
広島大学消費生活協同組合 協力：広島大学グローバルキャリアデザインセンター

2021
受験用

“ 教員になりたい広島大学生 ”
のための教員試験対策講座

教員採用試験
対策講座 2021 年 2月9月

開講

効率的な勉強を支える
教材と専門の講師による

万全の一次対策

面接・集団討論・
模擬授業講義＋練習で
充実の二次対策

効率的な試験対策だけでなく、教員になった後の実践力も養います



2 月～ 3 月

教職教養の科目ごとに専門の講師が講義を行います。
ポイントが明確・オリジナルの教材で効率的な学習が
行えます。
講義はオンラインで行うため、自宅から PC で受講す
ることができます。先生への質問は学内事務局を通し
てメールで気軽に行えます。定期的にオンラインで相
談会も実施します。

教職教養の知識を固める

総合対策コースでは、採用試験の最終合格のため教職教養
分野の知識事項の習得状況を確認できる「教職教養月例テス
ト」を講座期間内に実施します。また小テスト、実力確認模
試を実施します。
※�月例テスト（小論文）、実力確認模試（一般教養）、実力
確認模試小学校全科はオプションでのお申込みが可能で
す。

知識定着を確認できる月例テスト・模擬試験

4 月～ 8 月

試験までに学んだ知識をしっかり定着させていきましょう。
教職教養を早めに仕上げて、専門科目の勉強に着実に取り組みは
じめることも一次試験合格に重要です。
教員講座にはオプションで小学校全科対策・中高専門科目対策や
広島県対策を付けることができます。

教職教養仕上げ専門科目の勉強

講座本編最後の人物試験対策講座を皮切りに、
個別面接、模擬授業等の対策を実施します。

講師と二次試験対策練習

教員採用試験合格まで
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採用試験出願時に提出する「自己アピール」や「志望動機」について、
経験豊富な講師が個別対応します（4 月～ 5 月に実施）。
※総合対策コース対象

出願書類対策個別指導

１次試験前、1 次試験終了後、各地域の試験内容に応じて、「個人面接」「模擬授業」「場面指導」な
どの対策を個別に実施します（時間帯別にグループを組んで、講義とは別に個別演習を実地指導）。
※総合対策コース対象

１次試験対策個別指導・２次試験対策個別指導

広島大学生協教員講座の特長

高効率カリキュラムとオリジナルテキスト
講座のカリキュラムは現役の大学生に最適化されています。「知識がつなが
る、理解が進む講義」を旗印に、教職教養分野の講義では、オリジナルテ
キストを用いた、知識同士を関連させることに重点を置いた講義を展開し、
知識の確実な理解と定着を目指します。独学よりもはるかに効率的に本試
験で確実に得点できる力を身につけることができます。

合格する受講生の多くが人物試験対策練習をフル活用しています。個人・集団面接、集団討論、模擬
授業、場面指導など、１人で対策しにくく、学生には気づかない分野を、面接官役の講師が丁寧に指
導します。※総合対策コース対象

人物試験対策

講座を担当する
プロ講師陣

教員試験対策のプロの講師陣による講義で
効率的な学習をサポートします。

講座では、受講生限定でＷＥＢ配信をしています｡
欠席したとき､ また復習したいときに､ いつでも自分のペースで
繰り返し学習することができます。

いつでも学習できるＷＥＢストリーミング

神谷�正孝�先生 金子�信夫�先生 山谷�真�先生 加藤�昌宏�先生

ＷＥＢ
ストリーミング
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総合対策コース

オプション（別途お申込み）
◆�専門科目講座 ( ストリーミング )………………………………………………………17,600円
※テキストは市販教材を使用します（国・社・英）
※数学以外は，1コマの時間配分が異なりますが，合計で 10時間となります

◆�小学校全科対策講座 ( ストリーミング )………………………………………………47,800円
◆�広島県対策講座…………………………………………………………………………24,000円
◆�月例テスト�（全３回添削料込）…………………………………………………………5,280円
◆�実力確認模試一般教養（全３回）………………………………………………………5,520円
◆�実力確認模試小学校全科（全３回）……………………………………………………5,520円

対策内容

対策期間
2021 年 2月～ 2021 年 7月

受講料

受講料�160,000円

合計 154 コマ（合計 144 時間）

科目 開講形態 時間（分） コマ数

学習指導要領 ウェビナーライブもしくは上映会 45 16
教育原理 ストリーミング 45 16
教育史 ウェビナーライブもしくは上映会 45 4
教育心理 ウェビナーライブもしくは上映会 45 14
教育法規 ウェビナーライブもしくは上映会 45 28

