古堅 現代世界の諸課題 

公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑴ 

30講 6/6 
公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑵ 

歴史 澤田 57．戦乱の歴史（大戦後の世界の戦争・紛争） 

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 
歴史 澤田 〔歴史〕演習⑵ 

地理 古堅 〔地理〕総合演習⑴ 

33講 7/4 
地理 古堅 〔地理〕総合演習⑵ 

公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑶ 

予備 

12/27 

5/2 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 
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⑺ 公民 カリキュラム 

（本校・土曜日 16：10～19：00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「学習指導要領問題＆過去問解説」メセナ予備校 182円 

【政治経済・現代社会】 

「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 1,000 円 

「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 500円 

『2014資料 政治経済』清水書院 918円 

「政治経済・現代社会センター分野別問題集」9冊 メセナ予備校 1,800 円 

【倫理】「倫理必修テキスト［上・下］」メセナ予備校 1,400円 

「倫理問題集［上・下・テーマ別］」メセナ予備校 1,200円 

「倫理演習問題集」メセナ予備校 400円 

「倫理空欄補充問題集」メセナ予備校 400 円 

「倫理テスト 10回分」メセナ予備校 500円 

授業内容： 

【政治経済・現代社会】政経必修テキストの解説が中心です。 

『2014資料 政治経済』も参照しますので毎時間持参してください。 

【倫理】4月までは倫理必修テキスト［上・下］の解説が中心です。 

毎回の授業で記述式のチェックテストを行います。 

科目 
公民 

（高校） 

 

講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

1講 10/25 
倫理 上高 ギリシア哲学⑴ 

政治経済 伊禮 民主政治の原理／日本国憲法の基本原則 

2講 11/1 
倫理 上高 ギリシア哲学⑵ 

政治経済 伊禮 基本的人権の保障⑴ 

3講 11/8 
倫理 上高 ユダヤ教・キリスト教・イスラーム 

政治経済 伊禮 基本的人権の保障⑵ 

4講 11/15 
倫理 上高 仏教 

政治経済 伊禮 基本的人権の保障⑶／平和主義 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 
倫理 上高 中国の思想 

政治経済 伊禮 国会⑴ 

6講 11/29 
政治経済 伊禮 国会⑵ 

政治経済 伊禮 内閣／行政の民主化 

7講 12/6 
倫理 上高 ルネサンス／モラリスト／宗教改革 

政治経済 伊禮 裁判所⑴ 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

8講 12/13 
専門模擬テスト⑴ 

政治経済 伊禮 裁判所⑵18:10～19:30 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 
倫理 上高 近代の自然科学／経験論／合理論 

政治経済 伊禮 選挙 

10講 1/10 
倫理 上高 近代民主主義の思想 

政治経済 伊禮 政党・世論 

11講 1/17 
倫理 上高 ドイツ観念論／功利主義 

政治経済 伊禮 地方自治⑴ 

12講 1/24 
政治経済 伊禮 地方自治⑵ 

政治経済 伊禮 主要国の政治体制／国家 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

13講 1/31 
倫理 上高 社会主義 

政治経済 伊禮 経済主体と経済循環／企業 

14講 2/7 
倫理 上高 実存主義／プラグマティズム 

政治経済 伊禮 市場機構⑴ 

15講 2/14 
倫理 上高 

現代のヒューマニズム 

現代文明への批判と新しい知性 

政治経済 伊禮 市場機構⑵／金融⑴ 

16講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 
倫理 上高 古代日本人の思想と風土／日本仏教の展開⑴ 

政治経済 伊禮 金融⑵ 

18講 3/7 
倫理 上高 日本仏教の展開⑵ 

政治経済 伊禮 財政⑴ 

19講 3/14 
政治経済 伊禮 財政⑵／景気変動とインフレ 

政治経済 伊禮 国民所得 

20講 3/21 
倫理 上高 日本近世の思想⑴ 

政治経済 伊禮 経済体制／日本経済の歩み 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 
倫理 上高 日本近世の思想⑵／日本の近代思想⑴ 

