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⑵ 小学校 

・ 専門科目の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2回分を無料で配布します。 

・ 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 小学校平成 22 年度～令

和 3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。 

 

⑵ 小学校 A（本校・土曜日＝本校・木曜日＝沖縄校・火曜日） 

→カリキュラムは，p.4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，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.25～26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。 

 

指定教材 ： 

（国語）「沖縄県の小学校国語 2022」メセナ予備校 1,500円 

（社会）「ウイニングフィニッシュ 中学３年間の総まとめ 社会」好学出版 1,474円 

（算数）「高校入試数学 3年間の総仕上げ」文理 1,144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 1,210円 合計 2,420円 

（音楽）「沖縄県の小学校音楽」4冊 メセナ予備校 462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 

※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。 
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・ 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教科（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，現代文、古文または漢文から出題。小説は、場面・状況の把握が難しい問題文

が出題されます。評論は、現代的課題を扱った内容が好まれます。古文漢文は有名な文章

が出題される傾向にあります。令和２年度から古典文法が出題されました。 

 授業では小説・評論・古典分野の問題を三題～四題解いていきます。 

・ 「社会」は，令和３年実施では，学習指導要領から１問，歴史分野から１問，公民分野から１

問の計３問の出題であった（令和２年度実施に続き例年の半分の問題数）。令和２年度実施

も，学習指導要領から 1 問，歴史分野から 1 問，公民分野から 1 問の計 3 問の出題であっ

た。平成 31 年度実施では地理的分野から 1 問，歴史的分野から 2 問，公民的分野から 2

問，平成 30年度実施は地理的・歴史的分野からそれぞれ 2問，公民的分野から１問の計 6

問の出題でした。令和３年度実施の出題内容は小学校学習指導要領「第２章 各教科」「第

２節 社会」「第２ 各学年の目標及び内容」〔第３学年〕「１ 目標 （１）」，日本国憲法の制定

の歴史，地方公共団体のしくみなど基本的な問題（高校入試レベル）であった。これまでの

出題傾向を踏まえ，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。 

・ 「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・地学の各分

野から 2問ずつ計 8問が出題されます。中学校理科の範囲をしっかりと基礎固めできれば，

合格点を取ることは十分可能ですので，高校受験の参考書を利用して授業を進めます。 

なお、平成 30 年度実施の問題において、正答数不明な複択問題が登場し難易度がやや

上がりましたが、問題を精査すると、8 問中 6 問は高校受験参考書に何らかの記載があるも

のでした。しかも平成 31 年度実施の問題では難易度は平年並みに戻っています。このよう

な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。 
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・ 「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。 

・ 小学校 A では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の指定教材及び前半の授業で使用する資

料・問題を販売します（5,800円）。 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/19（土）～2/25（金），6/11（土）～6/18（土）の 2 回実施しま

す。詳細は別途資料“④ 教養月例テスト／教養模擬試験／専門模擬試験“p.30～31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。 
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⑵ 小学校Ａ カリキュラム   

（本校・土曜日 13:10～16:00） 

（沖縄校・火曜日 19:00～21:50） 

（本校・木曜日 19:00～21:50） 
教科 専門教科 

概要 

指定教材： 
【国語】「沖縄県の小学校国語 2022」メセナ予備校 1,500円 
【社会】「ウイニングフィニッシュ 中学 3年間の総まとめ 社会」好学出版 1,474円 
【算数】『高校入試数学 3年間の総仕上げ』文理 1,144円 

『沖縄県の小学校算数過去問題』メセナ予備校 
【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 1,210円/合計 2,420円 
【音楽】「沖縄県の小学校音楽」メセナ予備校 462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過去問を中心に類似問題を演習しま
す。出題傾向に即したやや難易度の高い問題を使用し、読解力の養成だけで
なく、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も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，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】【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） 

 

 
※【10/7更新】 太下線が変更箇所です。 

講義 
本校

土曜 

沖縄校

火曜 
本校

木曜 
教科 担当 詳細 

1講 10/30 11/2 11/4 
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 

2講 11/6 11/9 11/11 
算数 新里 正の数・負の数，文字と式 

社会 古堅 世界の地理 

3講 11/13 11/16 11/18 
算数 新里 1次方程式，式の計算 

算数 新里 連立方程式,比例と反比例 

11/12（金）～18（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/20 11/23 11/25 
社会 古堅 日本の地理 