教育時事（ＡＬＣ含む） ストリーミング／
ウェビナーライブもしくは上映会 45 14

教職教養合計 92

教職教養

ガイダンス・人物対策

科目 開講形態 時間（分） コマ数

学習ガイダンス（総合） ウェビナーライブもしくは上映会 45 2

人物対策概論 ストリーミング
ウェビナーライブもしくは上映会 45 16

2 次試験ガイダンス ウェビナーライブもしくは上映会 45 4
ガイダンス・人物対策合計 22

演習コンテンツ

科目 開講形態 時間（分） コマ数

演習講座教育原理 ストリーミング 45 6
演習講座教育心理 ストリーミング 45 6
演習講座教育法規 ストリーミング 45 6
要点解説・演習教育時事 ストリーミング 45 6
直前教育原理 ストリーミング 45 4
直前教育心理 ストリーミング 45 4
直前教育法規 ストリーミング 45 4
直前教育時事 ストリーミング 45 4
演習コンテンツ合計 40

オプション：小学校全科講座

科目 開講形態 時間（分） コマ数

小学校全科国語 ストリーミング 45 2
小学校全科英語 ストリーミング 45 2
小学校全科社会 ストリーミング 45 4
小学校全科算数 ストリーミング 45 6
小学校全科理科 ストリーミング 45 12
小学校全科（音・図・家・体） ストリーミング 45 8
小学校全科合計 34

オプション：中高専門科目対策

科目 開講形態 時間（分） コマ数

中高国語 ストリーミング 60 10
中学社会 ストリーミング 60 10
中高数学 ストリーミング 60 10
中高理科 ストリーミング 60 10
中高英語 ストリーミング 60 10
養護教諭 ストリーミング 60 10
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よくある質問Ｑ＆Ａ

講義を視聴するために何が必要ですか？Ｑ

上述の通り、ZOOM等を用いた配信となります。
したがって、インターネット環境は必須です。
ストリーミング配信は、スマートフォン、タブレット、ノート PCな
どの端末で問題なく視聴可能です。

Ａ

質問等への対応はどのようになりますか？Ｑ

質問への対応は、生協担当者を介して、メールなどを通じて対応します。映像講義の中でわからな
い点などは、気軽に質問してください。

Ａ

講義の録画は可能ですか？Ｑ

著作権上の問題もあるので、録画はできません。
ストリーミングは受講期間中、何度でも視聴することが可能です。

Ａ

自分のペースで学習できるか不安ですＱ

講座をペースメーカーにすることで、対策のリズムができます。
また、定期的な小テストや、問題演習解説の講義も用意していますの
で、大まかに「いつまでに何を」学習しておくべきかというスケジュー
ルが立てられます。
さらに、「ライブ講義配信」スケジュールから逆算して受講計画を立
てることで、無理なく対策を講じることが可能です。

Ａ

講義はどのような形で行われるのですか？Ｑ

講義は ZOOMを用いたウェビナーもしくはミーティングにて、スタジオでの講義をライブ配信す
る「ライブ講義配信」形態と、収録した講義を決められた時刻に配信する「疑似ライブ配信」形態、
収録した講義をウェブ上でいつでも好きな時に視聴可能な「ストリーミング配信」形態の 3つを組
み合わせて行います。
「ライブ講義配信」「疑似ライブ配信」にて配信済みのコンテンツは、配信終了後に、アーカイブへ
保管され、「ストリーミング配信」形式で提供します（期間中、好きな時に見放題）。「ライブ講義配信」
では参加型のコンテンツも準備されており、受講生は ZOOMを通じて他の参加者とディスカッショ
ンなども実施します。

Ａ

ライブ講義配信
◆�スタジオでの講義をライブ配信
◆�ZOOMを通じて他の参加者とディスカッションなども実施

疑似ライブ配信
◆��収録した講義を決められた時刻に
配信

ストリーミング配信
◆��ウェブ上でいつでも好きな時に�
視聴可能
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合格者の声
愛媛県中学校理科�採用 教育学部第二類自然系コース�神田 滉貴�さん

　私はこの講座を受講するまで教員採用試験に関して無知であり、何から始めたら良いのかも分からない状
態でした。そこで、少しでも早くスタートを切りたい、危機感を持たなければならないと思い、教員採用試
験講座を受講しました。今思い返すと、その決断がなければどうなっていたかと不安になります。
　受講生はみんな明確な目標を持っており、ともに面接練習をしたり、テストで競ったりして切磋琢磨しま
した。講師の先生方にも日々の講義や面接練習、自己 PRや面接カードの添削など全力でサポートしていた
だきました。他にも、要点を押さえた充実したテキストや合格した先輩方との交流などの魅力もあります。
　この講座で異なる校種・教科を目指す仲間と一緒に努力したことで、考えの幅も広がり、本番も自信を持っ
て臨むことができたと思っています。皆さんも教員採用試験講座をきっかけにして是非合格を勝ち取ってく
ださい。応援しています！

