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カリキュラム 

⑴ 教養 カリキュラム 
（本校・日曜日・午前） 

（本校・火曜日・夜）（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。 

教材は授業の際に配布します。 
分野 

一般教養 

教職教養 

 

講義 本校 
日曜午前 

本校 
火曜夜 

沖縄校 
木曜夜 

一般/教職 担当 テーマ 

1 講 10/27 10/29 10/31 教職教養 伊禮 教育法規⑴ 

2 講 11/3 11/5 11/7 一般教養 國吉 自然科学Ｄ地学 

3 講 11/10 11/12 11/14 教職教養 古堅 教育原理 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/17 11/19 11/21 教職教養 伊禮 学習指導要領⑴ 

5 講 11/24 11/26 11/28 教職教養 古堅 教育時事 

6 講 12/1 12/3 12/5 一般教養 伊禮 社会科学（政治経済・時事）⑴ 

7 講 12/8 12/10 12/12 一般教養 國吉 自然科学Ｂ化学 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/15 12/17 12/19 一般教養 伊禮 
人文科学全般（国語・日本史・世
界史・倫理） 

9 講 1/5 1/7 1/9 教職教養 古堅 教育心理⑴ 

10 講 1/12 1/14 1/16 一般教養 國吉 自然科学Ｃ生物 

11 講 1/19 1/21 1/23 教職教養 伊禮 特別支援教育⑴ 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/26 1/28 1/30 教職教養 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 2/2 2/4 2/6 一般教養 伊禮 琉球・沖縄の文化 

14 講 2/9 2/11 2/13 教職教養 伊禮 
教育法規⑵ 
☆「教育法規集」を持参 

15 講 2/16 2/18 2/20 一般教養 國吉 自然科学Ｅ数学・情報 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/23 2/25 2/27 一般教養 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 3/1 3/3 3/5 教職教養 古堅 生徒指導文書⑴ 

18 講 3/8 3/10 3/12 一般教養 伊禮 琉球・沖縄の歴史・時事 
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講義 本校 
日曜午前 

本校 
火曜夜 

沖縄校 
木曜夜 

テーマ 担当 詳細 

19 講 3/15 3/17 3/19 教職教養 古堅 
教育心理⑵ 

☆「教育心理テキスト（まとめ）」を持参 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/22 3/24 3/26 教職教養 伊禮 沖縄の教育 

21 講 3/29 3/31 4/2 教職教養 古堅 生徒指導文書⑵ 

22 講 4/5 4/7 4/9 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 

23 講 4/12 4/14 4/16 教職教養 伊禮 
教育法規⑶ 
☆「教育法規集」を持参 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/19 4/21 4/23 一般教養 國吉 自然科学Ａ物理 

25 講 4/26 4/28 5/7 教職教養 伊禮 特別支援教育⑵ 

26 講 5/10 5/12 5/14 教職教養 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 5/17 5/19 5/21 教職教養 古堅 
教育史⑵  ☆「教育史・教育原理

テキスト（まとめ）」を持参 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/24 5/26 5/28 教職教養 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 5/31 6/2 6/4 教職教養 古堅 
教職教養総合演習 C 

（教育時事・生徒指導文書） 

30 講 6/7 6/9 6/11 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習 D（沖縄の教

育） 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/21 6/16 6/18 教職教養 古堅 
教職教養総合演習 E（教育原理・

教育史・教育心理） 

32 講 6/28 6/23 6/25 教職教養 伊禮 
教職教養総合演習 F（特別支援教

育） 

予備 

12/22 

5/3 

7/5 

12/24 

5/5 

6/30 

12/26 

4/30 

7/2 

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。 
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⑵ 小学校Ａ カリキュラム  

（本校・土曜日）（沖縄校・火曜日）（本校・木曜日） 
教科 専門教科 

概要 

指定教材： 
【国語】「沖縄県の小学校国語 2020」メセナ予備校 1,500 円 
【社会】「ウイニング・フィニッシュ社会」育伸社 1,340 円（税抜き） 
【算数】『沖縄県の小学校算数過去問題』メセナ予備校 

『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 
【理科】『高校入試 実力メキメキ合格ノート 中学理科』文英堂 Σ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 354 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 
授業内容： 
【国語】沖縄県教員採用試験で出題された問題を用いての読解力の養成を軸に、
出題傾向に即したやや難易度の高い問題を演習します。品詞の識別や漢字の
構成といった頻出の文法事項や語句の意味などの語彙に関する知識，表現技
法、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。 

【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。 

【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】物理・化学・生物・地学の分野ごとに、テキストを用いて基礎的・基本的な
知識を整理していきます。 

【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 
教科 担当 詳細 

1 講 10/26 10/29 10/31 
算数 新里 平成 24 年度過去問題 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

2 講 11/2 11/5 11/7 
算数 新里 平成 25 年度過去問題 

社会 古堅 世界の地理 

3 講 11/9 11/12 11/14 
算数 新里  平成 26 年度過去問題 

算数 新里 平成 27 年度過去問題 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 11/19 11/21 
社会 古堅 日本の地理 

算数 新里 平成 28 年度過去問題 

5 講 11/23 11/26 11/28 
理科 國吉 生物の世界⑴ 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

 

※11/7（木）は 
社会・算数の順です。 

※11/19（火）は 
算数・社会の順です。 
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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 

6 講 11/30 12/3 12/5 
算数 新里 平成 28 年度実施過去問題 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

7 講 12/7 12/10 12/12 
算数 新里 平成 29 年度実施過去問題 

社会 古堅 日本の歴史 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/14 12/17 12/19 
理科 國吉 生物の世界⑵ 

理科 國吉 生物の世界⑶ 

12/15（日） 実力診断模試 

9 講 12/21 1/7 1/9 
算数 新里 平成 30 年度実施過去問題 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