算数 新里 1次関数，1次関数の利用 

※11/11（木）は 
社会・算数の順です。 
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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 

5講 11/27 11/30 12/2 
算数 新里 平面図形・空間図形，平行線と角 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

6講 12/4 12/7 12/9 
算数 新里 三角形の合同条件，平行四辺形 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

7講 12/11 12/1 12/16 
算数 新里 資料の活用，確率 

社会 古堅 日本の歴史 

12/10（金）～16（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/18 12/21 1/6 
理科 國吉 生物の世界⑵ 

理科 國吉 生物の世界⑶ 

9講 1/8 1/11 1/13 
算数 新里 多項式，平方根 

国語 津覇 過去問レビュー／読解基礎演習 

10講 1/15 1/18 1/20 
理科 國吉 地学の世界⑴ 

国語 津覇 知識問題／読解基礎演習 

11講 1/22 1/25 1/27 
社会 古堅 世界の歴史 

音楽 伊禮 音階・調 

1/21（金）～27（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/29 2/1 2/3 
算数 新里 2次方程式，2次関数 

国語 津覇 総合演習⑴ 

13講 2/5 2/8 2/10 
理科 國吉 地学の世界⑵ 

理科 國吉 地学の世界⑶ 

14講 2/12 2/15 2/17 
家庭 新里 相似な図形，平行線と比 

社会 古堅 公民⑴ 

15講 2/19 2/22 2/24 専門模擬試験⑴ 

2/18（金）～24（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/26 3/1 3/3 
算数 新里 円，三平方の定理 

国語 津覇 総合演習⑵ 

17講 3/5 3/8 3/10 
算数 新里 三平方の定理の利用，母集団標本 

国語 津覇 総合演習⑶ 

18講 3/12 3/15 3/17 
算数 新里 平成 24年度実施過去問題 

算数 新里 平成 25年度実施過去問題 

 

※12/16（木）は 
社会・算数の順です。 

※2/17（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 

19講 3/19 3/22 3/24 
理科 國吉 化学の世界⑴ 

理科 國吉 化学の世界⑵ 

3/18（金）～24（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/26 3/29 3/31 
理科 國吉 化学の世界 

社会 古堅 公民⑵ 

21講 4/2 4/5 4/7 
音楽 伊禮 和音・コードネーム 

図画工作 新里  

22講 4/9 4/12 4/14 
理科 國吉 物理の世界⑴ 

国語 津覇 総合演習⑷ 

23講 4/16 4/19 4/21 
算数 新里 平成 26年度実施過去問題 

算数 新里 平成 27年度実施過去問題 

4/15（金）～21（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/23 4/26 4/28 
社会 古堅 総合演習⑴ 

国語 津覇 総合演習⑸ 

25講 5/7 5/10 5/12 
算数 新里 平成 28年度実施過去問題 

算数 新里 平成 29年度実施過去問題 

26講 5/14 5/17 5/19 
算数 新里 平成 30年度実施過去問題 

国語 津覇 総合演習⑹ 

27講 5/21 5/24 5/26 
理科 國吉 物理の世界⑵ 

音楽 伊禮 拍子・楽曲・楽器その他 

5/20（金）～26（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/28 5/31 6/2 
算数 新里 平成 31年度実施過去問題 

算数 新里 令和 2・3度実施過去問題 

29講 6/4 6/7 6/9 
理科 國吉 物理の世界⑶ 

国語 津覇 総合演習⑺ 

30講 6/11 6/14 6/16 専門模擬試験⑵ 

6/11（土）～18（土） 第 2回専門模試・教養模擬試験 

31講 6/25 6/21 6/23 
算数 新里 総合演習⑴ 

国語 津覇 総合演習⑻ 

32講 7/2 6/28 6/30 
社会 古堅 総合演習⑵ 

算数 新里 総合演習⑵ 

※4/5（火）は 
図工・音楽の順です。 

※3/31（木）は 
社会・理科の順です。 

※6/28（火）は 
算数・社会の順です。 
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予備 
12/25 
4/30 
7/2 

12/28 

5/3 

12/23 

5/5 
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。 

☆ 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，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.25～26をご覧ください。 

 