福岡県北九州市中学校理科�採用 教育学部第二類自然系コース�石元 宏佳�さん
　3年生の終わり頃、教員採用試験に向けて何を勉強したらいいのか分からず困っていた時に、この生協教
員採用試験対策講座を見つけ、受講することにしました。
　私が 1番、この講座を受講して良かったと思う点は、自治体によって面接や模擬授業の傾向が違う中で自
分で調べたり、先輩方に聞くだけでは不安だったのですが、この講座では受ける自治体に合わせてプロの先
生方が面接や模擬授業の練習をしてくださり、たくさん褒めていただいたり、具体的な改善策を一緒に考え
てくださいました。また、講座でもらったアドバイスや練習の仕方を生かして、一緒に講座を受けていた友
達や同じ自治体を受験する友達と繰り返し練習し、自信をつけることができました。
　是非皆さんも積極的に講座に参加して、共に頑張れる仲間や的確にご指導してくださる先生方と一緒に素
敵な教員を目指して頑張ってください！応援しています！！

和歌山県高校地理歴史�採用 教育学部第二類社会系コース�西山侑利さん
　教員採用試験を受けて 1番大だとに思ったことは、早くから勉強しておくことです。本講座はその点にお
いて、良かったと思います。なぜならば、講座があることによって教職教養を勉強する機会が（強制的に）
与えられるからです。「自分で教職教養も勉強すればいい。」と考えるかもしれませんが、教職教養は自分の
専門科目を勉強するよりも退屈で思わず、勉強していて楽しい専門の勉強をしてしまいます。そうなると、
教職教養の勉強がおろそかになってしまいます。また、講師の方々も丁寧に教えて下さるので分かりやすかっ
たです。
　面接練習などについては、私は県人会などで練習して、テストという捉え方で本講座の面接練習を受けま
した。学生同士では気づくことができなかったことや採用する側の考え方を知ることができました。教員は
学び続ける職業です。その第一歩として教員採用試験の勉強を頑張ってください。

高知県高校数学�採用 理学部数学科�三瀬 陽友�さん
　私は、県人会 (同じ県を受験する人が集まるグループ )と教員採用試験対策講座で受験対策をしていました。
その中で、教員採用試験対策講座を受講して良かったと思う点は、まず、経験豊富な講師の先生方と人物対
策ができたことです。教採対策に関して経験豊富な講師の先生方は、県が抱えている課題や、求めている人
材なども教えてくださります。また、教育現場で経験されたお話を聞き、教員になりたいという思いがさな
り強くなりました。次に、他の受講生とのグループワークや討論ができたことが良かったと思います。私の
受験した県では、グループワークや討論の試験はありませんでしたが、それに参加することによって、視野
を広げたり、自分の考えを深めることに繋がったと思います。この講座のおかげで、約 8ヶ月間、勉強のモ
チベーションを保ち続け、成長することができました。仲間と共に合格に向けて頑張ってください！
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広島県中学校社会科�採用 教育学部第二類社会系コース�柳田純椰�さん
「教採は情報戦」という言葉を耳にし、早速、私は教職科目と専門科目の過去問分析から始めました。教職科
目では、よく出題される法規や答申は何か、逆に未だ出題されていない答申、法規は何かなど、徹底的に分
析していきました。また、私が受験した年は移行期間であったため、教職科目は全て新学習指導要領で対策
を進めました。この際、闇雲に行うのではく、過去出題された内容に関連する内容や改訂箇所を中心に対策
しました。これは本当に大変でしたが、「教員になった時に必ず役に立つんだ！」というモチベーションで諦
めずに取り組みました。
　生協の対策講座では、1次試験はもちろんのこと、志望理由書の指導及び２次試験対策も充実していまし
た。受講前は、理想とする教師像など定まっていませんでしたが、現場を知る講師の方々からのご指導や受
講生同士の活動を通して、私の教員像も明確に定まり、いい意味で教職に対する見方・考え方も変わりました。
生協の対策講座は、教採に合格するのに役に立つだけでなく、合格後より良い教員になるためにも役に立つ
素晴らしいものだと思います。
　新しい令和の時代にふさわしい教員になれるよう、皆さんも頑張ってください。