10 講 1/11 1/14 1/16 
音楽 伊禮 音階・調 

国語 津覇 知識問題／読解基礎演習 

11 講 1/18 1/21 1/23 
理科 國吉 地学の世界⑴ 

社会 古堅 世界の歴史 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 1/28 1/30 
算数 新里 平成 31 年度実施過去問題 

国語 津覇 総合演習⑴ 

13 講 2/1 2/4 2/6 
理科 國吉 地学の世界⑵ 

理科 國吉 地学の世界⑶ 

14 講 2/8 2/11 2/13 
家庭 新里  

社会 古堅 公民⑴ 

15 講 2/15 2/18 2/20 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 2/25 2/27 
算数 新里 正の数・負の数／文字式と計算 

国語 津覇 総合演習⑵ 

17 講 2/29 3/3 3/5 
算数 新里 1 次方程式／連立方程式 

国語 津覇 総合演習⑶ 

18 講 3/7 3/10 3/12 
算数 新里 関数／1 次関数 

算数 新里 確率／資料の整理 

19 講 3/14 3/17 3/19 
理科 國吉 化学の世界⑴ 

理科 國吉 化学の世界⑵ 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

※12/12（木）は 
社会・算数の順です。 

※1/23（木）は 
社会・理科の順です。 

※2/13（木）は 
社会・家庭の順です。 
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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 

20 講 3/21 3/24 3/26 
理科 國吉 化学の世界⑶ 

社会 古堅 公民⑵ 

21 講 3/28 3/31 4/2 
音楽 伊禮 和音・コードネーム 

図画工作 新里  

22 講 4/4 4/7 4/9 
理科 國吉 物理の世界⑴ 

国語 津覇 総合演習⑷ 

23 講 4/11 4/14 4/16 
算数 新里 空間図形／平面図形／円 

算数 新里 式の展開／因数分解 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 4/21 4/23 
社会 古堅 総合演習⑴ 

国語 津覇 総合演習⑸ 

25 講 4/25 4/28 5/7 
算数 新里 平方根 

算数 新里 2 次方程式 

26 講 5/9 5/12 5/14 
算数 新里 関数 y＝ax2 

国語 津覇 総合演習⑹ 

27 講 5/16 5/19 5/21 
理科 國吉 物理の世界⑵ 

音楽 伊禮 拍子・楽曲・楽器その他 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 5/26 5/28 

算数 新里 相似 

算数 新里 
三平方の定理／相似と三平方の定

理 

29 講 5/30 6/2 6/4 
理科 國吉 物理の世界⑶ 

国語 津覇 総合演習⑺ 

30 講 6/6 6/9 6/11 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/20 6/16 6/18 
算数 新里 総合演習⑴ 

国語 津覇 総合演習⑻ 

32 講 6/27 6/23 6/25 
社会 古堅 総合演習⑵ 

算数 新里 総合演習⑵ 

予備 

12/28 
5/2 

6/13 
7/4 

12/24 

5/5 

6/30 

12/26 

4/30 

7/2 

暴風警報や病欠などの補講のための予備日です 

※3/31（火）は 
図工・音楽の順です。 

※6/23（火）は 
算数・社会の順です。 

※3/26（木）は 
社会・理科の順です。 
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カリキュラムは変更の可能性があります。 

 

☆ 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。 
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⑵ 小学校Ｂ 学習指導要領 カリキュラム 

（本校・月曜日 19:30～21:20） 

（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」（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 

 

講義 月曜 金曜 ターム 詳細 

1 講 3/2 3/6 第 1 

ターム 

国語・社会 

2 講 3/9 3/13 算数・理科・生活 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

3 講 3/16 3/20 

第１ 

ターム 

音楽・図画工作 

4 講 3/23 3/27 家庭・外国語活動・総合的な学習の時間 

5 講 3/30 4/3 体育⑴ 

6 講 4/6 4/10 体育⑵ 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

7 講 4/13 4/17 
第 2 

ターム 

国語・社会・算数・理科・生活 

8 講 4/20 4/24 音楽・図画工作・家庭・外国語活動・総合的な学習の時間 

9 講 4/27 5/8 体育 

10 講 5/11 5/15 
第 3 

ターム 
本番形式の演習⑴ 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

11 講 5/18 5/22 

第 3 

ターム 

本番形式の演習⑵ 

12 講 5/25 5/29 本番形式の演習⑶ 

13 講 6/1 6/5 本番形式の演習⑷ 

14 講 6/8 6/12 本番形式の演習⑸ 

6/14（日） 教養模擬試験 

15 講 6/15 6/19 第 3 

ターム 

本番形式の演習⑹ 

16 講 6/22 6/26 本番形式の演習⑺ 

予備 
5/4 

6/29 

5/1 

7/3 
暴風警報や病欠などの補講のための予備日です 

☆ 小学校Ａの本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・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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⑵ 小学校Ｃ カリキュラム 

（本校・日曜日 13:10～16:00 

一部 14：10～16：00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材 

【算数】『オリジナル予想問題』を毎回配布します 

【理科】『中学総合的問題集 理科 改訂版』 旺文社 1,620 円 
 

授業内容 

【算数】沖縄県の採用試験で出題される程度の問題（25 問）を演習（50 分）した後に

解説します。（14：10～16：00）のときは 17 問です。 

【理科】テキストを中心に，適宜プリントなども使いながら，計算問題など，みなさんが

苦手とするところを重点的に演習していきます。 

科目 

小学校 

（算数・

理科） 

 

講義 日曜 教科 担当 詳細 

1 講 3/15 算数 新里  

2 講 3/22 理科 國吉 第 2 分野（生物） 

3 講 3/29 算数 新里  

4 講 4/5 理科 國吉 第 1 分野（地学） 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

5 講 4/12 算数 新里 （14：10～16：00） 

6 講 4/19 算数 新里  

7 講 4/26 理科 國吉 第 1 分野（化学その 1） 

8 講 5/10 理科 國吉 第 1 分野（化学その 2） 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

