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授業内容 

 

各科目全 32回※の授業です。  ※小学校 B・Cを除く 

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・夜 

沖縄校 木曜日・夜 

以上 3 クラスです。 

→教養の詳細は，p.44～47 とカリキュラム p.69～70 をご覧ください。 

☆ 教養の受講クラスは固定制です。 

ただし，当該曜日・クラスで受講できない場合は，「振り替え出席制度」が利用できま

す。→教養の振り替え出席制度については，p.24～26 をご覧ください。 

 

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.48～51 とカリキュラム p.71～76 をご覧ください。 

☆ 小学校Ａの受講クラスは固定制です。 

ただし，当該曜日・クラスで受講できない場合は，「振り替え出席制度」が利用できま

す。→小学校Ａの振り替え出席制度については，p.24～26 をご覧ください。 

 

保健体育Ａ    本校・土曜日・午前 

以上 1 クラスです。 

→保健体育の詳細は，p.62～63 とカリキュラム p.93～96 をご覧ください。 

 

中学社会・養護教諭   本校・土曜日・午後 

以上 1 クラスです。 

→中学社会の詳細は，p.57～59 とカリキュラム p.87～89 をご覧ください。 

養護教諭の詳細は，p.64～65 とカリキュラム p.97～98 をご覧ください。 
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数学Ａ・公民     本校・土曜日・午後 

以上 1 クラスです。 

→数学の詳細は，p.54～56 とカリキュラム p.81～86 をご覧ください。 

公民の詳細は，p.60～61 とカリキュラム p.90～92 をご覧ください。 

 

英語        本校・水曜日・夜 

→英語の詳細は，p.52～53 とカリキュラム p.77～80 をご覧ください。 

 

上記の専門科目については，専門模擬試験をそれぞれの専門科目の授業内で，2/16

（土）・6/8（土）の 2回実施します。 

→専門模擬試験の詳細は p.31～32 をご覧ください。 

※ 小学校は 3/4（月）から本校・月曜日・金曜日・夜に学習指導要領のみの授業（小学校Ｂ）

を開講します。また，3/17（日）から本校・日曜日・午後に算数・理科のみ授業（小学校C）を

開講します。 

→小学校 B・Cの詳細は，p.50～51 とカリキュラム p.75～76 をご覧ください。 

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

します。 

→数学 B・Cの詳細は，p.55～56 とカリキュラム p.83～86 をご覧ください。 

 保健体育は，本校・水曜日・夜に異なる授業（保健体育 B）を開講します。 

→保健体育 B の詳細は，p.63 とカリキュラム p.95～96 をご覧ください。 

 

論文 

本校  土曜日・午後，日曜日・午前 

沖縄校 金曜日・夜 

以上 3 クラスです。 

※3月から，土曜・午前クラスを追加開講する予定です。 

→論文の詳細は，p.66～67 とカリキュラム p.99～101 をご覧ください。 

 

☆ 論文の受講クラスは固定制です。 

ただし，当該曜日・クラスで受講できない場合は，「振り替え出席制度」が利用できま

す。→論文の振り替え出席制度については，p.24～26 をご覧ください。 
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⑴ 教養  

（本校・日曜日＝本校・火曜日＝沖縄校・木曜日） 

☆ 教養の受講クラスは固定制です。 

ただし，当該曜日・クラスで受講できない場合は，「振り替え出席制度」が利用できま

す。→教養の振り替え出席制度については，p. 24～26 をご覧ください。 

・ 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。科目変更届の詳細は p.22～23 をご覧ください。 

 

・ 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 18,000 円が必要です。 

・ 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。 

 

・ 教育法規⑵～⑶・学習指導要領⑵・社会科学⑵と教職教養演習の授業では，それぞれ指

定された教材を持参してください。 

→指定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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・ 教養受講者及び教養教材のみ購入の方に，「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養

30年度実施」（問題と解説のセット）を配布します。配布時期は 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.15 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」をご覧ください。 

 

① 一般教養 

 

計 10回の授業です。 

・ 「社会科学（政治経済・時事）」2回の授業です。 

・ 「自然科学（物理，化学，生物，地学，数学・情報）」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。 

→時間数に制約があるため、既出問題を確認することで知識を整理していきます。 

・ 「琉球・沖縄の文化」「琉球・沖縄の歴史・時事」各 1回の授業です。 

・ 「人文科学（国語，文学史，英語，日本史，世界史，地理，倫理）」1回の授業です。 

→「国語」「日本史・世界史」「倫理」を中心に授業を行います。 
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② 教職教養 

