
時事通信出版局の2020年度教員採用試験対策講座

公開ゼミ
基礎から県別対策まで６タイプのゼミを組み合わせて，

合格力をステップアップ！
「教職教養」は頻出事項のポイントを分かりやすく解説しますので，
これから本格的に学習を始める方に最適のゼミです。

「論作文」はテーマの捉え方や文章構成法など執筆の基本を徹底
指導。合格答案の書き方のイロハを学びましょう。
No. ゼミ名 日時 会場 受講料

A-1 教職教養 2018年11月17・18日
時事通信社

32,000円

A-2 論作文 2018年11月25日 12,000円

教職・一般教養の自治体対策は本ゼミで完成！ 本試験そっくりの
予想問題をもとに解説講義を受けるスタイルですので，自治体
対策はこれで完璧。最新の教育時事やローカル問題にも対応し，
総仕上げとして最適です。
No. ゼミ名 日時 会場 受講料

D-1 大阪エリア対策 2019年6月9日 愛日会館

22,000円

D-2 千葉県・市対策 2019年6月16日

日本
教育会館

D-3 神奈川エリア対策 2019年6月16日

D-4 埼玉エリア対策 2019年6月23日

D-5 東京都対策 2019年6月23日

D　県別予想問題ゼミA　学習スタートゼミ　

苦手領域を克服する本ゼミでは，一般教養・専門教養（小学校）
で出題される「数学」「理科」の頻出事項を完全マスター！

「面接」では全自治体対応で，１・２次で課される面接試験に対応
したトレーニングを行います。

No. ゼミ名 日時 会場 受講料

B-1 数学 2019年2月23日

時事通信社

16,000円

B-2 理科 2019年2月24日 16,000円

B-3 面接 2019年6月9日 22,000円

論作文の自治体対策は本ゼミで決まり! 出題傾向に即した，オー
ル予想課題での執筆＆添削ですので，合格に直結した論作文ト
レーニングが可能です。論作文対策の締めくくりとして本ゼミを
フル活用してください。

No. ゼミ名 日時 会場 受講料

E-1 東京都対策 2019年4月28日・
5月12日・19日

日本
教育会館 20,000円E-2 埼玉県・さいたま市対策 2019年4月28日・

5月12日・19日

E-3 神奈川県・横浜市・川崎市
対策

2019年4月28日・
5月12日・19日

教職・一般教養の自治体対策は本ゼミでスタート。「県別プレ模試」
で実力チェック後，頻出事項の解説講義を受けるスタイルですの
で，出題傾向の把握や弱点補強に最適です。本ゼミで自治体対
策のスタートを切りましょう!
No. ゼミ名 日時 会場 受講料

C-1 千葉県・市対策 2019年3月9日

時事通信社 20,000円
C-2 東京都対策 2019年3月10日

C-3 埼玉エリア対策 2019年3月16日

C-4 神奈川エリア対策 2019年3月17日

２次の面接対策は，例年人気の高い本ゼミで総仕上げ! 自治体別
に編成された少人数クラスで，本試験に対応した面接を実施。個
別に改善点を徹底指導しますので，自信を持って本試験に臨むこ
とができます。

No. ゼミ名 日時 会場 受講料

F-1 埼玉県，千葉県，神奈川県，
横浜市，川崎市，相模原市対策　2019年8月4日 未定

22,000円
F-2 東京都対策 2019年8月11日 未定

E　県別論作文ゼミ

F　県別面接ゼミ

B　特訓攻略ゼミ

C　県別スタートゼミ
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A-１　教職教養
教職教養の頻出事項を厳選して解説＆類題演習で完全マスター。
覚えるべきポイントを分かりやすく徹底解説しますので，合格力の
短期完成を目指せます。
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日　程 2018年11月17・18日（土・日）
時　間 9:30～16:40

科　目 教育原理②，教育心理②，教育法規②，
学習指導要領①，教育時事①

受講料 32,000円
会　場 時事通信社

A-２　論作文	
頻出の執筆テーマを解説し，テーマに正対した執筆の方法を学習。
序論・本論・結論のスタイルを学び，分かりやすい文章の書き方
を身に付けましょう。当日は講師の指導を受けながら実際に執筆も
行い，後日，添削答案を返却します。