9 講 5/17 算数 新里 （14：10～16：00） 

10 講 5/24 理科 國吉 第 1 分野（物理その 1） 

11 講 5/31 算数 新里  

12 講 6/7 算数 新里 （14：10～16：00） 

6/14（日） 教養模擬試験 

13 講 6/21 理科 國吉 第 1 分野（物理その 2） 

14 講 6/28 算数 新里  

予備 
5/3 

7/5 
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。  
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⑶ 英語 カリキュラム    

本校・水曜日） 

教科 
専門 

教科 

概要 

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 

『長文問題集』メセナ 504 円 科目 
英語 

（中・高） 

 

講義 水曜 内容 

1 講 10/30 
・英検 1 級の単語の発音確認 

・長文問題１ 

・文法問題解答解説 1 

2 講 11/6 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出動詞⑴の単語テスト 

・長文問題 2 

・文法問題解答解説 2 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

3 講 11/13 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出動詞⑵の単語テスト 

・長文問題 3 

・文法問題解答解説 3 

4 講 11/20 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出動詞⑶の単語テスト 

・長文問題 4 

・文法問題解答解説 4 

5 講 11/27 

・英検 1 級の単語の発音確認 

・最頻出動詞⑷の単語テスト 

・長文問題 5 

・文法問題解答解説 5 

6 講 12/4 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出名詞⑴の単語テスト 

・長文問題 6 

・文法問題解答解説 6 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

7 講 12/11 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出名詞⑵の単語テスト  

・長文問題 7 

・文法問題解答解説 7 
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講義 水曜 内容 

8 講 12/18 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出名詞⑶の単語テスト 

・長文問題 8 

・文法問題解答解説 8 

9 講 1/8 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・最頻出名詞⑷の単語テスト 

・長文問題 9 

・文法問題解答解説 9 

10 講 1/15 

・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 

・長文問題 10 

・文法問題解答解説 10 

11 講 1/22 

・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 

・長文問題 11 

・文法問題解答解説 11 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/29 

・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 

・長文問題 12 

・文法問題解答解説 12 

13 講 2/5 

・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 

・長文問題 13 

・文法問題解答解説 13 

14 講 2/12 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出動詞⑴の単語テスト 

・長文問題 14 

・文法問題解答解説 14 

15 講 2/19 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/26 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出動詞⑵の単語テスト 

・長文問題 15 

・文法問題解答解説 15 

17 講 3/4 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出動詞⑶の単語テスト 

・長文問題 16 

・文法問題解答解説 16 
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講義 水曜 内容 

18 講 3/11 

・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出動詞⑷の単語テスト 

・長文問題 17 

・文法問題解答解説 17 

19 講 3/18 

・25 年度過去問演習・リスニング対策 
・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出名詞⑴の単語テスト 

・長文問題 18 

・文法問題解答解説 18 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/25 

・26 年度過去問演習・リスニング対策 
・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出名詞⑵の単語テスト 

・長文問題 19 

・文法問題解答解説 19 

21 講 4/1 

・27 年度過去問演習・リスニング対策 
・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出名詞⑶の単語テスト 

・長文問題 20 

・文法問題解答解説 20 

22 講 4/8 

・28 年度過去問演習・リスニング対策 
・英検 1 級の単語の発音確認 
・頻出名詞⑷の単語テスト 

・長文問題 21 

・文法問題解答解説 21 

23 講 4/15 

・28 年度実施過去問演習・リスニング対策 
・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 

・長文問題 22 

・文法問題解答解説 22 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/22 

・29 年度実施過去問演習・リスニング対策 
・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 

・長文問題 23 

・文法問題解答解説 23 

25 講 4/29 

・30 年度実施過去問演習・リスニング対策 
・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 

・長文問題 24 

・文法問題解答解説 24 
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講義 水曜 内容 

26 講 5/13 

・31 年度実施過去問演習・リスニング対策 
・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 

・長文問題 25 

・文法問題解答解説 25 

27 講 5/20 

・総合演習問題・リスニング対策 

・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 

・長文問題 26 

・文法問題解答解説 26 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/27 

・総合演習問題・リスニング対策 

・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 

・長文問題 27 

・文法問題解答解説 27 

29 講 6/3 

・総合演習問題・リスニング対策 

・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 

・長文問題 28 

・文法問題解答解説 28 

30 講 6/10 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/17 

・総合演習問題・リスニング対策 

・頻出イディオム⑷のテスト 

・長文問題 29 

・文法問題解答解説 29 

32 講 6/24 ・総合演習問題・リスニング対策 

予備 
12/25 

5/6 
7/1 

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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⑷ 数学Ａ 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：『増補改訂版チャート式 解法と演習 数学Ⅰ＋Ａ』数研出版 1,955 円 

『改訂版チャート式 解法と演習 数学Ⅱ＋Ｂ』数研出版 2,138 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 679 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 2021 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 10/26 

数と式 

集合と命題 

２次関数 

【Ⅰ＋A】p.8～158 

2 講 11/2 図形と計量 【Ⅰ＋A】p.160～210 

3 講 11/9 
データの分析 

整数の性質 

【Ⅰ＋A】p.212～237 

【Ⅰ＋A】p.388～444 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 
場合の数 

確率 
【Ⅰ＋A】p.240～320 

5 講 11/23 図形の性質 【Ⅰ＋A】p.325～386 

6 講 11/30 
式と証明 

複素数と方程式 
【Ⅱ＋B】p.8～104 

7 講 12/7 図形と方程式 【Ⅱ＋B】p.106～172 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/14 三角関数 【Ⅱ＋B】p.174～216 