 

計 22回の授業です。 

教職教養での出題は，「教育法規」「学習指導要領」「特別支援教育」「沖縄の教育・教育

時事」「教育史・教育心理・教育原理」「生徒指導文書」がそれぞれ 10点分ずつ出題されてい

ます。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）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」3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。あわせて近年制定された法令など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」「教育法規⑶」「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」1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 

→新学習指導要領を取り扱います。小学校・中学校学習指導要領（平成 29年3月告示）及び，平成

30年 3月に公示された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。「特別の教科

道徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」についても学習します。小学校・中学校については「学習

指導要領解説―総則編」も取り上げます。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」2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。特別支援教育関係の法規につ

いては，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

法を中心に授業を行います。学習指導要領については，小学校・中学校・高等学校の学習指導要

領の特別支援教育に関わる項目及び特別支援学校学習指導要領を中心に授業を行います。その

他文書については「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドラ

イン」など過去 5～6 年に出された文書中心にを扱います。 

・ 「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「沖縄県教育大綱」「沖縄県教育振興基本計画」

「学校教育における指導の努力点」「学力向上推進プロジェクト」「「問い」が生まれる授業サポートガ

イド」を中心に授業を行います。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。 

※これらの文書は，入校受付時に全員に配布する予定です。 

・ 「教職教養総合演習」6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「教育時事」「生徒指導文書」で 1 回。 

教職教養総合演習Ｄは「沖縄県の教育」で 1 回。 

教職教養総合演習Ｅは「教育原理」「教育史」「教育心理」で 1 回。 

教職教養総合演習Ｆは「特別支援教育」で 1 回。 
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⑵ 小学校 

 

・ 4/5（金）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 22 年度～30 年度

実施」を無料で配付します。 

 

・ 小学校Ａでは，国語・算数・理科・社会・音楽・図画工作・家庭の知識の習得及び演習を行

います。それぞれの過去問題の解説も行います。専門模擬試験 2回を行います。 

・ 小学校Ｂ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。 

・ 小学校 Cでは，算数・理科の演習を行います。 

 

⑵ 小学校 A（本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日） 

 

☆ 小学校Ａの受講クラスは固定制です。 

ただし，当該曜日・クラスで受講できない場合は，「振り替え出席制度」が利用できま

す。→小学校Ａの振り替え出席制度については，p.24～26 をご覧ください。 

→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.22～23 をご

覧ください。 

 

指定教材 ： 

（国語）「沖縄県の小学校国語 2019」メセナ予備校 1,500円 

（社会）実力完成テキスト「NEW BUILDER（ビルダー）社会」育伸社 1,436円 

（算数）『平成 31年高校入試対策 入試精選 かんぺき最新問題集』学書 530円 

『沖縄県小学校過去問題集（算数）・解説集』（2冊を無料で配布） 

（理科）※『高校入試 実力メキメキ合格ノート 中学理科』文英堂 シグマベストシリーズ 

［物質・エネルギー］編・［生命・地球］編 各 1,188円 合計 2,376円 

（音楽）「沖縄県の小学校音楽」メセナ予備校 358円 

（図画工作）「沖縄県の小学校図画工作」メセナ予備校 300円 

（家庭）「沖縄県の小学校家庭」メセナ予備校 300円 
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※の教材は，前年度と同じものですので，前年度までに購入した方や，すでに持ってい

る方は購入しなくてもよいです。必要な方は購入してください。 

 

・ 沖縄県の採用試験の出題を考慮した知識事項の習得及び演習を行います。 

・ 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 22回，国語 13回，理科 12回，社会 8回，音楽 3回，図画工作 1回，家庭 1回の授