政治経済 伊禮 農業・中小企業／消費者問題 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

22講 4/4 
倫理 上高 日本の近代思想⑵ 

政治経済 伊禮 労働⑴ 

23講 4/11 
倫理 上高 青年期の特質と課題／現代社会の諸問題 

政治経済 伊禮 労働⑵／社会保障⑴ 

24講 4/18 
専門模擬テスト⑵ 

政治経済 伊禮 社会保障⑵18:10～19:30 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

25講 4/25 
政治経済 伊禮 貿易と国際収支／IMF体制／GATT・WTO 

政治経済 伊禮 地域的経済統合／南北問題 

26講 5/9 
倫理 上高 〔倫理〕総合演習⑴ 

政治経済 伊禮 環境問題・人口問題・資源エネルギー問題 

27講 5/16 
倫理 上高 〔倫理〕総合演習⑵ 

政治経済 伊禮 国際社会／国連 

28講 5/23 
専門模擬テスト⑶ 

政治経済 伊禮 国際政治動向 18:10～19:30 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 
倫理 上高 〔倫理〕総合演習⑶ 

政治経済 伊禮 地域紛争／核軍縮 

30講 6/6 
倫理 上高 〔倫理〕総合演習⑷ 

政治経済 伊禮 〔政治経済〕総合演習⑴ 

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 
倫理 上高 〔倫理〕総合演習⑸ 

政治経済 伊禮 〔政治経済〕総合演習⑵ 

33講 7/4 
倫理 上高 〔倫理〕総合演習⑹ 

政治経済 伊禮 〔政治経済〕総合演習⑶ 

予備 

12/27 

5/2 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 
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⑻ 地歴 カリキュラム 

（本校・土曜日 16:10～19:00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「高校地歴 学習指導要領 問題（平成 27年度）」メセナ予備校 183円 

【地理】『新地理要点ノート（2014年度版）［新課程版］』啓隆社 823円 

【世界史】『書きこみ教科書 詳説世界史 世界史Ｂ』山川出版社 972円 

【日本史】『書きこみ教科書 詳説日本史 日本史Ｂ』山川出版社 972円 

授業内容： 

【地理】系統地理・地誌的分野で，出題が予想される部分を中心に学習していきま

す。基本的な知識習得後は，実践的な総合演習を多くこなします。 

【世界史】【日本史】上記の教材を用いて，歴史上重要なテーマを絞って学習します。

資料を配布しますので，それを用いてさらに深く問題を思考していきます。 

科目 
地歴 

（高校） 

 

講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

1講 10/25 
日本史 我部 p.13 東アジア諸国との交渉 

世界史 我部 p.9 古代オリエントの統一 

2講 11/1 
地理 仲間 地形 

日本史 我部 p.28 遣唐使 

3講 11/8 
地理 仲間 気候 

世界史 我部 p.16 ペルシア戦争とアテネ民主政 

4講 11/15 
日本史 我部 p.33 藤原氏の進出と政界の動揺 

世界史 我部 p.44 春秋・戦国時代 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 
地理 仲間 日本の自然環境 

日本史 我部 p.44 平安時代初期の政治改革 

6講 11/29 
地理 仲間 農林水産業 

世界史 我部 p.47 漢代の政治 

7講 12/6 
日本史 我部 p.53 国際関係の変化 

世界史 我部 p.53 スキタイと匈奴 

8講 12/13 
地理 仲間 鉱工業 

日本史 我部 p.59 受領と負名 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 
地理 仲間 交通・貿易 

世界史 我部 p.67 イスラーム帝国の形成 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

10講 1/10 
日本史 我部 p.63 源氏の進出 

世界史 我部 p.69 東方イスラーム世界 

11講 1/17 
地理 仲間 人口・村落・都市 

日本史 我部 p.74 鎌倉幕府 

12講 1/24 
地理 仲間 民族・宗教・国家 

世界史 我部 p.85 カール大帝 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

13講 1/31 
日本史 我部 p.98 東アジアとの交易 

世界史 我部 p.88 封建社会の成立 

14講 2/7 
地理 仲間 アジア・アフリカ 

日本史 我部 p.119 織田信長の統一事業 

15講 2/14 
地理 仲間 ヨーロッパ・ロシア 

世界史 我部 p.97 封建社会の衰退 

16講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 
日本史 我部 p.123 秀吉の対外政策と朝鮮侵略 