9 講 12/21 指数関数と対数関数 【Ⅱ＋B】p.218～252 

10 講 1/11 ベクトル 【Ⅱ＋B】p.336～454 

11 講 1/18 数列 【Ⅱ＋B】p.456～524 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 微分法（数学Ⅱ） 【Ⅱ＋B】p.254～298 

13 講 2/1 積分法（数学Ⅱ） 【Ⅱ＋B】p.300～334 

14 講 2/8 微分法（数学Ⅲ） 数列の極限，関数の極限，微分法 

15 講 2/15 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 微分法（数学Ⅲ） 微分法の応用 

17 講 2/29 積分法（数学Ⅲ） 積分法 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

18 講 3/7 積分法（数学Ⅲ） 積分法の応用 

19 講 3/14 
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 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/21 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 

21 講 3/28 場合の数・確率 順列，組合せ，確率，期待値 

22 講 4/4 
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 

23 講 4/11 数列 
等差数列，等比数列，階差数列，群数列 

数列の和，漸化式 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 
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 

25 講 4/25 
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 

26 講 5/9 図形と方程式 軌跡と領域，２次曲線 

27 講 5/16 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 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 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 

29 講 5/30 積分 積分計算，面積・体積，曲線の長さ 

30 講 6/6 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/20 総合演習⑴  

32 講 6/27 総合演習⑵  

予備 

12/28 
5/2 

6/13 
7/4 

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。 

 

☆ 数学Ｂの本校・火曜日とも，数学Ｃ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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⑷ 数学Ｂ 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 10/29 式と曲線 だ円，双曲線，放物線 

2 講 11/5 式と曲線 極座標，極方程式 

3 講 11/12 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 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/19 複素数平面 複素数と図形 

5 講 11/26 演習⑴  

6 講 12/3 平成 28 年度過去問 演習・解説 

7 講 12/10 複素数平面 複素数と図形 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/17 複素数平面 複素数と図形 

9 講 1/7 複素数平面 複素数と図形 

10 講 1/14 演習⑵  

11 講 1/21 
平成 28 年度実施 

過去問 
演習・解説 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/28 いろいろな関数 分数関数，無理関数 

13 講 2/4 いろいろな関数 合成関数，逆関数 

14 講 2/11 極限 数列の極限，漸化式と極限，はさみうちの原理 

15 講 2/18 極限 無限級数，無限等比級数の図形への応用 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/25 極限 関数の極限 

17 講 3/3 演習⑶  

18 講 3/10 
平成 29 年度実施 

過去問 
演習・解説 

19 講 3/17 微分法 微分係数，導関数，微分 
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3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

講義 火曜 テーマ 詳細 

20 講 3/24 微分法 微分 

21 講 3/31 微分法 微分法の応用 

22 講 4/7 微分法 微分法の応用 

23 講 4/14 積分法 積分 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/21 演習⑷  

25 講 4/28 
平成 30 年度実施 

過去問 
演習・解説 

26 講 5/12 積分法 積分法の応用 

27 講 5/19 積分法 積分法の応用 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/26 演習⑸  

29 講 6/2 
平成 31 年度実施 

過去問 
演習・解説 

30 講 6/9 積分法 面積 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/16 積分法 体積 

32 講 6/23 演習⑹  

予備 

12/24 

5/5 

6/30 

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。 

 

☆ 数学Ａの本校・土曜日とも，数学Ｃ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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⑷ 数学Ｃ 総合問題対策 カリキュラム 

（本校・木曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『2020 年度版 全国まるごと 過去問題集 #数学科』協同出版 1,944 円 

科目 
数学 

（中・高） 

 

講義 木曜 テーマ 詳細 

1 講 10/31 数と式 p.15～58 

2 講 11/7 数と式 p.15～58 

3 講 11/14 数と式 p.15～58 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/21 図形 p.62～163 

5 講 11/28 図形 p.62～163 

6 講 12/5 図形 p.62～163 

7 講 12/12 図形 p.62～163 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/19 図形 p.62～163 

9 講 1/9 関数・グラフ p.202～249 

10 講 1/16 関数・グラフ p.202～249 

11 講 1/23 関数・グラフ p.202～249 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/30 関数・グラフ p.202～249 

13 講 2/6 三角関数 p.254～262 

14 講 2/13 確率 p.317～348 

15 講 2/20 確率 p.317～348 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/27 確率 p.317～348 

17 講 3/5 数列 p.266～285 

18 講 3/12 数列 p.266～285 

19 講 3/19 ベクトル p.167～195 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/26 ベクトル p.167～195 
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講義 木曜 テーマ 詳細 

21 講 4/2 微分・積分 p.291～313 

22 講 4/9 微分・積分 p.291～313 

23 講 4/16 微分・積分 p.291～313 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/23 微分・積分 p.291～313 

25 講 5/7 総合問題 p.350～508 

26 講 5/14 総合問題 p.350～508 

27 講 5/21 総合問題 p.350～508 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/28 総合問題 p.350～508 

29 講 6/4 総合問題 p.350～508 

30 講 6/11 演習⑴  

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/18 演習⑵  

32 講 6/25 演習⑶  

予備 

12/26 

4/30 

7/2 

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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⑸ 国語 カリキュラム  

（本校・日曜日） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「国語演習問題」（30 回分） 4,500 円 

問題数：現代文（評論・小説）×30 回＝60 題 古文×20 回＝20 題 漢文×20＝20 題 

合計 100 題を予定。 

授業内容：毎回 60分で現代文 2題、古文または漢文を 1題解き、その後講師による解

答解説と受講生からの質疑応答で進行する。 

マーク式試験ならびにセンター試験の過去問等で演習し、随時沖縄県の中高の過

去問も使用する。良問を組み合わせて問題を作成し効果的に得点力を養成する。 

講師は現代文を専門にしてきた。センター現代文の枠を超えた解説を心がけている。

作問者の意図にとどまらず作者の書き方（スタイル）にまで言及したい。 

古文・漢文に関しては素人の域を出ないことを正直に告白しておく。受講生の目線よ

り低い位置からどのように解答にたどり着いたのかをドキュメント風に解説していく。 

 