Ａ
ー
２

日　程 2018年11月25日（日）
時　間 10:30～16:10
科　目 講義②，執筆①
受講料 12,000円
会　場 時事通信社
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Ｃ-１　千葉県・市対策
学習指導，生徒指導，特別支援教育など幅広い教育原理の頻出事
項をチェック。千葉県特有のローカル資料にも対応できるようにし
よう。
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日　程 2019年3月9日（土）
時　間 9:30～16:40

科　目 千葉プレ模試（40分）＋教育原理②，教育法規①，
教育時事①

受講料 20,000円
会　場 時事通信社

Ｃ-２　東京都対策
教育法規の出題傾向をつかんで，類題演習をするのがポイント。
得点源となる心理や原理に加えて，ローカル問題の傾向もチェック
しておこう。
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日　程 2019年3月10日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 東京都プレ模試（60分）＋教育原理･学習指導要領①，
教育心理①，教育法規①，教育時事①

受講料 20,000円
会　場 時事通信社

Ｃ-3　埼玉エリア対策
頻出の「生徒指導提要」や特別支援教育の出題を理解するのがポイ
ント。また幅広い一般教養の傾向をつかんで効率よく学習を進めよ
う。
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日　程 2019年3月16日（土）
時　間 9:30～16:40

科　目 埼玉プレ模試（60分）＋教育原理①，教育法規①，
教育時事①，数学・理科①

受講料 20,000円
会　場 時事通信社

Ｃ-4　神奈川エリア対策
心理や法規の定番の頻出事項を理解して，確実に得点できるように
しよう。一般教養の傾向もしっかりつかんで，合格ライン突破のポ
イントを理解しよう。
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日　程 2019年3月17日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 神奈川プレ模試（60分）＋教育原理①，教育心理①，
教育法規①，数学・理科①

受講料 20,000円
会　場 時事通信社

Ｂ-２　理科
専門教養・小学校（理科）と一般教養・理科（物理・化学）のうち，
力学，電流，化学反応などを１日かけて克服するゼミ。苦手分野を
分かりやすく懇切・丁寧に指導します。
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日　程 2019年2月24日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 力学①，電流と磁界①，化学反応①，
物質の状態①

受講料 16,000円
会　場 時事通信社

Ｂ-３　面接	
志望自治体で課される試験形式に合わせてクラス分けをし，本番さ
ながらの面接を実施。個人面接の質問への対応など，ベテランの
面接官の的確なアドバイスで，面接のコツを身につけてください。
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日　程 2019年6月9日（日）
時　間 9:20～16:40
科　目 集団面接・集団討論・個人面接・模擬授業など
受講料 22,000円
会　場 時事通信社

Ｂ-１　数学	
専門教養・小学校（算数）と一般教養・数学のうち，図形，確率，
関数などを１日かけて克服するゼミ。苦手分野を分かりやすく懇切・
丁寧に指導します。
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日　程 2019年2月23日（土）
時　間 9:30～16:40
科　目 式と計算①，関数①，図形①，確率①
受講料 16,000円
会　場 時事通信社

★さらに，オプションで「単元指導計画」「学習指導案」の添削も！ 
「B-3  特訓攻略ゼミ 『面接』」では，単元指導計画，学習指導案の添削を別途承ります。当日参加された方だけの特典です。

この機会をご活用ください！（別途添削料2,000円がかかります）

※１コマは70分です。
※「県別対策プレ模試」は2018年６月に実施した県別対策模試と同問題です。
◆当日受験していただいた「県別対策プレ模試」は４月中旬に成績分析をしてお返しいたします。
◆「県別対策プレ模試」（３月３日実施・自宅受験のみ）との重複受験にご注意ください。
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Ｄ-１　大阪エリア対策
出題の半数を占める思考力・判断力に関する問題の攻略がカギ。
教職に関する内容もまんべんなく出題されるので，予想問題でマ
スターしよう。
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日　程 2019年6月9日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 思考力・判断力に関する問題②，教育原理①，
教育法規①