世界史 我部 p.111 宋の統治 

18講 3/7 
日本史 我部 p.147 正徳の政治 

世界史 我部 p.143 宗教改革の始まり 

19講 3/14 
地理 仲間 アングロアメリカ 

日本史 我部 p.193 廃藩置県 
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2015年 3月 14日に在籍している方には，無料で地理の授業を実施します。 

新規申し込みはできません。 

 

講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

20講 3/21 
日本史  日本史演習⑴ 事務窓口で配布のみ行います 

世界史  世界史演習⑴ 事務窓口で配布のみ行います 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 
地理 仲間 ラテンアメリカ・オセアニア 

地理 仲間 実践演習問題⑴ 

24講 4/18 
地理 仲間 実践演習問題⑵ 

地理 仲間 実践演習問題⑶ 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

27講 5/16 
地理 仲間 実践演習問題⑷ 

地理 仲間 実践演習問題⑸ 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

30講 6/6 
地理 仲間 予想問題⑴ 

地理 仲間 予想問題⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

予備 
6/20 

6/27 
警報や病欠などの補講のための予備日です 

専門模試の 2回目はありません。 
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⑼Ａ 保健体育カリキュラム 

（本校・土曜日 10:10～12:00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『中学校学習指導要領解説―保健体育編―』東山書房 397円 

『高等学校学習指導要領解説―保健体育編・体育編―』東山書房 491円 

授業の進め方：学習指導要領解説，資料などの重要箇所の穴埋め問題をします。各

分野の過去 3年分程度の過去問分析を行い，残り 20分程度はチェックテストを行

い，翌週に正答率の低い問題のポイント解説を行います。 

授業内容：各回のテーマの出題が予想される重要箇所のオリジナル穴埋め問題集

を仕上げることが中心です。また 20 分程度のチェックテストを毎回実施します。学

習指導要領解説を覚えていくための演習形式です。85％以上の得点を目指して

がんばりましょう。2/14 からは対策プリント（マークシート形式）を実施し，翌週に個

票を返却し，正答率の低い問題のポイント解説を文書にして配布します。4 回の専

門模擬テストを実施します。答案をマークシートリーダーで処理し，教養試験＋専

門試験をドッキングした得点・順位・設問ごとの正答率などの個票を返却します。 

科目 

保健 

体育 

（中・高・

特支） 

 

講義 土曜 テーマ 詳細 

1講 10/25 
中学校 

学習指導要領 
目標／内容／指導計画の作成と内容の取扱いなど 

2講 11/1 
高等学校 

学習指導要領 
目標／内容／指導計画の作成と内容の取扱いなど 

3講 11/8 体つくり運動 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い 

4講 11/15 器械運動 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 陸上競技 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い 

6講 11/29 水泳 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い／水泳プールの管理 

7講 12/6 球技 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い／球技のルール 

8講 12/13 専門模擬テスト⑴ 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 武道 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い／空手道 

休講 1/10 休講 

10講 1/17 ダンス 
運動・技能／態度／知識，思考・判断／内容の取

扱い／琉球舞踊 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

11講 1/24 体育理論 内容／内容の取扱い 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/31 
国や沖縄県の体

育・スポーツ 

学校教育における指導の努力点・沖縄県教育委員

会発行文書・文部科学省発行文書など 

13講 2/7 保健分野 その 1 性格／目標／内容／内容の取扱い 

14講 2/14 保健分野 その 2 保健分野に関する知識問題・時事問題など 

15講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/28 対策プリント No.1  

17講 3/7 対策プリント No.2  

18講 3/14 対策プリント No.3  

19講 3/21 専門模擬テスト⑵ 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/28 対策プリント No.4  

21講 4/4 対策プリント No.5  

22講 4/11 対策プリント No.6  

23講 4/18 専門模擬テスト⑶ 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/25 対策プリント No.7  

25講 5/2 対策プリント No.8  

26講 5/9 対策プリント No.9  

27講 5/16 対策プリント No.10  

28講 5/23 専門模擬テスト⑷ 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 対策プリント No.11  

30講 6/6 対策プリント No.12  

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 対策プリント No.13  

33講 7/4 対策プリント No.14  

予備 

12/27 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 
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⑼Ｂ 保健体育カリキュラム 