講義 日曜 テーマ  詳細 

1 講 10/27 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

2 講 11/3 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

3 講 11/10 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/17 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

5 講 11/24 
現代文 
古文 

 マーク式問題の攻略 

6 講 12/1 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

7 講 12/8 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/15 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

9 講 1/5 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

10 講 1/12 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

11 講 1/19 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/26 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

13 講 2/2 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 
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講義 日曜 テーマ  詳細 

14 講 2/9 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

15 講 2/16 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/23 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

17 講 3/1 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

18 講 3/8 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

19 講 3/15 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/22 
現代文 
古文 

 
マーク式問題の攻略 

21 講 3/29 
現代文 
漢文 

 
マーク式問題の攻略 

22 講 4/5 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

23 講 4/12 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/19 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

25 講 4/26 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

26 講 5/10 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

27 講 5/17 
現代文 

古文漢文 
 

マーク式問題の攻略 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/24 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

29 講 5/31 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

30 講 6/7 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/21 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

32 講 6/28 
現代文 
古文漢文 

 
マーク式問題の攻略 

予備 
12/22 

5/3 
7/5 

警報や病欠などの補講のための予備日です 
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⑹ 中学社会 カリキュラム 

（本校・土曜日） 
 

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 120 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】センター試験対応「地理ノート」山川出版社 1,100 円 

【歴史】「30 日完成スピードマスター日本史問題集」山川出版社 724 円 

「30 日完成スピードマスター世界史問題集」山川出版社 724 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 

【公民】「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800 円 

『2019 新政治・経済資料』実教出版 972 円 

「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400 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

できる教材で学習していきます。毎回の授業で演習問題を配布します。 

【歴史】世界史分野の出題にも対応した内容です。センター試験の基礎レベルの学

習をしていきます。毎回のチェックテストで知識の定着を図ります。 

【公民】毎回，各単元の内容に関するチェックテストと正誤文選択問題を配布します。

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 分野 担当 詳細 

1 講 10/26 
地理 古堅 地図の利用 

公民 伊禮 民主政治／日本国憲法／基本的人権の尊重⑴ 

2 講 11/2 
歴史 伊禮 （世）古代文明の成立 

公民 伊禮 基本的人権の尊重⑵ 

3 講 11/9 
地理 古堅 地形 

歴史 伊禮 （世）アジアの文明／東アジア文明圏 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 
公民 伊禮 国会／内閣 

地理 古堅 気候 

5 講 11/23 
公民 伊禮 裁判所 

歴史 伊禮 （世）イスラーム世界・ヨーロッパ世界の形成と発展 

6 講 11/30 
地理 古堅 陸水と海洋・日本の自然環境 

歴史 伊禮 （日）律令国家の形成・貴族政治 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

7 講 12/7 
地理 古堅 農業 

歴史 伊禮 （日）中世社会の形成・武家社会の発展（Ⅰ） 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/14 
公民 伊禮 政治参加（選挙・政党） 

歴史 伊禮 （日）武家社会の発展（Ⅱ） 

9 講 12/21 
地理 古堅 世界の食糧問題・林業・水産業 

歴史 伊禮 （日）幕藩体制の確立 

10 講 1/11 
地理 古堅 エネルギー・鉱産資源 

公民 伊禮 地方自治 

11 講 1/18 
歴史 伊禮 （日）幕藩体制の展開と動揺 

公民 伊禮 市場経済／企業 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 
地理 古堅 工業 

歴史 伊禮 （世）東アジア・アジア諸国の繁栄 

13 講 2/1 
地理 古堅 環境・人口・都市 

歴史 伊禮 （世）近世ヨーロッパの形成 

14 講 2/8 
地理 古堅 国家・貿易・民族・宗教 

公民 伊禮 金融 

15 講 2/15 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 
歴史 伊禮 （世）欧米市民社会の発展 

公民 伊禮 財政 

17 講 2/29 
地理 古堅 東アジア・東南アジア 

歴史 伊禮 （世）欧米における近代国民国家の発展 

18 講 3/7 
歴史 伊禮 琉球・沖縄史 

公民 伊禮 労働 

19 講 3/14 
地理 古堅 南アジア・西アジア 

歴史 伊禮 （日）近代国家の成立 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/21 
地理 古堅 アフリカ 

歴史 伊禮 社会保障 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

21 講 3/28 
地理 古堅 ヨーロッパ 

歴史 伊禮 （日）近代国家の展開 

22 講 4/4 
歴史 伊禮 （日）近代日本とアジア 

公民 伊禮 環境問題，資源・エネルギー問題，人口問題 

23 講 4/11 
地理 古堅 ロシアと周辺諸国 

公民 伊禮 国際経済 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 
歴史 伊禮 （世）2 つの世界大戦⑴ 

公民 伊禮 国際政治 

25 講 4/25 
地理 古堅 アングロアメリカ 

歴史 伊禮 （世）2 つの世界大戦⑵ 

26 講 5/9 
地理 古堅 ラテンアメリカ 

歴史 伊禮 （日）現代の日本と世界 

27 講 5/16 
歴史 伊禮 （世）戦後～現在の世界 

地理 古堅 オセアニアと両極地方 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 
歴史 伊禮 〔歴史〕演習⑴ 

公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑴ 

29 講 5/30 
公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑵ 

地理 古堅 日本 

30 講 6/6 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/20 
歴史 伊禮 〔歴史〕演習⑵ 

公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑶ 

32 講 6/27 
歴史 伊禮 〔歴史〕演習⑶ 

地理 古堅 〔地理〕総合演習 

予備 

12/28 
5/2 

6/13 
7/4 

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。 
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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」メセナ予備校 128 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 800 円 

