
2021年度

兵庫県・神戸市　教員採用試験対策
パーフェクト講座　カリキュラム

会場：兵庫県中央労働センター



日付 時間 講義

オリエンテーション　兵庫県・神戸市傾向

モチベーションを維持する勉強

（日） 合格体験談

12/1 13：00～14：20 教職教養①　　過去問分析

（日） 14：30～15：50 教職教養②　　学習の進め方

12/15 13：00～14：20 社会 ①　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 社会 ②　一般教養　小専門　

選ばせる面接術　（講義型式）

志望動機・自己PRを考える

（日） 無言面接　自分の印象を知る

1/19 13：00～14：20 理科①　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 理科②　一般教養　小専門

1/26 13：00～14：20 国語①　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 国語②　一般教養　小専門

2/2 13：00～14：20 英語①　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 英語②　一般教養　小専門

2/11 13：00～14：20 理科③　一般教養　小専門

（祝） 14：30～15：50 理科④　一般教養　小専門

2/16 13：00～14:00 兵庫県・神戸市

（日） 14:10～15：40 一般教養　小学校　模擬試験　1

2/23 13：00～14：20 社会③　一般教養　小専門　

（日） 14：30～15：50 社会④　一般教養　小専門　

10：00～12：20 英語③④一般教養　小専門

13：00～14：20 国語③　一般教養　小専門　

（日） 14：30～15：50 国語④　一般教養　小専門　

3/15 13：00～14：20 数学①　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 数学②　一般教養　小専門

3/22 13：00～14：20 社会⑤　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 社会⑥　一般教養　小専門

3/29 13：00～14：20 数学③　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 数学④　一般教養　小専門

13：00～17：00

現在の実力を知る

過去３年の傾向　その対策

地理

内容

面接で高得点を取るために

講義型式　ワークシートを仕上げる

文法・敬語・熟語他

ノンバーバルコミュニュケーション

文法・熟語他

11/17
臼井塾長のオリエンテーション

やる気を維持する勉強

近世から近代

長文読解他

兵庫県・神戸市　関連

数学　問題演習

傾向と対策

国語　　総合問題

Ａコース　Ｂコース 　会場：兵庫県中央労働センター

2021年度　兵庫県　神戸市　パーフェクト講座

2020年度　傾向

問題演習を踏まえながら

3/1

合格者より学ぶ　質疑応答

13：00～17：00

わかりやすくて面白い川端講師の理科　

2020年度傾向と対策

国語　　現代文

1/5

大学で心理学の講師をする寺崎講師の心理学。
効率よく進める教職教養の学習法は？

数学　問題演習

日本数学検定協会主催の数学オープン優勝の八
田講師の数学！！八田講師の講義を聴くと数
学って簡単やん！！　思うこと間違いなし！！

日本史　Ⅰ

日本史　Ⅱ

2020年度　傾向



10:00～12：20 英語⑤⑥一般教養　小専門

13：00～14:00 兵庫県・神戸市

（日） 14:10～15：40 一般教養　小学校　模擬試験　2

4/19 13：00～14：20 数学⑤　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 数学⑥　一般教養　小専門

4/26 13：00～14：20 教職教養③　頻出分野

（日） 14：30～15：50 教職教養④　総合

4/29 9：30～12：20

（土） 13：00～15：50 午前の部と午後の部に分かれます

5/3 13：00～14：20 社会⑦　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 社会⑧　一般教養　小専門　　　　

5/10 13：00～14：20 小学校　算数・数学　対策１

（日） 14：30～15：50 小学校　算数・数学　対策２

5/17 13：00～14：20 数学⑦　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 数学⑧　一般教養　小専門

5/24 13：00～14：20 理科⑤　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 理科⑥　一般教養　小専門