（本校・水曜日 19:30～21:20） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

授業内容：競技の知識，ルールについての用語，過去問の解説を行います。保健分

野の知識問題，時事問題についての用語，過去問の解説を行います。4/1 から

は，記述型＋択一型の演習で知識の定着を図ります。自己採点してもらい，正答

率の低い問題については，解説を行います。 
科目 

保健 

体育 

（中・高・

特支） 

 

講義 水曜 テーマ 詳細 

1講 10/29 器械運動⑴ おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

2講 11/5 器械運動⑵ おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

3講 11/12 陸上競技⑴ おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/19 陸上競技⑵ おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

5講 11/26 水泳 おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

6講 12/3 
球技 

（バスケットボール） 
おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

7講 12/10 
球技 

（ハンドボール） 
おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/17 球技（サッカー） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

9講 1/7 
球技 

（バレーボール） 
おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

10講 1/14 
球技 

（テニス・ソフトテニス） 
おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

11講 1/21 球技（卓球） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/28 球技（バドミントン） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

13講 2/4 
球技 

（ソフトボール） 
おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

14講 2/11 武道（柔道） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

15講 2/18 武道（剣道） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/25 ダンス おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

17講 3/4 
保健分野 

（中学校）⑴ 
知識問題，時事問題など 
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講義 水曜 テーマ 詳細 

18講 3/11 
保健分野 

（中学校）⑵ 
知識問題，時事問題など 

19講 3/18 
保健分野 

（高等学校）⑴ 
知識問題，時事問題など 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/25 
保健分野 

（高等学校）⑵ 
知識問題，時事問題など 

21講 4/1 演習⑴  

22講 4/8 演習⑵  

23講 4/15 演習⑶  

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/22 演習⑷  

25講 4/29 演習⑸  

26講 5/13 演習⑹  

27講 5/20 演習⑺  

28講 5/27 演習⑻  

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 6/3 演習⑼  

30講 6/10 演習⑽  

31講 6/17 演習⑾  

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/24 演習⑿  

33講 7/1 演習⒀  

予備 

12/24

5/6 

7/8 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 
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⑽ 養護教諭 カリキュラム 

（本校・土曜日 9:10～12:00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：①『教員採用試験オープンセサミシリーズ ステップアップ問題集⑾ 

養護教諭 2016年度版』七賢出版 1,728 円 

②『2015年度版 全国版 教員採用試験・精選実施問題シリーズ⑬ 

養護教諭の精選実施問題』協同出版 1,944 円 

授業内容：前半（10/25 から：1～15 講）は，指定教材①を用いて，受験に必要な知識

の確認に重点を置きながら，「解説中心」の講義形式で進めます。また，テーマ 1～

10 に関係した法令などのワークシートも配布します。後半（2/28 から：16～33 講）

は，指定教材②（県内・県外の過去問）を用いて，テーマ別・分野別の問題演習を行

い，「演習＋解説」の講義形式で進めます。 

科目 
養護 

教諭 

 

講義 土曜 テーマ 詳細 

1講 10/25 1学校保健 
□構造 □新しい学校保健の考え方 □学校保

健計画 □学校保健委員会 □学校保健の評価 

2講 11/1 2学校安全 
□構造 □学校における安全管理 □学校安全

の評価 □学校における安全教育 □心のケア 

3講 11/8 3 養護教諭の職務と

保健室 

□養護教諭設置の経緯・動向 □養護教諭の役

割・職務領域 □心の健康問題と養護教諭 □養

護教諭の具体的対応事例 □保健室 
4講 11/15 （4 準備）学習指導要

領解説 

□小学校（体育編） □中学校（保健体育編） 

□高等学校（保健体育編・体育編） 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/22 
4保健教育 

□心身の健康の保持増進に関する指導 □保健

指導・保健学習 □保健指導 □性/エイズ教育 

□喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育 □食育 6講 11/29 

5健康診断 

□法的根拠 □教育課程上の位置づけ □性

格・意義 □留意点 □結果の活用 □事前打ち

合わせ □事前指導 □実施内容 □検査の項

目・実施学年 □結核検診 □歯の健康診断  

□事後措置 □臨時の健康診断 □保健調査 

7講 12/6 

8講 12/13 6健康相談/観察 □健康相談 □保健観察 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

