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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。 

また，第 13 講（2/5・7・9）から第 29 講まで，「教養チェックテスト」を教養月例テストのある週

（毎月第 3週）を除いて，全 13回配布します（p.4を参照）。 

 

⑴ 教養  

（本校・日曜日＝本校・火曜日＝沖縄校・木曜日） 

→カリキュラムは，p.5をご覧ください。 

☆ 教養，小学校Ａ・B，二次対策総合講座は振替出席ができます。 

→振替出席制度については，別途資料“③ 退学届・休学届・科目変更届／振り替え出席制度”p.23～

24 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。 

 

・ 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 20,000円（教養教材＋教養チェックテストの料金）が必要です。 

・ 教材費には，「採用試験過去問題集 一般教養・教職教養（令和 4 年度）」（問題と解説の

セット）が含まれます。11月末に配布を予定しています。 

・ 3 月～6 月に，「教養チェックテスト」（全 13 回）を月例テストが実施される週を除き，毎週配

布します。 

 

・ 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。 

※ オンライン受講の方は，あらかじめ郵送します。 

 

・ 教育法規⑵～⑶・学習指導要領⑵・教育史⑴～⑵・教育心理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。 

・ 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

別途資料“② 料金“の p.16「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。 
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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。 

※ 本校・火曜日（11/15，12/20，1/24，2/21，4/25）の「自然科学」は，時間割の都合により

授業を行いません。前日までに動画を配信しますので視聴してください。本校日曜日か沖

縄校・木曜日に振り替えて受講・オンライン受講をすることもできます。なお，教材は前週

の土曜日までに郵送いたします（郵送費無料）。 

 

・ 「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。 

→「日本史」「世界史」「倫理」を中心に授業を行います。他の教科はテキストを配布します。 

 

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，学校保健安全法，いじめ防止

対策推進法，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。 
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・ 「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，日本教育史の

対策も行います。 

・ 「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 

→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」及び「小学校学習指導要領解説―総則編」についての授業を行いま

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。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。 

・ 「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（改訂版）」を中心に，いじめや不登校等に関す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

領及び同解説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過去 5～6年に出された文書及び未出題の文書を中心に扱います。 

・ 「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 5 か年プラン・プロジェクトⅡ」「「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。 
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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。 

 

 

◎ 教養チェックテスト 

 

配布教材 ： 教養チェックテスト 全 13回分 2,000円（教養受講者以外は 7,800円） 

 

・「教養チェックテスト」は，第 13講（2/5・7・9）から第 29講まで，教養月例テストのある週を

除いて，全 13回配布します。 

※なお，マークシートの提出や成績処理はありません。 

・１回当たり，一般教養 20問，教職教養 30問の計 50問を出題します。詳しい解説付きで

す。 

・教養チェックテスト 13 回と教養月例テスト 7 回，教養模試を解き，解説で重要ポイントを

確認することで，教養試験の得点力を確実に身に付けることができます。 

・教養受講者に配布する「教養チェックテスト」の料金 2,000 円は，教養教材費に含まれて

います。 

・教養を受講していない方は，7,800円で購入することができます。 

※今年度の「教養チェックテスト」を購入できるのは，今年度の受講生の方です。 

 

・昨年度実施した「教養チェックテスト」13 回分は，別途 3,000 円で購入することができま

す。 

※12月末までに教養受講申込みをした方には，無料で配布します。 
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⑴ 教養 カリキュラム 
（本校・日曜日・9:10～12:00） 
（本校・火曜日・19:00～21:50） 

（沖縄校・木曜日・19:00～21:50） 
 

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。 

教材は授業の際に配布します。 

12講～28講（月例テスト実施の週を除く）で教養チェックテスト（全 13回）を配布

します。 

分野 
一般教養 

教職教養 

 
★ 本校・火曜日（11/15，12/20，1/24，2/21，4/25）の「自然科学」は，時間割の都合により
授業を行いません。前日までに動画を配信しますので視聴してください。本校日曜日か沖
縄校・木曜日に振り替えて受講・オンライン受講をすることもできます。なお，教材は前週の
土曜日までに郵送いたします（郵送費無料）。 

