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平成 31年度 教員採用試験プレ講座 

 

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.6

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 4点について，しっかりとご確認ください。 

 

⑴ 退学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，授業料が発生します。 

 

⑵ 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。 

 

⑶ 駐車場はありません。自動車通学の場合は，各自有料駐車場等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。 

※バイク・自転車については，駐輪場があります。事務窓口で車両番号を登録してください。 

 

⑷ 10月 27日（土）開講予定の「本講座」の申込は別途必要です。「本講座」は 9月 18日（火）

から申込を受け付けます。 

「本講座」の入校パンフレットは作成次第ホームページに公開します。 

 

このパンフレットでは，9/15（土）～10/13（土）開講の講座を「プレ講座」，10/27（土）開講の

講座を「本講座」とよびます。 
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入校申込 

 

☆ プレ講座は，本校のみで実施されます。 

☆ 入校申込は，本校・沖縄校の事務窓口で受け付けます。 

☆ 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。 

 

☆ 8/27（月）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もできます。 

 

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。 

 

 

☆ 開館時間 

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） 

→年末年始と暴風警報発令時は，閉館します。 

→沖縄校・土曜日の開館時間は 10：00～20：00です。 

→沖縄校は日曜日は閉館です。日曜日以外の祝日は開館します。 

 

☆ 授業料を支払っている期間は，上の開館時間中であれば自習室を使用できます。 
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期間 

 

平成 30年 9月 15日（土）～平成 30年 10月 13日（土） 〔毎週土曜日・全 5回〕 

 

☆ 全 5回のカリキュラムです。10/20（土）は予備日です。 

 

開講科目 

 

1. 教養（教職教養のみ）…本校（土曜日）開講 

 

2. 小学校（算数・国語・社会・理科のみ）…本校（土曜日）開講 

 

時間割（本校） 

 

土曜日 

9：10 

～ 

12：00 

教養 

13：10 

～ 

16：00 

小学校 
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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は適用しません。 

・ プレ講座を受講した方が，本講座を申し込む際には，入学金の支払いは不要です。 

 

⑵ 教材費（実費） 

 

教養 小学校 

土曜 土曜 

なし なし 

 

⑶ 授業料 （9/15までに入学の場合） 

 

授業料は前払いが原則です。やむをえない事情で支払いが遅れる場合は，事務職員に

申し出てください。 

1科目 
教養のみ or専門小学校のみ 

12,500 

2科目 
教養＋専門小学校 

22,500 

 

・ 各教科 1回 2,500円の料金です。2科目目は 2,000円です。 

☆ p.6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。 

 

☆ 退学届が事前に提出されていない場合（単なる欠席）は，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 授業料に関する注意事項 

 

☆ 退学する場合は，必ず事前に退学届を提出してください。事後の場合は欠席扱いとな

り，授業料が発生します。 

☆ 授業料は前払いが原則です。やむをえない事情で支払いが遅れる場合は，事務職員

に申し出てください。 

☆ 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・二次試験対策・三次試

験対策除く）の約 10％※をプレ講座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）。 

※ ただし，割引額は最大 12,500円までとさせていただきます。 

☆ 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」の両方に該当する場合，割引額が大きくなる方の割引

のみを適用します。 

 

・ 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，欠席による割引・返金はありません。 

・ 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。 

・ 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。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）。 

・ 暴風警報・講師病欠などによる休講の場合には，10/20（土）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。 
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退学届・科目変更届 

電話やメールでの届出は原則として受け付けていません。 

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 

プレ講座の受講をやめる場合に提出してください。 

 

・ 事前の提出に限ります。 

・ 10/27開講の本講座の受講はいつでも開始できます。 

・ 退学届提出以降の授業料は返金します。 

・ 授業料の返金は，10日前後かかります。ご了承ください。 

 

Ｂ 科目変更届 

「教養のみ受講」又は「小学校のみ受講」の方が，途中から「両方とも受講」に変更する

場合，あるいはその逆に科目を 1つを減らす場合，科目変更届けを提出してください。 

 

・ 事前の提出に限ります。 

・ 受講科目を増やす場合には，教材費・授業料の前払いが必要です。 

・ 受講科目を減らす場合，受講しなくなる科目の授業料は返金します。 

・ 授業料の返金は，10日前後かかります。ご了承ください。 

 

体験受講 

 

第 1講あるいは第 2講に，1日だけ体験受講ができます。 

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。 

・ 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。 
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授業内容 

 

各科目全 5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。10/27 開講の本講座よりも易しい授業内容

です。10/27開講の本講座の受講がスムーズに始められる基礎学力の形成を目指します。 

 

教養 

本校・土曜日・午前（9：10～12：00） 

以上 1 クラスです。 

 

専門（小学校） 

本校・土曜日・午後（13：10～16：00） 

小学校（算数・国語・社会・理科） 

以上 1 クラスです。 
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⑴ 教養 授業内容 

 

・ 沖縄県の採用試験の出題傾向・特徴に合わせた授業内容です。 

 

《教職教養》 

計 5回の授業です。 

『教育用語の基礎知識』（時事通信社）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。 

教職教養で出題が多い「学習指導要領」，「教育法規」，「特別支援教育」「沖縄の教育」，

「教育原理・教育史」，「教育心理」「生徒指導文書」について重要事項・基本事項を確認しま

す。 

初回に過去問題分析と学習法についてのアドバイスを行います。 

 