業です。 

・ 「国語」は，昨年に引き続き今年度も，現代作家が出題されました。従来は「評価の定まった

有名作家」からの出題が定番でしたので，過去問の演習だけではなく「最新の問題」にも目を

配る必要が出てきました。その点は受験生の負担になるかと思いますが，講義では最小限の

努力で最大の効果が上がるようカリキュラムを組んで対策します。 

現代文は，漢字の知識（熟語・組み立て・部首等），接続語句，品詞の理解、文学史といっ

た基礎知識を問う問題と空欄補充，内容読解を問う問題が出題されます。文法問題が苦手な

受験生が多いようですが，授業では確実に得点できるように過去問を分析して対策します。類

似問題の繰り返しで本番では「見覚えがある」という感覚で正解が導けるよう指導します。 

平成 28年度実施採用試験では古文と漢文の融合問題が出題され，大きな話題となりまし

た。平成 29年度実施採用試験では，古典分野から「和歌」の出題でした。 そして平成 30年

度実施採用試験では、『枕草子』が出題されました。これがかなりの難問でした。中宮定子と

清少納言の「機知に富んだユーモア」が理解できたかが鍵でした。 

古典分野からの出題は、ほぼ俳句・和歌をからめた作品に絞られたてきた印象があります

が、大きく捉えると所謂「歌物」が傾向として見て取れます。授業では、漢詩を含めた有名作

品を中心に対策する予定です。 

・ 「社会」は，平成 30・平成 29年度実施採用試験で新学習指導要領から社会科の「第 1 目

標」と第 4学年の「1 目標」が出題されました。その他の問題は，平成 30年度実施は公民的

分野から１問，地理的・歴史的分野からそれぞれ 2問，平成 29年度実施では地理的分野か

ら 1問，歴史的・公民的分野からそれぞれ 2問の計 6問の出題でした。問題数は平成 28年

度実施と同じでした（学習指導要領からの出題なし）。内容的には憲法改正の手続き・日本

の発電所の分布・メルカトルや正距方位図法の特徴・明治時代の大日本帝国憲法の発布，

日清戦争後の講和会議の名称など高校入試レベルの基本的な問題でした。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。今後も，ヤマをはらずに，まんべんなく

勉強する姿勢が必要になります。不得意分野をつくらず，時事的問題にも注意しながら基本

的事項の定着を中心に授業を行います。 
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・ 「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

年度までは大問形式が 4つありました。平成 28年度から全部単問題形式になり，解きやすく

得点しやすくなりました。平成 29 年度実施から文章が長くなり読解力が問われています。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学習します。 

・ 「理科」は，主に中学校の範囲から出題されています。また，物理・化学・生物・地学の全分

野から出題されます。中学校理科の範囲をしっかりと基礎固めできれば，合格圏へ達するこ

とは十分可能であることから，高校受験のための参考書を利用して授業を進めていきます。 

なお、平成 30 年度実施の小学校の問題では、理科のみが複択となり、難易度があがったと

考える方も多いかと思います。しかし、よくよく問題を見ると、8問中6問は高校受験参考書に

答あるいはヒントが掲載されています。出題傾向の変化に動揺することなく、基礎学力をしっ

かりとつけていくことが大切です。 

・ 「音楽」は，オリジナルテキストを用いて，過去に多く出題された問題を中心に演習します。

とくに音符や音階，調，拍子，和音，楽器，楽曲について学習します。 

・ 「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Ｂの受講を勧めます。小学校Ｂの受講ができ

ない方にも希望者には，小学校Ｂの指定教材及び授業で使用する資料・問題を販売します

（4,000円）。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/16（土）・6/8（土）の 2回実施します（2/17（日）・19（火）・20（水）・

21（木），6/9（日）・11（火）・12（水）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 

それぞれ 2月教養月例テスト・教養模擬試験とのドッキングの成績表を出します。 

 

 

⑵ 小学校Ｂ 学習指導要領対策講座（本校・月曜日・金曜日） 

 

指定教材 ： 「小学校学習指導要領テキスト」（3冊）メセナ予備校 1,000円 

「小学校学習指導要領問題」（4冊）メセナ予備校 1,000円 

※授業で使用する資料・問題 2,000円（受講生は授業料に含まれる） 

※各自，「小学校学習指導要領解説」の各教科編を購入しておくことを強く勧めます。とく

に国語・算数・体育は過去にも解説から多く出題されています。 

 

・ 学習指導要領対策の授業を 3/4（月）・8（金）より開講します。 

・ 専門 180点のうち，平成 30年度実施採用試験では 62点分（34％）が，学習指導要領その

他の文書からの出題です。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
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べき分野です。 

・ 全教科扱います。 

・ 学習指導要領解説も扱います。平成 30 年実施採用試験では国語と体育で解説から出題

されました。各教科の「解説」を購入しておくことをすすめます。 

 

・ 3 タームに分けて学習します。 

《3～4月》―第 1 ターム― 

・ 学習指導要領解説も参照しながら，学習指導要領本文の全文について，重要語句を確認

していきます。 

・ 各教科の系統表・比較表により共通する語句や異なる語句を確認します。 

・ 4択問題で知識の確認をします。 

《4～5月》―第 2 ターム― 

・ 教科ごとに 4択の演習を行います。 

《5～6月》―第 3 ターム― 

・ 本番同様の 4択の演習を計 7回行います。 

・ 60問程度の問題を出題します。 

・ 前回の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。 

 