6/7 13：00～14：20 社会⑨　一般教養　小専門

（日） 14：30～15：50 社会⑩　一般教養　小専門　

6/14 13：00～14：20 小学校　算数・数学　対策3

（日） 14：30～15：50 小学校　算数・数学　対策4

6/21 13：00～14:00 兵庫県・神戸市

（日） 14:10～15：40 一般教養　小学校　模擬試験　3

6/28 9：30～12：20

（日） 13：00～15：50

7/5 13：00～14：20 社会⑪　一般教養　小専門　　　

（日） 14：30～15：50 社会⑫　一般教養　小専門　　　　

7/12 13：00～14：20 情報分野 ・一般教養全般　　

（日） 14：30～15：50 教職教養⑤

8/2 9：30～12：20

（日） 13：00～15：50 午前の部と午後の部に分かれます

欠席された場合の資料は新教舎公式HPより、いつでもダウンロードできます。

講義は動画で配信いたします。（2020年7月末まで）繰り返し視聴できます。（社会の講義、面接演習は動画配信いたしません）

講義の内容は変更の場合があります。

2次試験対策
2次試験対策

数学　問題演習

数学　問題演習

国連

生物　地学を中心に。とくに星の運動、地震の
計算など苦手意識が強い問題を講義します

4/5

面接　集団討論

世界史

問題演習

現在の実力を知る

頻出分野を中心に

午前の部と午後の部に分かれます

情報分野　一般知識

教職教養まとめ

最後の総仕上げ

政治

経済、労働問題、社会保障

集団討論・個人面接対策

集団討論対策　神戸市は集団面接も実施

小学校受験者対象　文章題中心

数学　問題演習

数学　問題演習

小学校受験者対象　文章題中心

面接　集団討論・個人面接

長文読解他



日付 時間 講師

18：00～19：20

（土）

1/4 13：00～14：20

（土） 14：30～15：50

1/12 13：00～14：20

（日） 14：30～15：50

18：00～19：20

（土） 無言面接　自分の印象を知る

1/25

（土）

2/2 13：00～14：20

（日） 14：30～15：50

2/9 13：00～14：20

（日） 14：30～15：50

2/16 13：00～14：20

（日） 14：30～15：50

3/15 13：00～14：20

（日） 14：30～15：50

3/22

（日）

4/19 13：00～14：20

（日） 14：30～15：50

5/5 13：00～14：20

（祝） 14：30～15：50

6/14

(日）

※　動画なし

本番面接　３ 本番の個人面接
向出
臼井

本番同様に面接を実施　講評をお渡しします ※　一人あたり10分　時間帯は後日連絡

授業　① 教師は授業で勝負！！

向出

授業　② 授業づくりの基本を学ぶ

教育時事　③

面接・論文に生かす教育時事 向出

教育時事　④

※　動画なし

本番面接　２ 本番の個人面接
向出
臼井

本番同様に面接を実施　講評をお渡しします ※　一人あたり10分　時間帯は後日連絡

人権　③ 障害者問題

向出

人権　④ 同和問題

教育時事　① 答申を知る

向出

教育時事　② 答申からみた教育時事

道徳教育 道徳と倫理、その関係

向出

生徒指導 生徒指導の概念

教師論③　「良い教師になるために」

喜多川　泰の「One World」を読む 和田

教師論④　「良い教師になるために」

講義型式　ワークシートを仕上げる

ノンバーバルコミュニュケーション

※　動画なし

本番面接　１ 本番の個人面接
向出
臼井

本番同様に面接を実施　講評をお渡しします ※　一人あたり10分　時間帯は後日連絡

教師論①　「良い教師になるために」

良い教師とは？　元高校教師の和田講師と考えていきます 和田

教師論②　「良い教師になるために」

1/18
選ばせる面接術　（講義型式） 面接で高得点を取るために

臼井
19：30～20：50

志望動機・自己PRを考える

面接で必要な唯一のことは？

合格者はいかに勉強したか

人権① 人権教育の４つの側面

向出

人権② 子どもの人権と法律

合格体験談

2021年度　　面接特化コース（Ｆコース）

講義 内容

12/14
オリエンテーション　学習の進め方 この１年本気になる！！　モチベーションを維持するために

臼井

19：30～20：50

面接の点数はどのようにして出るか！？

会場：大阪教室

※　講座は①面接に必要な知識・教養　②実践的な面接講座　③本番同様の面接　④理想とする教師になる講座、で構成しています

※　講座は動画視聴できます（配信は講義終了後、4日程度かかります）



日付 時間 講師

11/16

（土）

11/30

（土）

12/28

（土）

1/26

（日）

2/8

（土）

2/15

（土）

2/29

（土）

3/7

（土）

3/14

（土）

4/11

（土）

4/18

（土）

5/9

（土）

5/16

（土）

6/6

（土）

7/11

（土）
予約制 臼井

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

予約制 臼井

予約制 臼井

個人面接演習

個人面接演習

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

予約制 臼井

予約制 臼井

予約制 臼井

予約制 臼井

個人面接演習
上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

予約制 臼井

予約制 臼井

予約制 臼井

予約制 臼井

個人面接演習

個人面接演習

予約制 臼井

2021年度　　Ｆコース　面接演習日程　

予約制

予約制 臼井

予約制 臼井

臼井

個人面接演習

大阪教室

個人面接演習

個人面接演習

個人面接演習

個人面接演習

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

個人面接演習

個人面接演習

個人面接演習

個人面接演習

個人面接演習

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分

※　面接演習は、１対１の演習となります。演習時間は一人当たり４０分程度を目安としています

※　内容は、個人面接・集団面接・模擬授業・場面指導・ＥＳ作成から、一人一人に合った面接戦略をつくりあげていく内容となります

※　上記日程以外でも面接は実施しています。ＨＰ上の面接演習日程をご確認ください（7・８月は随時実施しています）

※　面接演習の予約は、お電話、ＨＰ上の予約フォームで受付ています

個人面接演習 内容

9：30～12：30　13：00～16：00　16：30～19：30

上記の時間で面接演習を実施　　1人40分



新教舎　新大阪エイトビル2Ｆ　大阪教室

受講規約 

 