「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400 円 

『2019 新政治・経済資料』実教出版 972 円 

「政治経済・現代社会センター分野別問題集」7 冊 メセナ予備校 1,500 円 

【倫理】「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 

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。 

毎回の授業で正誤問題のチェックテストを行います。 

【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及び正誤問題のチェックテストを行います。 

科目 
公民 

（高校） 

 

講義 土曜 科目 詳細 

1 講 10/26 
倫理 ギリシア哲学⑴ 

政治経済 民主政治の原理／日本国憲法の基本原則 

2 講 11/2 
倫理 ギリシア哲学⑵ 

政治経済 基本的人権の保障⑴ ※第 2 講のみ 18：30 までとします。 

3 講 11/9 
倫理 ユダヤ教・キリスト教・イスラーム 

政治経済 基本的人権の保障⑵ 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 
倫理 仏教 

政治経済 基本的人権の保障⑶／平和主義 

5 講 11/23 
政治経済 国会⑴ 

政治経済 国会⑵ 

6 講 11/30 
倫理 中国の思想 

政治経済 内閣／行政の民主化 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

7 講 12/7 
政治経済 裁判所⑴ 

政治経済 裁判所⑵ 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

8 講 12/14 
倫理 ルネサンス／モラリスト／宗教改革 

政治経済 選挙 

9 講 12/21 
倫理 近代の自然科学／経験論／合理論 

政治経済 政党・世論 

10 講 1/11 
政治経済 地方自治⑴ 

政治経済 地方自治⑵ 

11 講 1/18 
倫理 近代民主主義の思想 

政治経済 主要国の政治体制／国家 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 
倫理 ドイツ観念論／功利主義 

政治経済 経済主体と経済循環／企業 

13 講 2/1 
倫理 社会主義 

政治経済 市場機構⑴ 

14 講 2/8 
倫理 実存主義／プラグマティズム 

政治経済 市場機構⑵／金融⑴ 

15 講 2/15 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 
倫理 

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 金融⑵ 

17 講 2/29 
政治経済 財政⑴ 

政治経済 財政⑵／景気変動とインフレ 

18 講 3/7 
倫理 古代日本人の思想と風土／日本仏教の展開⑴ 

政治経済 国民所得 

19 講 3/14 
倫理 日本仏教の展開⑵ 

政治経済 経済体制／日本経済の歩み 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/21 
倫理 日本近世の思想⑴ 

政治経済 農業・中小企業／消費者問題 

21 講 3/28 
倫理 日本近世の思想⑵／日本の近代思想⑴ 

政治経済 労働⑴ 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

22 講 4/4 
倫理 日本の近代思想⑵ 

政治経済 労働⑵／社会保障⑴ 

23 講 4/11 
倫理 青年期の特質と課題／現代社会の諸問題 

政治経済 社会保障⑵ 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 
公民模擬テスト⑴ 

政治経済 貿易と国際収支／IMF 体制／GATT・WTO 

25 講 4/25 
政治経済 地域的経済統合／南北問題 

政治経済 環境問題・人口問題・資源エネルギー問題 

26 講 5/9 
倫理 〔倫理〕総合演習⑴ 

政治経済 国際社会／国連 

27 講 5/16 
倫理 〔倫理〕総合演習⑵ 

政治経済 国際政治動向 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 
公民模擬テスト⑵ 

政治経済 地域紛争／核軍縮 

29 講 5/30 
倫理 〔倫理〕総合演習⑶ 

政治経済 〔政治経済〕総合演習⑴ 

30 講 6/6 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/20 
倫理 〔倫理〕総合演習⑷ 

政治経済 〔政治経済〕総合演習⑵ 

32 講 6/27 
倫理 〔倫理〕総合演習⑸ 

政治経済 〔政治経済〕総合演習⑶ 

予備 

12/28 
5/2 

6/13 
7/4 

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。 
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⑻ 保健体育Ａ 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：『（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―』 

東山書房 542 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。2/22 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。2 回の専

門模擬試験以外に，1 回の実力診断模試と 3 回の保健体育模擬テストを実施しま

す。いずれも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 10/26 
中学校学習指
導要領解説 

目標／内容／指導計画の作成と内容の取扱いなど 

2 講 11/2 
高等学校学習
指導要領解説 

目標／内容／各科目にわたる指導計画の作成と内容

の取扱いなど 

3 講 11/9 体つくり運動 
知識及び運動／思考力，判断力，表現力等／学びに
向かう力，人間性等／内容の取扱い 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 器械運動 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学びに向
かう力，人間性等／内容の取扱い 

5 講 11/23 陸上競技 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学びに向
かう力，人間性等／内容の取扱い 

6 講 11/30 水泳 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学びに向
かう力，人間性等／内容の取扱い 

7 講 12/7 球技 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学びに
向かう力，人間性等／内容の取扱い 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/14 実力診断模試 

12/15（日） 実力診断模試 

9 講 12/21 武道 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学びに
向かう力，人間性等／内容の取扱い／空手道 

10 講 1/11 ダンス 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学びに

向かう力，人間性等／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 1/18 体育理論 
知識及び技能／思考力，判断力，表現力等／学び

に向かう力，人間性等／内容の取扱い 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 
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 2/1 保健分野 その 1 性格／目標／内容／内容の取扱い 

14 講 2/8 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 2/15 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 対策プリント No.1  

17 講 2/29 対策プリント No.2  

18 講 3/7 対策プリント No.3  

19 講 3/14 保健体育模擬テスト⑴ 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/21 対策プリント No.4  