⑵ 小学校 C 算数・理科の演習（本校・日曜日） 

 

指定教材 ： （理科）『中学総合的問題集 理科 改訂版』 旺文社 1,620円 

※ 算数は『オリジナル予想問題』を毎回配布します。 

※ 理科の教材は昨年までと異なり，小学校 A と共通ではありません。 

 

・日曜日に小学校 C を 3/17（日）より開講します。 

・算数…沖縄県の採用試験で出題される程度の問題を演習（30分から 50分）した後に解説し

ます。 

理科…物理・化学（各 2回）・生物・地学（各 1回）の分野ごとに問題を演習・解説します。 
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⑶ 英語 
 

・ 4/5（金）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 25 年度～30 年度実施」

を無料で配付します。 

 

指定教材 ： ★『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 

長文練習問題（毎回の授業で担当講師が選択した問題を 1部づつ配布）504円 

「採用試験過去問題集 英語 25～30年度実施」メセナ予備校 

（英語受講者に無料配布） 

★の教材は前年度の英語Ａ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。 

 

・ 水曜日に英語（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・28年度・平成 28年度実施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「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，文法的に「なぜそうなるのか」という考え方を実例

文に即して理解することが必要となります。 

・ 毎回の講義にて 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。平成 30 年度採用試験の筆記試験では英語
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問題 43 問中，長文関連の問題は 26 問です。すなわち約 60%が長文問題です。従がっ

て，毎回の授業で 500語程度の長文問題を解く練習をします。 

・ リスニング対策は 3月から開始します。 

リスニング試験対策のためTOEFL，英検準 1級，英検 1級の過去のリスニング試験問題

を使ってリスニング力強化を図ります。 

日頃から積極的に英語を聞く環境を作りましょう。リスニングが苦手な方は，映画（DVD

映画等）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ネイティヴの英語発音を聴くことに慣れていきます。また毎日，

時間のあるとき，運転するときなど，英語のラジオ放送（米軍の FEN 局など）を聴くように

しましょう。リスニング力強化のためには日々英語を聴く環境をできるだけ多く持つことで

す。 

・ 本番と同形式の模試を 2/20（水）・6/12（水）の 2 回実施します（2/17（日）・19（火）・21（木），6/9

（日）・11（火）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 
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⑷ 数学 

 

・ 4/5（金）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年度～30年度実施」

とその解説を無料で配付します。 

 

⑷ 数学Ａ （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） 『改訂版チャート式 解法と演習 数学Ⅰ＋Ａ』数研出版 1,901円 

（12～2月）  『改訂版チャート式 解法と演習 数学Ⅱ＋Ｂ』数研出版 2,138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 733円 

（3～6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 2020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。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/16（土）・6/8（土）の 2回実施します（2/17（日）・19（火）・20（水）・

21（木），6/9（日）・11（火）・12（水）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 

 

⑷ 数学Ｂ 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 15～28年度＋28～30年度実施」 

メセナ予備校（数学受講者に無料配布） 

☆の教材は前年度と同一教材のため，前年度の数学（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。 

 

・ 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。p.10～12 をご覧ください）。 

・ 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 2７・28 年度，平成 28～30 年度実施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 29 年度実施採用試験の数学（中学校・高等学校）の一次合格者８名のうち７名が，専

門週 2日以上の受講者でした（うち３名は週 3 日受講者）。 
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⑷ 数学Ｃ 数学総合問題対策講座（本校・木曜日） 

 

指定教材 ： 『2019年度版 全国まるごと 過去問題集 #数学科』協同出版 1,944円 

 

・ 木曜日に全国の 2018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。p.10～12をご覧ください）。 

・ 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 29 年度実施採用試験の数学（中学校・高等学校）の一次合格者８名のうち３名が，専

門週 3日受講者でした。 
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⑸ 中学社会 

 

・ 4/5（金）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 年度～30

年度実施」を無料で配付します。 

 