9講 12/20 （7・8準備）学校看護 学校環境と身体的支援を中心に 

10講 1/10 
7疾病とその予防 

□感染症の概要 □注意すべき感染症 

□学校生活で特に注意をすべき子どもの病気 11講 1/17 

12講 1/24 8救急処置 
□処置 □頭部外傷・打撲 □頭痛 □腹部打撲 

□腹痛 □目の外傷 □熱中症 □対応事例 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

13講 1/31 （8救急処置） （12講の続き） 

14講 2/7 9学校環境衛生 
□学校環境衛生の法的根拠 □学校環境衛生の

目的 □学校環境衛生検査基準 

15講 2/14 10関係法令 

□教育関係 □疾病関係 □福祉・子ども関係 

□喫煙・飲酒・薬物乱用防止関係 □独立行政

法人日本スポーツ振興センター法 

16講 2/21 専門模擬試験⑴ 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

17講 2/28 問題演習⑴ 
○学校保健の構造・学校保健計画 

○事例・対応 

18講 3/7 問題演習⑵ ○からだのしくみと働き 

19講 3/14 問題演習⑶ ○学校環境衛生 

20講 3/21 問題演習⑷ ○健康診断 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

21講 3/28 問題演習⑸ ○健康観察・健康相談 

22講 4/4 問題演習⑹ ○応急手当（救急処置） 

23講 4/11 問題演習⑺ ○感染症・疾病 

24講 4/18 問題演習⑻ ○保健室・養護教諭の職務 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

25講 4/25 問題演習⑼ ○健康教育・保健教育 

26講 5/9 問題演習⑽ ○学習指導要領 

27講 5/16 問題演習⑾ ○法規・法令 

28講 5/23 問題演習⑿ ○答申・時事問題 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

29講 5/30 問題演習⒀ 出題型式が類似する県外の過去問（その 1） 

30講 6/6 問題演習⒁ 出題型式が類似する県外の過去問（その 2） 

31講 6/13 専門模擬試験⑵ 

6/21（日） 教養模擬試験 

32講 6/27 問題演習⒂ 出題型式が類似する県外の過去問（その 3） 

33講 7/4 問題演習⒃ 出題型式が類似する県外の過去問（その 4） 

予備 

12/27

5/2 

6/20 

7/11 

警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 
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⑾ 論文 カリキュラム 

（本校・土曜日・午前）（本校・土曜日・夕方） 

（本校・日曜日）（本校・火曜日） 

（本校・金曜日）（沖縄校・日曜日） 
 

教科 論文 

概要 

指定教材：『2015年度版 教員採用試験 差がつく論文の書き方』 

実務教育出版 1,512円 

授業内容：授業の前半は，前回のテーマの講評と今回のテーマの解説を行います。 

授業の後半は，個別に返却・指導します。 

養護教諭は別課題となることがあります。 

 

土曜日 10:10～12:00 と 16:30～18:20・火曜日 10:10～12:00（本校・澤田） 

日曜日 10:10～12:00 と金曜日 19:30～21:20（本校・津覇） 

日曜日 10:10～12:00（沖縄校・上高，澤田 7回） 

 

講義 
本校 

土曜 

本校
沖縄校 

日曜 

本校

火曜 

本校

金曜 
テーマ 詳細 

沖縄校 

担当 

1講 10/25 10/26 10/28 10/31 論文の基礎⑴ 論文表記 上高 

2講 11/1 11/2 11/4 11/7 論文の基礎⑵ 論文表現 我部 

3講 11/8 11/9 11/11 11/14 
新しい教育基本法が掲

げる教育の目標 
p.100～105 上高 

4講 11/15 
11/16 

11/23 
11/18 11/21 教師の指導力 p.198～203 上高 

11/15（土）16（日）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑴ 

5講 11/29 11/30 12/2 12/5 

平成 25 年度採用試験・

三次試験 

「学級・ホームルーム経

営」 

過去問演習 

⑴ 
上高 

6講 12/6 12/7 12/9 12/12 進路指導 p.66～69 上高 

7講 12/13 12/14 12/16 12/19 人権教育 p.46～49 上高 

12/13（土）14（日）16（火）17（水）18（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/20 12/21 1/6 1/9 安全教育 p.50～53 澤田 