21 講 3/28 対策プリント No.5  

22 講 4/4 対策プリント No.6  

23 講 4/11 保健体育模擬テスト⑵ 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 対策プリント No.7  

25 講 4/25 対策プリント No.8  

26 講 5/9 対策プリント No.9  

27 講 5/16 保健体育模擬テスト⑶ 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 対策プリント No.10  

29 講 5/30 対策プリント No.11  

30 講 6/6 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/20 対策プリント No.12  

32 講 6/27 対策プリント No.13  

予備 

12/28 
5/2 

6/13 
7/4 

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。 
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⑻ 保健体育Ｂ カリキュラム 

（本校・水曜日 19:30～21:20） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：『中学体育実技 2019―沖縄県版―』学研 787 円 

『アクティブスポーツ 2019―総合版―』大修館書店 886 円 

『ステップアップ高校スポーツ 2019』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 

『高等学校保健体育 改訂版』第一学習社 627 円 

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，翌週に解説を行います。 

科目 

保健 

体育 

（中・高・

特支） 

 

講義 水曜 テーマ 詳細 

1 講 10/30 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 11/6 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 11/13 陸上競技⑴ おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/20 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 11/27 水泳 おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

6 講 12/4 
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 12/11 
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 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/18 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 1/8 
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 1/15 
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 1/22 球技（卓球） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/29 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 2/5 
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 2/12 武道（柔道・空手道） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 

15 講 2/19 武道（剣道・相撲） おいたちと発展，基本用語，ルールと審判法 
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講義 水曜 テーマ 詳細 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/26 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 

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 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（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  

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（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  

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/27 演習⑻  

29 講 6/3 演習⑼  

30 講 6/10 演習⑽  

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/17 演習⑾  

32 講 6/24 演習⑿  

予備 

12/25 
5/6 
7/1 

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。 
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⑼ 養護教諭 カリキュラム  

（沖縄校・土曜日 15:10～18:00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材： 『2021年度版 教員採用どこでも！養護教諭試験』 一ツ橋書店 1,430円 

 指定教材（『2020年度版』でも可）とICT機器（ノートPCまたはタブレット）を，

忘れず持参してください。 

授業内容：●全30回の予定で「過去問演習A・B・C・D・E」を行います。●Aは本県で，B・

C・D・Eは県外の地方自治体で，それぞれ実施された問題です。●過去問演習に用い

る本県以外の問題は，出題型式が本県に似ていることを基準に厳選しています。●

各回の授業は，問題演習/マークシート提出（60分）⇒補足資料配布※1/採点/調べ

（20分）⇒休憩（10分）⇒成績個票配布/解説/調べ（80分）の配分で進めていきます

（3・5・7講と32講を除く）。●本校でも問題演習や補足資料の受け取りができます※2。

ただし，対面授業による解説はありません。また，マークシートが提出されれば，次回

の講義日以降に，成績個票を受け取ることができます。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
※1 主にPDF形式の文書データを，各自のノートPCやタブレットに，ローカルWiFi経

由でダウンロード，またはカードリーダー経由でコピーすることで，配布します。 

※2 本校での演習準備・マークシート提出・補足資料の受け取りは，原則として各回

の講義の時間帯（毎土曜日の15:10～18：00）に，事務窓口で済ませてください。 

・ 過去問演習は，自習室や使用可能な空き教室で行ってください。 

・ 補足資料は，毎回累積更新していきます。途中に欠席や休学があっても，後日

まとめてダウンロードやコピーをすることができます。 

科目 
養護 

教諭 

 

講義 土曜 テーマ 詳細 

1 講 10/26 
過去問演習 A 

【沖縄県】の過去問 

⑴ 平成 28（2016）年度に実施された試験 

2 講 11/2 ⑵ 平成 29（2017）年度に実施された試験 

3 講 11/9 ⑶ ※⑶の続き（解説のみ／演習なし） 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 

過去問演習 A 
【沖縄県】の過去問 

⑷ 平成 30（2018）年度に実施された試験 

5 講 11/23 ⑸ ※⑷の続き（解説のみ／演習なし） 

6 講 11/30 ⑹ 平成 31（2019）年度に実施された試験 

7 講 12/7 ⑺ ※⑹の続き（解説のみ／演習なし） 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/14 

過去問演習 B 
【北海道】の過去問 

⑴ 平成 24（2012）年度に実施された試験 

9 講 12/21 ⑵ 平成 25（2013）年度に実施された試験 

10 講 1/11 ⑶ 平成 26（2014）年度に実施された試験 

11 講 1/18 ⑷ 平成 27（2015）年度に実施された試験 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 過去問演習 B 

【北海道】の過去問 

⑸ 平成 28（2016）年度に実施された試験 

13 講 2/1 ⑹ 平成 29（2017）年度に実施された試験 
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講義 土曜 テーマ 詳細 

14 講 2/8 過去問演習 B ⑺ 平成 30（2018）年度に実施された試験 

15 講 2/15 専門模擬試験⑴ 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 

過去問演習 C 

【神奈川県】の過去問 

⑴ 平成 24（2012）年度に実施された試験 

17 講 2/29 ⑵ 平成 25（2013）年度に実施された試験 

18 講 3/7 ⑶ 平成 26（2014）年度に実施された試験 

19 講 3/14 ⑷ 平成 27（2015）年度に実施された試験 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/21 
過去問演習 C 

【神奈川県】の過去問 

⑸ 平成 28（2016）年度に実施された試験 

21 講 3/28 ⑹ 平成 29（2017）年度に実施された試験 

22 講 4/4 ⑺ 平成 30（2018）年度に実施された試験 

23 講 4/11 過去問演習 D ⑴ 平成 24（2012）年度に実施された試験 

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 

過去問演習 D 

【福岡県】の過去問 

⑵ 平成 25（2013）年度に実施された試験 

25 講 4/25 ⑶ 平成 26（2014）年度に実施された試験 

26 講 5/9 ⑷ 平成 27（2015）年度に実施された試験 

27 講 5/16 ⑸ 平成 28（2016）年度に実施された試験 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 過去問演習 D 