受講料 22,000円
会　場 愛日会館

Ｄ-３　神奈川エリア対策
各領域からまんべんなく出題される教職教養は頻出事項をとらえて
マスター。必出事項をこのゼミでしっかり押さえ，予想問題で合格
点を超える実力を身につけよう。
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日　程 2019年6月16日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 教育原理・学習指導要領①，教育法規①，
教育心理①，数学・理科①

受講料 22,000円
会　場 日本教育会館

Ｄ-4　埼玉エリア対策	
基本問題を取りこぼさないように頻出事項を着実に押さえておくの
がポイント。法規や原理に加えて，教育時事やローカル問題の予
想問題で差をつけよう。
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日　程 2019年6月23日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 教育原理①，教育法規①，教育時事①，
数学・理科①

受講料 22,000円
会　場 日本教育会館

Ｄ-２　千葉県・市対策	
教育原理は幅広い領域から，様々な資料をもとに出題されます。
よく出るローカル資料や新学習指導要領，教育原理もマスターして，
合格を勝ち取ろう。
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日　程 2019年6月16日（日）
時　間 9:30～16:40
科　目 教育原理②，教育法規①，教育時事①
受講料 22,000円
会　場 日本教育会館

Ｄ-5　東京都対策	
出題数の多い法規だけでなく，ほかの領域もしっかり得点する必要
があります。本ゼミで出題傾向をつかみ，予想問題で得点できる
ようにしよう。
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日　程 2019年6月23日（日）
時　間 9:30～16:40

科　目 教育原理②，教育原理・学習指導要領①，
教育時事①

受講料 22,000円
会　場 日本教育会館
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Ｅ-１　東京都対策
東京都の論作文で「合格ライン」を越える力は一朝一夕では身に
付きません。テーマに正対する方法と文章構成法を徹底指導。本
ゼミで合格力を完全マスターしましょう！

Ｅ
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日　程 2019年4月28日，5月12日，5月19日（日）
時　間 13:00～16：10
科　目 講義③，執筆③
受講料 20,000円
会　場 日本教育会館

Ｅ-２　埼玉県・さいたま市対策
埼玉県とさいたま市に対応した予想テーマの解説＆執筆で合格を目
指します。新学習指導要領のキーワードや教育課題に対する取組な
ど，頻出テーマとして理解しておくべき事項についても説明します。
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日　程 2019年4月28日，5月12日，5月19日（日）
時　間 13:00～16：10
科　目 講義③，執筆③
受講料 20,000円
会　場 日本教育会館

Ｅ-3　神奈川県・横浜市・川崎市対策	
神奈川県・横浜市・川崎市に対応した予想テーマの演習を実施。
各自治体の特徴を捉えた書き方や適切な実践例について学習しま
す。設定字数に応じて説得力のある文章を書けるようにしましょう。
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日　程 2019年4月28日，5月12日，5月19日（日）
時　間 13:00～16：10
科　目 講義③，執筆③
受講料 20,000円
会　場 日本教育会館
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Ｆ-２　東京都対策
東京都の２次試験に即して集団面接・個人面接を実施。校種別にク
ラス編成をして，徹底トレーニングします。集団面接でのコミュニ
ケーション力や個人面接のコツを指導します。
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日　程 2019年8月11日（日）
時　間 9：20～16：40
科　目 集団面接・個人面接
受講料 22,000円
会　場 未定

Ｆ-１　埼玉県，千葉県，神奈川県，横浜市，
								川崎市，相模原市対策　	
埼玉県，千葉県，神奈川県，横浜市，川崎市，相模原市の２次試
験で課される内容に特化して実施。“キラリと光る”受け答えを身に
付けて，自信を持って試験に臨もう！

Ｆ
ー
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日　程 2019年8月4日（日）
時　間 9：20～16：40
科　目 集団面接・個人面接など
受講料 22,000円
会　場 未定