・ 「教育法規」1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

に絞って授業を行います。2018年度の授業で使用した『教育法規集』を配布します。 

・ 「学習指導要領」1回 

毎年出題される小学校学習指導要領・中学校学習指導要領・高等学校学習指導要領の各「総則」に

絞って授業を行います。2018年度の授業で使用した『学習指導要領テキスト⑴〔本文〕』を配布します。 

・ 「特別支援教育」「沖縄の教育」1回 

「特別支援教育」で出題される法規のうち，特に重要な学校教育法・学校教育法施行令・学校教育法

施行規則・障害者基本法・発達障害者支援法に絞って授業を行います。学習指導要領との関連も確

認します。 

「沖縄の教育」は，最近改訂された文書を中心に重要事項・重要語句を確認します。 

・ 「教育原理」「教育史」1回 

過去問題を確認して傾向をつかみ，「教育原理」は「教授・学習理論」を中心に，「教育史」は重要人

物・事項・用語に絞って基本事項を確認します。 

・ 「教育心理」「生徒指導文書」1回 

過去問題を確認して傾向をつかみ，「教育心理」は重要人物・事項・用語に絞って基本事項を確認しま

す。「生徒指導文書」は『生徒指導提要』と『生徒指導リーフ』に絞って授業を行います。 

 

※ 《一般教養》の授業はありません。 
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⑵ 小学校 授業内容 

 

教材 ： 各回プリント教材を配布します。 

 

・ 沖縄県の採用試験の出題にあわせた演習と指導を行います。 

・ 毎回の授業で「国語，社会，算数，理科」から 2科目（80分×2）ずつ学びます。 

・ 算数を 5回，理科 2回，国語 2回，社会 1回の授業です。 

・ 「国語」は，最新の採用試験の過去問を中心にしながら，出題傾向を踏まえ，マーク式問題

をどのように攻略するかを講義します。傾向の分析を通して無駄のない最小限度の努力で

最大の効果が得られるように指導します。小説は表現，心情，場面展開を，評論は漢字・

語句，論の展開，内容吟味について検討を加えていきます。また，28年度実施試験から古

典分野からの出題が新傾向として定着してきたので，「古典常識」「基本文法」「基礎知識」

を確認する問題を取り上げていく予定です。 

・ 「社会」は，最新の採用試験の問題を分析しながら，その傾向を踏まえた演習問題を解い

ていきます。 

・ 「算数」は，中学校で学習する範囲から主に出題されています。ほとんどは公立高校入試

のレベルです。数の概念，比の問題，相似，面積，平成 30 年度実施過去問題の解説をし

ます。 

・ 「理科」は主に中学校の範囲から出題されており，それは平成 30 年度実施採用試験も同

様です。ところが今回，高校レベルの内容が 2題（いずれも化学分野から）出題され，さらに，

８問中 6 問が「正しいものをすべて選べ」という複択式になると同時に選択肢も増えるなど，

明らかに難化しています。しかし高校レベルの 2 題を除けば，やはり基礎（中学校の範囲）

からの出題であり，そこをしっかりと固めずして高得点はあり得ません。そこで今回も，過去

問を通して基礎を徹底的に振り返ります。 
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カリキュラム 

⑴ 教養 カリキュラム 

（本校・土曜日・9:10～12:00） 
 

教科 教養 
概要 

使用教材：各授業でオリジナルテキストを配布します。 

授業内容：教職教養で出題が多い「教育法規」，「学習指導要領」，「特別支援教

育」，「沖縄の教育」，「教育原理・教育史」教育心理・「生徒指導文書」について

重要事項・基本事項を確認します。 

分野 教職教養 

 

講義 
本校 

土曜午前 
テーマ 担当 詳細 

１講 9/15 教職教養 伊禮 
過去問題分析と学習法 

教育法規 

２講 9/22 教職教養 古堅 教育原理・教育史 

３講 9/29 教職教養 伊禮 学習指導要領 

４講 10/6 教職教養 伊禮 特別支援教育・沖縄の教育 

５講 10/13 教職教養 古堅 教育心理・生徒指導文書 

予備 10/20 台風などで休講になった場合の補講のための予備日です 

 

カリキュラムは変更されることもあります。 

プレ講座のカリキュラム等の変更があった場合，変更内容については，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。 

プレ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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⑵ 小学校 カリキュラム 

（本校・土曜日・13:10～16:00） 
 

教科 専門教科 
概要 

使用教材： 

【国語】平成 30年度実施採用試験問題 

【社会】平成 30年度実施採用試験問題 

【理科】平成 30・29年度実施採用試験問題 

【算数】平成 30年度実施採用試験問題，単元別過去問題のプリントと解答 

授業内容： 過去問題をもとに学習します。 

 

科目 

小学校 

（国語・社会 

算数・理科） 

 

講義 
本校 

土曜午後 
テーマ 担当 詳細 

1講 9/15 
社会 古堅 平成 30年度実施過去問題 

算数 新里 数の概念，比の過去問題 

2講 9/22 
理科 國吉 平成 30年度実施過去問題 

算数 新里 面積の過去問題 

3講 9/29 
国語 津覇 

平成 30 年度実施過去問分析（小説

文） 

算数 新里 相似の過去問題 

4講 10/6 
理科 國吉 平成 29年度実施過去問題 

算数 新里 平成 30年度実施過去問題 

5講 10/13 
国語 津覇 

平成 30 年度実施過去問分析（評論

文） 

算数 新里 平成 30年度実施過去問題 

予備 10/20 台風などで休講になった場合の補講のための予備日です 

 

 

カリキュラムは変更されることもあります。 

プレ講座のカリキュラム等の変更があった場合，変更内容については，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。 

プレ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/ 

 