【福岡県】の過去問 

⑹ 平成 29（2017）年度に実施された試験 

29 講 5/30 ⑺ 平成 30（2018）年度に実施された試験 

30 講 6/6 専門模擬試験⑵ 

6/14（日） 教養模擬試験 

31 講 6/20 過去問演習 E 

【B・C・D】の過去問 

⑴ 平成 31（2019）年度に実施された試験 

32 講 6/27 ⑵ ※⑴の続き（解説のみ／演習なし） 

予備 

12/28 
5/2 

6/13 
7/4 

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。 
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⑽ 論文 カリキュラム 

（本校・土曜日・午後） 

（本校・日曜日） 

（沖縄校・金曜日） 

教科 論文 

概要 

指定教材：特になし。  

授業内容：教育的課題の解決策の提示と解説。時事的な問題や 

文部科学省、国立教育政策研究所、 

各都道府県教育員会等の公表している教育施策並びに資料等の配布と読み合わせ。 

沖縄県教育委員会の教育施策、中央教育審議会答申等の告示があった場合には迅 

速に対応します。また全国的な出題傾向に合わせて「予想」を立てて行きます。 

養護教諭・特別支援学校は別課題並びに資料の配布があります。 

 

本校・土曜日 16:30～18:20  

本校・日曜日 10:10～12:00 

沖縄校・金曜日 20：00～21:50 

講義 
本校 

土曜 

本校 

日曜 

沖縄校 

金曜 
テーマ 出典等 

1 講 10/26 10/27 11/1 小論文の型について 構成と評価 

 2 講 11/2 11/3 11/8 教育観の多様化と対応 問いサポ 

3 講 11/9 11/10 11/15 自ら学び考える児童生徒の育成 問いサポ 

11/8（金）9（土）10（日）11（月）12（火）13（水）14（木） 教養月例テスト⑴ 

4 講 11/16 11/17 11/22 めざす授業像 問いサポ 

5 講 11/23 11/24 11/29 
わかる授業のための指導方法と
その改善 

 

6 講 11/30 12/1 12/6 新しい学力観に立った評価 プロジェクト 

7 講 12/7 12/8 12/13 人間性豊かな児童生徒の育成 プロジェクト 

12/6（金）7（土）8（日）9（月）10（火）11（水）12（木） 教養月例テスト⑵ 

8 講 12/14 12/15 12/20 体験的学習への方策 方策４ 

9 講 12/21 1/5 1/10 教材研究の充実 方策２ 

10 講 1/11 1/12 1/17 学習を支える力の育成 方策４ 

11 講 1/18 1/19 1/24 
集団づくり・自習性を高める取り
組みの充実 

方策５ 

1/17（金）18（土）19（日）20（月）21（火）22（水）23（木） 教養月例テスト⑶ 

12 講 1/25 1/26 1/31 主体的・対話的で深い学び 文部科学省 

13 講 2/1 2/2 2/7 言語活動の充実 文部科学省 

14 講 2/8 2/9 2/14 生徒指導の充実 文部科学省 
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講義 
本校 

土曜 

本校 

日曜 

沖縄校 

金曜 
テーマ 詳細 

15 講 2/15 2/16 2/21 キャリア教育の充実 文部科学省 

2/14（金）15（土）16（日）17（月）18（火）19（水）20（木） 教養月例テスト⑷ 

16 講 2/22 2/23 2/28 豊かな心・命の大切さ 文部科学省 

17 講 2/29 3/1 3/6 
いじめの未然防止・早期発見・早

期対応 

いじめ対応マ

ニュアル 

  

18 講 3/7 3/8 3/13 自己肯定感 
国立教育政

策研究所 

19 講 3/14 3/15 3/20 
平成 24 年度採用試験・養護教諭 

「不登校」 
過去問演習 

3/13（金）14（土）15（日）16（月）17（火）18（水）19（木） 教養月例テスト⑸ 

20 講 3/21 3/22 3/27 学級経営 文部科学省 

21 講 3/28 3/29 4/3 安全な学校生活の実現 文部科学省 

22 講 4/4 4/5 4/10 「知識基盤社会」と「生きる力」 文部科学省 

23 講 4/11 4/12 4/17 過去問レビュー 過去問演習  

4/10（金）11（土）12（日）13（月）14（火）15（水）16（木） 教養月例テスト⑹ 

24 講 4/18 4/19 4/24 過去問レビュー 過去問演習  

25 講 4/25 4/26 5/8 過去問レビュー 過去問演習 

26 講 5/9 5/10 5/15 平成 30 年度実施・二次試験 過去問演習 

27 講 5/16 5/17 5/22 予想問題 今年のヤマ 

5/15（金）16（土）17（日）18（月）19（火）20（水）21（木） 教養月例テスト⑺ 

28 講 5/23 5/24 5/29 予想問題 今年のヤマ 

29 講 5/30 5/31 6/5 予想問題 今年のヤマ 

30 講 6/6 6/7 6/12 予想問題 今年のヤマ 

6/14（日） 教養模擬試験 

返却のみ 6/20 6/21 6/19 返却・質疑応答  

31 講 7/25 7/26 7/24 平成 31 年度実施・三次試験 過去問演習 

32 講 8/1 8/2 7/31 予想問題 徹底分析 

返却の

み 
8/8 8/9 8/7 返却・質疑応答  

予備 
12/28 

5/2 
6/13 

12/22 
5/3 
6/28 

12/27 
5/1 
6/26 

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。 

 

☆ 論文の受講クラスは固定制です。 
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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。 

 

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 

6/18 6/19 6/17 

 

 

 