５月13日（月）までにインターネットまたは郵便振替でお申し込みの方は，
自宅または公開模擬試験の会場で県別対策模試を受験していただけます。
※指定日を過ぎてのお申し込みや，当日会場でのお申し込みの場合は，講座の当日にお渡
　ししますが，成績分析処理はできかねますのでご了承ください。

D：県別予想問題ゼミ	受講特典
６月実施の「県別対策模試」
（約3,000円相当）を進呈！



1インターネット経由でのお申し込み
　弊社ホームページ（http://book.jiji.com）でお申し込み後，コンビニ，楽天Edy，じぶん銀行もしくはPay-
easy，クレジットカードでお支払いください。詳しくは，弊社ホームページをご確認ください。
　なお，インターネット経由でのお申し込み期限は，講座開講日の１週間前までです。

※メールアドレス（携帯メール可）をお持ちでない方はお申し込みできません。
※お支払い確認後，受付完了となります。予約番号取得の段階では受付完了とはなりませんので，ご注意く

ださい。
※受講料のほかに，決済手数料がかかります。
※「特訓攻略ゼミ『面接』」「県別面接ゼミ」はインターネット経由でのお申し込みはできません。

2郵便振替でのお申し込み
　雑誌『教員養成セミナー』巻末の専用振替用紙【公開ゼミのお申込書】の通信欄に下記の必要事項をご記入の
上，受講料を郵便局からお振込みください（この場合，手数料は弊社負担です）。
　郵便局備え付けの振替用紙をご利用の場合は，下記の必要事項をご記入の上，受講料を郵便局からお振込み
ください（別途，手数料がかかります）。

《必要事項》
　口座番号：00130-9-25620　　
　加入者名：時事通信出版局　内外教育研究会
　通信欄：氏名，郵便番号，住所，電話番号，受講講座名，志望自治体・校種，   メールアドレス，
　　　　　県別予想問題ゼミお申し込みの方は模試の受験会場（自宅または会場名）

時事通信出版局 教育事業部
〒104-8178 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル
TEL：03-5565-2162　FAX：03-5565-2169
URL：http://book.jiji.com/　E-mail：zemi-s@book.jiji.com
※お電話によるお問い合わせは平日（月〜金）の10：00〜18：00にお願いいたします。

通信講座（@じぶんゼミ）受講生への割引特典
弊社の「@じぶんゼミ」を現在受講されている方は，すべてのゼミを10％割引いたします。
振替用紙に「@じぶんゼミ」の受講生番号を明記し，郵便振替でお申し込みください。

【面接ゼミのお申し込み方法】
　郵便振替でお申し込みください。
　右記期間にお申し込みの場合は，電話予約が必要となります。
　（この期間よりも前の場合は，電話予約の必要はありません）
　氏名，住所，志望自治体 ･ 校種，電話番号などをお聞きします。
　電話予約の後，受講料をお振り込みください。
　なお，定員に達した場合は，お申し込みを締め切らせてい た

だきます。
　●受付電話番号：03-5565-2162
　●受付時間：月～金曜日 10:00～18:00

電話予約が必要となる期間

特訓攻略ゼミ「面接」 5月29日（水）～6月7日（金）

県別面接ゼミ「埼玉県・千葉
県・神奈川県・横浜市・川崎
市・相模原市対策」

7月24日（水）～8月2日（金）

県別面接ゼミ「東京都対策」 8月5日（月）～8日（木）

公開ゼミ お申し込み方法

注意事項
※書店・生協からのお申し込みはできません。
※お申し込み後の返金には応じられません。受講料はお間違いのないようにお願いします。
※各ゼミとも，定員に達しましたら，お申し込みを締め切らせていただきます。
※入金が確認でき次第，受講生証をお送りいたします。
※教材は開講日にお渡しいたします。
※カリキュラムは，採用試験動向に合わせて変更になる場合があります。
※お申し込み時にご記入いただく個人情報は，当会にて厳正かつ適正に管理の上，当該ゼミおよび弊社主催の　
　教員試験関連事業以外での利用はいたしません。
※教材に乱丁などがあった場合は，すぐにお取替えいたします。