9講 1/10 1/11 1/13 1/16 

平成 20 年度採用試験

12月 

「不登校」 

過去問演習 

⑵ 
上高 

10講 1/17 1/18 1/20 1/23 読書活動の必要性 p.74～77 上高 
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講義 
本校 

土曜 

本校
沖縄校 

日曜 

本校

火曜 

本校

金曜 
テーマ 詳細 

沖縄校 

担当 

11講 1/24 1/25 1/27 1/30 食習慣の形成 p.78～81 上高 

1/24（土）25（日）27（火）28（水）29（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/31 2/1 2/3 2/6 
からかい，相手を傷つけ

る…… 
p.186～191 澤田 

13講 2/7 2/8 2/10 2/13 
平成 23 年度採用試験

「道徳教育」 

過去問演習 

⑶ 
上高 

14講 2/14 2/15 2/17 2/20 
平成 20年度採用試験 8

月「いじめと心の教育」 

過去問演習 

⑷ 
上高 

15講 2/21 2/22 2/24 2/27 
平成 24 年度採用試験

「授業改善」 

過去問演習 

⑸ 
上高 

2/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/28 3/1 3/3 3/6 体験活動の充実 p.106～111 澤田 

17講 3/7 3/8 3/10 3/13 

平成 19 年度採用試験

「児童生徒の深夜はい

かい」 

過去問演習 

⑹ 
上高 

18講 3/14 3/15 3/17 3/20 

平成 27 年度採用試験・

養護教諭 

「特別支援教育」 

過去問演習 

⑺ 
上高 

19講 3/21 3/22 3/24 3/27 保護者・地域社会対応 
p.112～117 

出題例の 1 
上高 

3/21（土）22（日）24（火）25（水）26（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/28 3/29 3/31 4/3 信頼に応えられる教師 p.216～221 澤田 

21講 4/4 4/5 4/7 4/10 
国際化・情報化に対応

した…… 
p.42～45 上高 

22講 4/11 4/12 4/14 4/17 
「ネット上のいじめ」と情

報モラル教育 
p.210～215 上高 

23講 4/18 4/19 4/21 4/24 

平成 25 年度採用試験

「目的意識の高揚と学

習意欲の向上」 

過去問演習 

⑻ 
上高 

4/18（土）19（日）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/25 4/26 4/28 5/8 

平成 21 年度採用試験・

養護教諭 

「集団飲酒」 

過去問演習 

⑼ 
澤田 

25講 5/9 5/10 5/19 5/15 

平成 24 年度採用試験・

三次試験 

「キャリア教育」 

過去問演習 

⑽ 
上高 

26講 5/16 5/17 5/26 5/22 
平成 26 年度採用試験

「授業改善」 

過去問演習

⑾ 
上高 
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講義 
本校 

土曜 

本校
沖縄校 

日曜 

本校

火曜 

本校

金曜 
テーマ 詳細 

沖縄校 

担当 

27講 5/23 5/24 6/2 5/29 

平成 26 年度採用試験・

三次試験「意欲的な学

校生活」 

過去問演習 

⑿ 
上高 

5/23（土）24（日）26（火）27（水）28（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/30 5/31 6/9 6/5 
平成 27 年度採用試験・

二次試験 

過去問演習 

⒀ 
澤田 

29講 6/6 6/7 6/16 6/12 
平成 27 年度採用試験・

三次試験 

過去問演習 

⒁ 
上高 

30講 6/13 6/14 6/23 6/19 予想問題⑴  上高 

6/21（日） 教養模擬試験 

31講 6/27 6/28 6/30 6/26 予想問題⑵  澤田 

返却

のみ 
7/4 7/5 7/7 7/3 返却のみ  上高 

32講 7/25 7/26 7/21 7/24 予想問題⑶  上高 

33講 8/1 8/2 7/28 7/31 予想問題⑷  上高 

返却

のみ 
8/8 8/9 8/4 8/7 返却のみ  上高 

予備 

12/27 

5/2 

6/20 

12/28 

5/3 

7/12 

12/23 

5/5 

12/26 

5/1 

7/10 

警報や病欠などの補講のための予備日

です 
 

5/12（火）が台風のため休講となりました。 

それ以降の日程が下線部のとおり順延になっています。 

 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 論文の校舎・曜日・時間帯はすべて指定制です。 

申し込んだ校舎・曜日・時間帯以外での受講はできません。 

→論文は振り替え出席制度を設けません。当該授業に出席しなくても，当該授業の課題を提出

し，個別添削指導を受けることができるからです。当該授業の課題は上記のカリキュラムで明示し

ています。 
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次の授業での返却のための提出期限 

本校 

土曜 

本校 

日曜 

本校 

火曜 

本校 

金曜 

沖縄校 

日曜 

前の木曜日 
前の金曜日 

21時 
前の土曜日 

前の火曜日 

21 時 
前の木曜日 

 