広島市中学校理科�採用 理学部物理科学科�辻 彩菜�さん
　教員採用試験に向けて何を勉強したらよいのかと迷っているときに、教員採用試験対策講座の説明会に参
加しました。自分の周りには教員を目指す人が少なく、1人で黙々と勉強することが苦手な私は、教員を目
指す仲間と一緒に授業を受けるスタイルの講座は、モチベーションを上げることができると思い、受講を決
めました。
　講座では教職教養についてしっかり学ぶことができ、また、小テストや月例テストなどで自分の実力を確
認することができます。今何が足りないかというのがわかり、勉強する意欲がわきました。
2次試験対策でも、自分が受験する自治体の試験に合わせた対策をしていただき、本番は自信をもって面接・
模擬授業をすることができました。
　受講して、教員になった後も必要な知識を得ることができたと思っています。今から試験を受ける皆さん、
ぜひ講座を活用して教員採用試験に臨んでください。

講座担当講師からメッセージ

　コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、来夏の試験を受験される皆さんは、不安を感じているこ
とと思います。当講座も本来であれば、対面で実施すべきではありますが、オンラインでの実施となりまし
た。コロナ禍の中で、私たち講師陣も講座の実施方法や講義の方法などについて、50 回以上の試行を重
ね、コロナ時代の講座の在り方を模索して来ました。
　この度、広島大学内で実施する講座は、これまでの試行錯誤から導き出した、「新しい時代」の講座です。
集中できるように、1コマ当たりの内容を精査するとともに、できるだけ双方向性を生かしたコンテンツに
することや生講義に近い形での配信など、随所に工夫を凝らしました。
　オンライン講座でありながら、受講の満足度も高め、合格に近づける、そのような講座になっていると自
負しています。合格は教職人生のスタートライン。最短でそこにたどり着けるよう、この対策講座があります。
ぜひ一緒に頑張りましょう。

神谷�正孝�先生
��大手予備校講師、同仙台校事務局長として，教採講座の指導・企画・運営などの経験を活かし，
全国 16 大学の講座で指導。教員採用試験対策指導歴 21 年間にわたり10,000 名以上を直接指導。
自身も平成 12 年、宮城県高校国語に最終合格経験あり。
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まずは情報収集！　教員ガイダンスのご案内

１月初旬～中旬 18 時 30 分～２回実施！

▼ � 参加費：参加費無料

▼ � 会場　：オンライン実施（Ｚｏｏｍ使用）

▼ � 講師　：神谷�正孝�先生（大学生協オリジナル教員講座講師）

▼ � 内容　：�経験豊富な講座担当講師が教員を目指す学生のために、�
「採用試験現役合格のポイント」を解説します。�
教員の仕事に関心のある方、教員採用試験の受験も検討している
方など、幅広い方々を対象とした入門セミナーです。

教員試験について知ることのできるガイダンスをオンライン実施します。
どなたでも参加可能です。教員になりたい方はお気軽にお申込みください。
※全日同内容です。ご都合の良い日程を選んでご参加ください。

▲�ガイダンスお申込み用�
ＱＲコード

お問合せ・お申込み

MAIL: ｋｏｕｍｕｉｎ＠ｈｕｃｏｏｐ．ｊｐ
TEL��� : ０８２-４９３-７８１８（東福利会館内）
WEB�: ｈｔｔｐ://ｈｕｃｏｏｐ．ｊｐ��������担当 : 福井
【営業時間】
��平日…１２：３０～２０：００（大学開講期）／１０：００～１６：３０（大学休暇中）�
土曜…１２：３０～１６：３０�※日曜祝日は営業しておりません。

広島大学消費生活協同組合
講座サポートルーム

受講の申込方法等

②講座サポートルームでお申し込みください。
申込用紙に必要事項を記入の上、講座サポートルームまでお越しください。
講座代金の支払いは現金、クレジットカード・大学生協ローンが使用できます。
※お申込みは平日の１８時までにお越しください。※生協組合員に未加入の方は、ご加入後にお申込みください。

③申し込みの締切日は、2 月●日 ( ● ) です
締切日は混雑が予想されます。お早めにお申し込みください。
※定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。

④講座開始
２０２１年２月より８月頃まで開講します。

①まずはガイダンスにご参加下さい。（参加費無料！）
右の QR コード（https://~~~~）を読み取り、事前予約をしてください。
ガイダンスでは教員採用試験や講座について分かりやすく説明します。
講座の申し込みにかかわらずどなたでも参加できますので、
やる気満々の方も、まだ迷っている方も、どうぞお気軽にお越しください。

QRコードを
読み取り、
事前予約を
してください。