指定教材 ： 大学受験「ココが出る！地理 B ノート」旺文社 1,080円 

※「日本史 Bの必修整理ノート」文英堂 1,026円 

※「世界史 Bの必修整理ノート」文英堂 1,026円 

※「詳説日本史 B」山川出版社 830円 

※「詳説世界史 B」山川出版社 830円 

「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800円 

☆『政治・経済資料集 2018』清水書院 1,026円 

★「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400円 

「学習指導要領問題」メセナ予備校 182円 

※の教材は，前年度と同じものですので，前年度までに購入した方や，すでに持ってい

る方は購入しなくてもよいです。必要な方は購入してください。 

☆は，「2017 年版」を持っている方は購入しなくてもよいです。ただし，グラフや図表の多

くは 1年古いデータが掲載されているので，新しいデータについては 2階廊下の本棚

にある閲覧用の「2018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。 

・歴史の一問一答問題，歴史・公民の 4択問題は適宜配布します。 

 

〈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 30年度

実施 
90問 15問 30問 30問 15問 地理 1 問 

平成 29年度

実施 
90問 20問 28問 28問 14問 地理 2 問・歴史 2 問・公民 1 問 

平成 28年度

実施 
90問 20問 25問 26問 19問 歴史 2 問・公民 1 問 

平成 28年度 90問 22問 21問 28問 19問 歴史・公民 4 問 
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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 

・ 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 20回，歴

史 24回，公民 16回の配分とします。 

・ 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 30年度実施採用試験は 90問中 15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 30 年度実施採用試験では平成 29 年度実施と同様に多

様な問題が出題されました。ロシアの地誌，ベトナムの経済政策，アフリカの鉱産資源，南

アジアの国々，日本の食料輸入，夏季オリンピックの開催国，アジアの主要河川，沖縄県

の重要伝統的建造物群保存地区，香川県の雨温図，日本の工業地帯の生産額割合，東

北地方の銘柄米，北海道の農業の特色，日本の林業の現状，日本の人口問題，日本の 7

つの地方の面積・人口密度・工業生産額，地形図の読み取りなど，クイズ的な問題や高校

入試のレベルの問題から高校「地理 B」の内容まで実に様々な分野から出題されていま

す。ヤマをはらず地理分野の多様な問題に対応できなければなりません。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。さら

に，高校「地理Ｂ」の内容（センター試験レベル）の地理用語や沖縄県の地理に関する基本

事項まで学習しておく必要があります。日頃から新聞等を読んで地理的な情報に関心をも

つ態度も大切です。あらゆる機会をつくって地理の知識を確認することでする。授業では，

高校「地理 B」の内容を効率よく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。地理の基礎的な問題からセンターレベルや時事的な問題にも興味関

心を持ち，柔軟に対応できるほどの勉強量が必要とされます。ファイト！ 

・ 「歴史的分野」は，平成 30 年度実施試験でも，過去 6 年間と同様に世界史の分野が多く

出題されました。日本史・世界史ともにセンター試験の基礎レベルの内容となっています。

授業では，山川の「日本史Ｂ」「世界史Ｂ」の教科書と各単元のまとめを使って，各単元の

「流れ」をつかみながら，キーワードを確認していきます。空欄補充問題と正誤文選択問題
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が「出題されているので，一問一答のチェックテストと正誤文選択問題により，知識の定着

を図ります。なお，山川以外の教科書の記述からも出題されていますので，閲覧用に数冊

を設置しておきます。「琉球・沖縄の歴史と文化」についてはテキスト及びチェックテストを

配布します。 

・ 「公民的分野」については，5年連続で高校の「政治経済」「現代社会」レベルの問題が多く

出題されました。平成 30年度は 15問中 4問のみでしたが，平成 29年度実施採用試験で

は，14問中 7問，平成 28年度実施採用試験では 20問中 16問が歴史的分野と同様に正

誤文選択の形式で出題されました，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

ックテストと正誤文選択問題を配ります。公民的分野の問題のうちほとんどが「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。高校の教科書レベルを超えた問題が出されることもあるので，日頃から新

聞を読むこと，「資料集」や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。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/16（土）・6/8（土）の 2回実施します（2/17（日）・19（火）・20（水）・

21（木），6/9（日）・11（火）・12（水）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 

 

地理分野の推薦教材 ： 『データブック オブ・ザ・ワールド 2019年版』二宮書店 702円 

2019 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 7版』山川出版社 929円 

『山川 詳説世界史図録 第 2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 2018／19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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⑹ 公民 

 

・ 4/5（金）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年度～30年度実施」

を無料で配付します。 

 

指定教材 ： 「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800円 

☆『政治・経済資料集 2018』清水書院 1,026円 

★「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400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 1,500円 