・ 提出用の専用のケースに，提出してください。本校は，事務室入口を入った右側に，沖縄

校は，1Ｆ事務室のカウンターの上にあります。 

・ 受講している校舎とは別の校舎での提出もできます。ただし，職員による本校・沖縄校間の

答案の移動が必要なため，答案の返却が遅くなる場合があります。 

 

☆ 課題はすべて 1,200字以内で解答してください（1講・2 講除く）。 

 

☆ 受講開始以前の課題については添削指導できません。ご了承ください。 

 

☆ 29講までの課題の提出期限は，一次試験の前の 6月末から 7月はじめです（下表参照）。

29講までの課題は，一次試験終了後に添削指導を行いません。ご了承ください。 

29講までの課題の提出期限の予定（変更の可能性あり） 

本校 

土曜 

本校 

日曜 

本校 

火曜 

本校 

金曜 

沖縄校 

日曜 

7/2 
7/3 

21時 
7/4 

6/30 

21 時 
7/2 
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沖縄校の移転のご案内 

 

メセナ予備校 沖縄校は，７月２２日（火）より移転しました。 

新しい校舎でよりよい学習環境を提供いたしますので，よろしくお願いします。 

 

■ 新校舎の地図 

                                   

                                                                    

                                                                   

                                                                       

 

 

 

                               

                                                 

                                                   

 

 

 

 

■ 建物の外観（4階建て） 

メセナ予備校 沖縄校【新校舎】 

〒904-0022 沖縄市園田 3丁目 6-14 

TEL 098-932-5566 

FAX 098-932-6677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンエー 
中の町 

旧 
校舎 

琉球 

銀行 
音市場 

普天間方面→ 胡屋十字路 ←コザ十字路方面 

沖縄南 IC 

国道 330号線 

空港

通り

↓ 

グ

ラ

ウ

ン

ド

通

り 

カラ

オケ 

 

330 
パーキング 

園田ビル 

新校舎 
メセナ予備校 

園田 

駐車場 

沖縄市総合運動公園 

コザ 

信金

 

安  

寿司 

●バス停「諸見」 

日経 

ビジネス 

●バス停「諸見」 
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メセナ予備校・沖縄校【新校舎】周辺の駐車場 
 

■ 新校舎周辺の駐車場 

 

                                   

                                                             

                                                           

                                                                 

                                               

 

 

 

                                

                                      6 吉元 

 

                                      

 

 

■ 最寄りのバス停名  「諸見」 （徒歩 2分） 

■ 新校舎周辺の有料駐車場（契約は各駐車場へお尋ねください） 

番号は，上の地図に書かれている番号と一致しています。 

1 330パーキング 098-932-1100 （30分/100円/月極契約可） 

2 沖信駐車場 090-3190-7271 （12H内/500円/月極契約可） 

3 園田駐車場 098-933-9085 （1H/250円 6H/1000円/月極契約可） 

4 グランド駐車場 （1H/200円/月極不可） 

5 1丁目パーキング 中央住宅 098-933-3888 （月極契約） 

6 吉元駐車場 090-6856-2247 （月極契約） 

 

 

普天間方面→ ←胡屋十字路 

沖縄南 IC 

国道 330号線 

グ

ラ

ウ

ン

ド

通

り 

コザ 

信金

 

1330 
パーキング 

2 沖信駐車場 

園田ビル 

メセナ予備校 
沖縄校 

3 園田 

駐車場 

4 グランド

駐車場 

音 
市場 

安  

寿司 

カラ

オケ 

5 1丁目 

パーキング 

●バス停「諸見」 

日経 

ビジネス 
●バス停「諸見」 

沖縄市総合運動公園 