講義 
本校 
日曜 

本校 
火曜 

沖縄校 
木曜 

一般 
/教職 

担当 テーマ 

1講 11/6 11/8 11/10 教職 伊禮 教育法規⑴ 

2講 11/13 (11/15)★ 11/17 一般 國吉 自然科学Ｄ地学 
★11/15 は授業なし。
動画を配信します。 

3講 11/20 11/22 11/24 教職 古堅 教育原理 

11/18（金）～24（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/27 11/29 12/1 教職 伊禮 学習指導要領⑴ 

5講 12/4 12/6 12/8 教職 古堅 教育時事 

6講 12/11 12/13 12/15 一般 伊禮 社会科学（政治経済・時事）⑴ 

7講 12/18 (12/20)★ 12/22 一般 國吉 自然科学Ｂ化学 
★12/20 は授業なし。

動画を配信します。 

12/16（金）～22（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/25 12/27 1/5 一般 伊禮 
人文科学全般（国語・日本史・世界
史・倫理） 

9講 1/8 1/10 1/12 教職 古堅 教育心理⑴ 

10講 1/15 1/17 1/19 教職 伊禮 特別支援教育⑴ 

11講 1/22 (1/24)★ 1/26 一般 國吉 自然科学Ｃ生物 
★1/24は授業なし。動
画を配信します。 

1/20（金）～26（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/29 1/31 2/2 教職 古堅 
教育史⑴  ☆「教育史・教育原理テ
キスト（まとめ）」を持参 

13講 2/5 2/7 2/9 一般 伊禮 琉球・沖縄の文化 

14講 2/12 2/14 2/16 教職 伊禮 教育法規⑵☆「教育法規集」を持参 

15講 2/19 (2/21)★ 2/23 一般 國吉 
自然科学Ｅ数
学・情報 

★2/21は授業なし。動
画を配信します。 

2/17（金）～23（木） 教養月例テスト⑷ 
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講義 本校 
日曜 

本校 
火曜 

沖縄校 
木曜 

一般 
/教職 

担当 テーマ 

16講 2/26 2/28 3/2 一般 伊禮 
社会科学（政治経済・時事）⑵ 

☆「政治経済必修テキスト」を持参 

17講 3/5 3/7 3/9 教職 古堅 生徒指導文書⑴ 

18講 3/12 3/14 3/16 一般 伊禮 琉球・沖縄の歴史・時事 

19講 3/19 3/21 3/23 教職 古堅 
教育心理⑵ ☆「教育心理テキスト

（まとめ）」を持参 

3/17（金）～23（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/26 3/28 3/30 教職 伊禮 沖縄の教育 

21講 4/2 4/4 4/6 教職 古堅 生徒指導文書⑵ 

22講 4/9 4/11 4/13 教職 伊禮 
学習指導要領⑵ 

☆「学習指導要領テキスト」を持参 

23講 4/16 4/18 4/20 教職 伊禮 
教育法規⑶ 

☆「教育法規集」を持参 

4/14（金）～20（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/23 (4/25)★ 4/27 一般 國吉 自然科学Ａ物理 
★4/25は授業なし。動

画を配信します。 

25講 5/7 5/9 5/11 教職 伊禮 特別支援教育⑵ 

26講 5/14 5/16 5/18 教職 伊禮 
教職教養総合演習Ａ（教育法規） 

☆「教育法規集」を持参 

27講 5/21 5/23 5/25 教職 古堅 
教育史⑵ ☆「教育史・教育原理テキ

スト（まとめ）」を持参 

5/19（金）～25（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/28 5/30 6/1 教職 伊禮 
教職教養総合演習 B（学習指導要領）

☆「学習指導要領テキスト」を持参 

29講 6/4 6/6 6/8 教職 古堅 
教職教養総合演習 C 

（教育時事・生徒指導文書） 

30講 6/18 6/13 6/15 教職 伊禮 教職教養総合演習 D（沖縄の教育） 

6/10（土）～17（土） 第 2回専門模試・教養模擬試験 

31講 6/25 6/20 6/22 教職 古堅 
教職教養総合演習 E（教育原理・教育

史・教育心理） 

32講 7/2 6/27 6/29 教職 伊禮 教職教養総合演習 F（特別支援教育） 
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予備 4/30 5/2 
12/29 

5/4 
暴風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。 

☆ 教養，小学校Ａ・B，二次対策総合講座は振替出席ができます。 

→振替出席制度については，別途資料“退学届・休学届・科目変更届／振り替え出席制度”p.23～24

をご覧ください。 

 