「学習指導要領問題」メセナ予備校 174円 

◇「倫理必修テキスト［上・下］」メセナ予備校 800円 

◇「倫理問題集［上・下・テーマ別］」メセナ予備校 600円 

◇「倫理演習問題集」メセナ予備校 300円 

◇「倫理空欄補充問題集」メセナ予備校 300円 

◇「倫理テスト 10回分」メセナ予備校 300円 

☆は，「2017 年版」を持っている方は購入しなくてもよいです。ただし，グラフや図表の多

くは 1年古いデータが掲載されているので，新しいデータについては 2階廊下の本棚

にある閲覧用の「2018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。 

なお，倫理のセンター分野別問題は，各単元の授業でそれぞれ配布します。 

 

・ 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 23回の授業） 

・ 平成 30・29・28年度実施採用試験では，問題数が 60問に減り，難問も減りました。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。合格最低ラインである 9割の得点が目標です。 
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・ 「高等学校学習指導要領」は新学習指導要領から出題されることが予想されます。自学で

きるよう演習問題を用意します。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/16（土）・6/8（土）の 2回実施します（2/17（日）・19（火）・20（水）・

21（木），6/9（日）・11（火）・12（水）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 

・ 本番と同形式の模擬テストを 4/20（土）・5/25（土）の 2回実施します。それぞれ 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。 

 

〈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。 

・ 毎回の授業で正誤問題のチェックテストを行います。 

・ 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，思想家とキーワードをしっかり結び付けられるようにします。 

・ 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。 

・ 毎回記述式及び正誤問題のチェックテストを行います。 

・ 山川出版社の『倫理用語集』は各自購入しておいてください。 

 

政治経済の推薦教材 ： 『用語集 現代社会＋政治・経済’18-’19年版』清水書院 961円 

『日本国勢図会 2018／19年版』矢野恒太記念会 2,900円 

倫理の推薦教材 ：  『倫理用語集』山川出版社 864円 

『倫理資料集 ソフィエ―智を学び夢を育む』清水書院 918円ほか 

各自で購入してください。 
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⑺ 保健体育 

・ 4/5（金）までに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。 

・ 専門数学の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 保健体育 22 年度～30 年度

実施」とその解説を無料で配付します。 

 

⑺ 保健体育Ａ （本校・土曜日） 

 

指定教材 ： ☆『（新）中学校学習指導要領解説―保健体育編―』東山書房 449円 

★『（新）高等学校学習指導要領解説―保健体育編・体育編―』 

（    ）（   ）円 

★は，刊行され次第，入荷して窓口でも購入できるようにする予定です。 

☆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。 

 

・ 2/9（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）。 

・ 2/23（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（翌週の

月曜日まで受験可能），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，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。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/16（土）・6/8（土）の 2回実施します（2/17（日）・19（火）・20（水）・
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21（木），6/9（日）・11（火）・12（水）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 

・ 本番と同じ形式の実力診断模試を 12/15（土）・16（日）に実施します。また本番と同形式の

保健体育模擬テストを3/16（土）・4/13（土）・5/18（土）の3回実施します（翌日の日曜日まで

受験可能）。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。 

 

⑺ 保健体育Ｂ （本校・水曜日） 

 

指定教材 ： ☆『中学体育実技 2018―沖縄県版―』学研 787円 

☆『アクティブスポーツ 2018―総合版―』大修館書店 886円 

☆『ステップアップ高校スポーツ 2018』大修館書店 994円 

☆『新中学保健体育』学研 414円 

☆『現代高等保健体育 改訂版』大修館書店 625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。 

 

・ 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。 

・ 4/3（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，翌週に解説を行います。 
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⑻ 養護教諭 

 

・ 4/5（金）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29年度実施～

30年度実施」を無料で配付します。 

 

指定教材 ： ☆『2020年度版 教員採用どこでも！養護教諭試験』 一ツ橋書店 1,404円 

Web上に公開されている資料のURLリスト（印刷物） メセナ予備校 111円 

★Web上に公開されている資料のURLリストとダウンロード済みファイルなど（電

子データ） メセナ予備校 885円 

 

