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2021（令和 3）年度 教員採用試験プレ講座 要項 

 

受講の申込 

☆ 受講の申込は，本校・沖縄校の事務窓口で受け付けます。 

☆ 受講申込書に入学金・教材費・授業料をそえて提出してください。 

☆ 9/14（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。 

期間 

令和 2年 9月 26日（土）～令和 2年 10月 17日（土） 〔毎週土曜日・全 4回〕 

 

開講科目／時間割 

・ 開講科目 

⑴ 教養（教職教養のみ） 

⑵ 小学校（算数・国語・社会・理科） 

☆ プレ講座は，本校のみで実施されます。 

 

料金 

⑴ 入学金・・・なし。 ※ 「本講座」を申し込む際には，入学金が必要です。 

⑵ 教材費・・・なし。 ※ 配布するテキスト・資料は授業料に含まれています。 

⑶ 授業料 （9/26から受講の場合） 

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 10,200 

2科目 教養＋専門小学校 18,400 

・ 教養・専門小学校とも 1回 2,550円の料金です。2科目目は 2,050円です。 

・ 時間割 

土曜日 

9：10 

～12：00 
教養 

13：10 

～16：00 
小学校 
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⑷ 授業料に関する注意事項 

① 退学する場合は，必ず事前に「退学届」を提出するか，電話またはメールで連絡をくださ

い。事後の場合は欠席扱いとなり，授業料が発生します。 

② 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。 

③ 授業料は受講開始日からの日割り料金です。ただし，欠席による割引・返金はありませ

ん。 

※ 暴風警報・講師病欠などによる休講の場合には，10/24（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。 

④ 新規の方で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。 

→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）。 

 

退学届・科目変更届 

途中で受講をやめる場合には「退学届」を提出してください。 

また，1 科目を 2 科目に増やすなど受講科目を変更する場合は，「科目変更届」を提出し

てください。 

いずれも，事前に届け出てください。 

 

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。 

電話又はメールでお問い合わせください。 

日割り料金のため，追加受講の場合は，体験受講も含めての授業料計算となります。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４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。10/31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。 

 

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４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」，「教育史」「教育心理」，「教育原理」

「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，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。2020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。2020年度の授業で使用した『学習指導要領テキスト⑴』を配布します。 

・「教育史」「教育心理」1回 

過去問題を確認して傾向をつかみ，「教育史」「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。 

・「教育原理」「生徒指導文書」1回 

過去問題を確認して傾向をつかみ，「教育原理」は「教授・学習理論」を中心に，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」のうち 2科目（80分×2）ずつ実施します。 

・ 算数を 4回，国語 2回，理科 1回，社会 1回の授業です。 

・ 「国語」は，中学校高等学校の教科書に準拠して出題されます。「基本事項」を問う問題が

主ですが、その範囲が広いため対策は「広く浅く」様々な問題に取り組むことが大切です。

早くから授業に参加することは「一日の長」があります。小説は場面の把握、表現・技法が

ポイントです。評論文は段落構成、内容合致、古文は文法、漢文は対句表現を把握するこ

とがカギになります。 

・ 「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，令和 2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います。高校レベルからの出題，８問中 6問の

複択式（と同時に選択肢も増加）など，明らかに難化した平成 30年度実施採用試験と比較

すると，平成 31 年度実施採用試験はやや落ち着いたものとなりました。令和 2 年度は，コ

ロナ禍による時間短縮により，問題数が 4 問と半減し，基本的事項を問うものが並びました。

つまり，その内容は基礎的・基本的な内容の正しい理解が前提となっており，その部分が

あやふやな状態では決して得点できない内容となっています。そこで今回も，2 年分の過

去問を通して基礎をきちんと振り返ります。 
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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」，「教育史・教育

心理」・「教育原理・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 9/26 教職教養 伊禮 
過去問題分析と学習法 

教育法規 

２講 10/3 教職教養 古堅 教育史・教育心理 

３講 10/10 教職教養 伊禮 学習指導要領 

４講 10/17 教職教養 古堅 教育原理・生徒指導文書 

予備 10/24    
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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】令和 2年度・平成 31年度実施採用試験問題 

【社会】令和 2年度・平成 31年度実施採用試験問題 

【理科】令和 2年度・平成 31年度実施採用試験問題 

【算数】令和 2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 
本校 

土曜午後 
教 科 担 当 詳細 

1講 9/26 
算数 新里 数の概念，比の過去問題 

理科 國吉 令和 2・平成 31年度実施過去問題 

2講 10/3 
算数 新里 面積の過去問題 

国語 津覇 令和 2年度実施過去問分析（小説文・古文） 

3講 10/10 
算数 新里 相似の過去問題 

社会 古堅 令和 2・平成 31年度実施過去問題 

4講 10/17 
算数 新里 令和 2年度実施過去問題 

国語 津覇 平成 31年度実施過去問分析（評論文） 

予備 10/24 
   

   

 

 

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，twitter でもお知

らせします。 

http://www.mecenat-yobiko.jp/ 

 