必須教具 ： ◆ノートPC（Windows・macOS）またはタブレット端末（Windows・Android・iOS） 

☆の教材‥過去の版「2016～2019年度版」は不可です。なお，「2020年度版」の発行予

定は2019年2月上旬ですが，先行して講義で配布する資料（電子データ）の中には，

本版の購入を条件とするものが含まれていますので，必ず購入手続きをしてください。 

★の教材‥配布するメディア（DVD-ROMとSDカード）はバックアップ用です。メデイアに

集録されているファイルは合計で約2ギガありますが，機器本体やUSBメモリーなどに

コピー（※1）してから，講義に持参してください。 ※1 コピー方法はp.65をご覧ください。 

◆の教具‥若年層のスマホ老眼や児童生徒の視力低下が問題視されていることもあり，

スマートホンは不可です。画面サイズが10インチ以上の機器（※2）を持参してくださ

い。推奨機器はノートＰＣ（Windows端末やMacBook）です。同時に複数の文書を開く

ことができ，マーカーや付箋などの書き込み操作がしやすいからです。ノートPCの利

用者に限り，教室コンセントの使用を許可します。 ※2 補足事項はp.65をご覧ください。 

 

・ 専門試験対策では，Webサイト（インターネット）に公開されている資料（主にPDF型式の電

子データ）を検索・参照*しながら勉強をすすめる機会が，とても多いです。すべての資料を

紙で配布すると膨大な量になり，整理に圧倒されて効率的ではありません。よって講義では

紙資料の配布を減らし**，紙に代えてノートPCやタブレットを利用していきます。 

* 主な検索先は「文部科学省」「厚生労働省」「環境省」「電子政府の総合窓口（e-Gov イーガブ）」「公益

財団法人 日本学校保健会」「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」のWebサイトです。 

** 印刷が必要な分は，個人のプリンターなどで印刷をお願いします。 

・ 通年で計30回実施する「過去問演習」では，一部の回を除き，試験（60分）→調べ／採点・

個票返却（20分）→休息（10分）→解説（80分）の構成で，演習形式の授業を行います。 
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・ 演習テーマを5つ（A・B・C・D・E）に区分しました。Aでは本県の，B～Eでは出題形式が本

県の採用試験に似た他県の過去問を用います。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/16（土）・6/8（土）の 2回実施します（2/17（日）・19（火）・20（水）・

21（木），6/9（日）・11（火）・12（水）・13（木）にも実施）。詳細は p.31～32 をご覧ください。 

 

※1 集録ファイルのコピー 

□ DVD-ROMを読むことができる機器（一般的なPC）では，DVD-ROMから内蔵ハードディスクやUSBメ

モリーにコピーして使用すると良いです。また，SDカードスロットからも同様にコピーがとれます。 

□ DVD-ROMを読むことはできない
．．．．

けれどSDカードを読むことができる機器（Android端末やタブレット

PC）では，SDカードから内部ストレージやUSBメモリーにコピーして使用すると良いです。 

□ iPAD（iOS端末）の利用者は，ライトニング端子対応のカードリーダーを用いて，SDカードから内部スト

レージにコピーするのが良いです。貸し出し用カードリーダー（ライトニング用）を用意していますので，

必要なかたは入校申し込み時に申し出てください。なお，カードリーダーの接続には専用アプリ（無料）

が必要になりますが，そのダウンロードやコピー操作などは個人で行ってください。 

 

※2 使用するアプリ各種 

【アプリA】‥持参する機器に次の3つのアプリ（すべて無料）がインストールされていない
．．．．．．

場合は，初回の

講義の前にWebストアなどからダウンロードし，操作を確認するなどの準備を済ませておきましょう。 

〈1〉 PDFリーダー‥すべての機器が対象です。Adobe社の「アクロバットリーダー」の最新版（「Acrobat 

Reader DC」／2018年9月時点）をインストールしてください。 

〈2〉 ファイラー‥一部のAndroid端末が対象です。フォルダ作成やファイル操作を行うアプリです。推

奨アプリはCheetah Mobile社の「File Manager／ファイル マネージャー(ファイルエクスプ ローラー)」です。 

〈3〉 PDFビューワー‥Windows端末が対象です。主な用途は目次の作成です。推奨フリーソフトは

「PDF-XChange Viewer」で，「窓の杜」からダウンロードできます。 

【アプリB】‥★印の教材に集録できなかった資料は，該当する講義で，教室内のローカルWiFi経由また

はカードリーダー経由で配布します。次の3つのアプリは，配布資料をダウンロードするための専用アプ

リ（無料）です。ただし，アプリの準備や接続設定，ダウンロード操作などは個人で行ってください。 

〈4〉 「FindWiDrawer」‥Windows端末とMacBookが対象です。★印の教材に，アプリと取扱説明書が

集録されています。アプリを機器にコピーし，デスクトップにショートカットを作成して使うと良いです。

なお，正規のダウンロードサイトのURLは，次のとおりです。 

 ［Windows用］‥http://www.ratocsystems.com/services/driver/wifi/findwidrawer_win.html 

 ［Mac用］‥http://www.ratocsystems.com/services/driver/wifi/findwidrawer_mac.html 

〈5〉 「WiDrawer2」‥Android端末が対象です。「Google Play」に接続して検索し，インストールしてくだ

さい。★印の教材に，取扱説明書（ただし抜粋）が集録されています。 

〈6〉 「MCO Reader」‥iOS端末（iPAD）が対象です。「App Store」に接続して検索し，インストールしてく

ださい。★印の教材に，取扱説明書が集録されています。なお，このアプリは「※1 集録ファイルのコ

ピー」で用いたアプリと同じものです。 
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⑼ 論文 

 

☆ 論文の受講クラスは固定制です。 

ただし，当該曜日・クラスで受講できない場合は，「振り替え出席制度」が利用できま

す。→論文の振り替え出席制度については，p.24～26 をご覧ください。 

・ 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.22～23 をご覧くださ

い。 

 

指定教材 ： 特になし。 

 

・ 論作文は、論策文。解答ではなく、答案を書くこと。 

・ 課題に対して当事者の立場から対応する姿勢を貫くこと。 

・ 話すときはすらすら話せるのに、書くときにはすらすら書けないのはなぜか。 

・ 書く内容が決まっていないからではないか。 

・ 書くためには、書けるだけの知識がないと書けないということに気づいて欲しい。 

・ でも、書けるだけの知識があってもなぜかうまく書けないのはなぜか。 

・ 小論文を書くには、小論文の「型」があるということ。 

・ 序論・本論・結論で書いてみる。 

・ 序論：課題への理解と正対する姿勢を示し、解決のために取り組む策を予告する。 

・ 本論：予告した策を具体的に果たす手立ての提示（二つの柱）と効果・実績の強調。 

・ 結論：「職務」を必ず果たすという「決意」「誓い」を宣言する。 

・ 講義は、質疑応答で進行する。 

・ 思考の瞬発力と説明責任を身に付けたい。 

・ 面接にも対応可能な「生きて働く知識・技能」の習得、「未知の状況にも対応できる

思考力・判断力・表現力等」の育成、「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向

かう力・人間性等」の涵養をめざします。 

・ 他者と関わりながら、課題の解決に向かい「問い」が生まれる授業、をめざします。 

・ 主体性を高め、学びに向かう集団づくり、をめざします。 

・ 提出された答案は講評と A〜C評価を付して返却します。 

・ 養護教諭、特別支援学校は別課題、別資料になることがあります。 

・ 論文対策は，早めに取り組むことが合格への近道です。 
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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 沖縄校・金曜 

前の木曜日 前の金曜日 前の水曜日 

 

・ 提出用の専用のケースに，提出してください。本校は，２F 事務室入口を入った左側に，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 

本校・土曜 本校・日曜 沖縄校・金曜 

6/20 6/21 6/19 
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主な担当講師の紹介 

 

伊禮 春孝 「高校公民（政治経済・倫理）」「中学社会（公民・歴史）」「小学校（音楽・学習

指導要領）」「教職教養（教育法規，学習指導要領，特別支援教育，沖縄の教育）」 

「一般教養（社会科学・人文科学）」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，教育史，教育心理，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。 

 

新里 嘉久 「小学校（算数・図画工作・家庭）」担当 

メセナ予備校取締役。琉球大学理学部数学科中退。 

ケアマネジャー試験対策も担当している。 

 

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。 

 

國吉 朝之 「小学校（理科）」「一般教養（物理・化学・生物・地学・数学・情報））」担当 

琉球大学医学部医学科卒業。 

 

津覇 實明 「論文」「小学校（国語）」担当 

中央大学法学部卒業。文字・活字文化大賞審査委員長。 

 

具志 幸弘 「英語」担当 

Lenoir Community College, University of north Carolina at Charlotte 卒業。 

米国在住 10年，米企業勤務経験あり。 

浦添市立神森中学校，那覇市立上ノ山中学校で英語非常勤講師。 

現在，沖縄大学非常勤講師。英会話塾主宰。 

 

永井 秀樹 「養護教諭」担当 

琉球大学理学部生物学科中退。 

 