 新教舎で講座を受講する場合には、以下の規約に従っていただくことになりますので、予めよくお読みになり、ご理解いただいた上

でお申込くださいますよう、よろしくお願いします。ご不明な点は、お問合せください。 

 申込規約 

 1 受講料 

 新教舎（以下、弊社）の講座をお申込後の解約等による返金は以下の基準に従います。なお解約・返金等につきましては申込者

ご本人が必ずお申し出ください。 

 A 〈講座開講前日まで〉 

  以下の①～③の条件を満たす場合においてのみ、その講座等のお申込をキャンセルすることができます。 

① 教材を受け取られた日から 8日以内に弊社へお電話、文書で解約する旨をご連絡いただくこと。 

  ② 教材等に傷や汚れなどがない状態であること。 

  ③ 弊社が指定する場所へ教材等をご返送いただけること。 

  上記①～③が満たされない場合、申込講座受講料の 30％の違約金（上限 5万）が発生します。 

B〈講座開校日以後〉 

  以下の①～②の条件に該当する場合、解約による返金請求ができます。 

  ① 受講申込者本人の死亡、または重大な疫病による受講不能 

  ② 上記①に準ずる正当な理由があると弊社が認めた場合 

  返金の際、実施分と未実施部分に相当する受講料の 30％を違約金（ただし上限 5万円）として徴収します。 

 また、社会通念上、個人的な事情と考えられる事由（経済事情の悪化、受講の時間がない、学習意欲の喪失、受験予定変更な

ど）によるものの場合は、返金には一切応じられません。ご了承ください。 

 2 自社ローンのご利用について 

  受講料につきましては、以下の規約に従い弊社教育ローンをご利用できます。 

  ① 分割支払い回数は、5回までとします。 

  ② 毎月末に弊社から郵送する請求書に従い規定期日までお支払していただきます。 

  ③ 無金利、無手数料でのお支払いとなります。 

    例 受講料 150,000円 ５回分割の場合 

      150,000÷５回=30,000円 毎月 30,000円 ５回払い 

      尚、弊社ローンご利用の際も解約等に関しましては、上記 1に準ずるものとします。 

 3 講座の日程、内容の変更について 

  各種講座につきましては、講師、日程、講座内容、会場が変更となる場合があります。 

 4 講義の録音について  

  講義は録音可能です。 

 5 講義の中止 

  台風、地震等の自然災害、通信設備の不通、交通機関の一部マヒ等によるやむを得ない事由により、事前の連絡なしに講義が中

止となる場合があります。その場合の代替講座につきましては後日ご連絡いたします。 

 6 個人情報について 

  個人情報とは、弊社が受講生から提供を受けた住所、氏名、電話番号などの個人識別情報をいいます。弊社が収集した個人情

報につきましては責任をもった適切な管理を行い、外部への不正流出の防止に努めています。また、弊社が受講生より収集した

個人情報は同意を得ず無断に第三者に提供することはありません。 

7 その他 

弊社や受講生に多大な迷惑をかけたり、不法な行為を行ったと認められる受講生は、退校していただく場合があります。 

受講相談等は大阪教室にお越し下さい。

最寄駅
阪急 南方駅 徒歩 5分
地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 北口より徒歩 3分
ＪＲ新大阪駅 徒歩 10分

ＨＰ上の地図を参照ください。



① 新教舎公式HP上の「お申込み」フォームより
② 郵送　

〒532-0011　大阪市淀川区西中島4-5-18　新大阪エイトビル2Ｆ大阪教室
まで、申し込み用紙を郵送してください。封筒の裏面にお名前と住所は必ず記入してください。

③ ＦＡＸ
ＦＡＸ番号　06-6303-5707　番号をお間違えの無いように気をつけてください

④ お電話（受付時間　平日9：00～17：30　土曜13：00～17：30）　電話番号：0120-722-705　
上記時間、曜日以外でも受付けていますが留守番電話になっている場合があります。

⑤ 来校　受付窓口は大阪教室です。事前にご連絡ください。

お申し込み後、テキストを発送いたします。
受講料はテキスト着後3日以内にお振込みください。

新教舎HPで電子パンフレットをご覧いただけます。

受講料について

※受講料、テキスト代の追加は発生しません。
Ｚ 大阪教室　平日コース 5,000円 3,000円 244,300円 252,300円
Ｆ 面接特化（兵庫会場+大阪教室） 5,000円 　　　　-　- 136,400円 141,400円

138,000円
Ｂ 兵庫県・神戸市中・高・特・養一般受験 5,000円 1,800円 122,000円 128,800円

コース 入会金 テキスト代 受講料 計（消費税10%込）
Ａ 兵庫県・神戸市小学校一般受験 5,000円 3,000円 130,000円

必ず合格する面接術 〇 〇 〇 〇

お申込み方法
※　神戸市受験者　論文添削5題付

兵庫県・神戸市の教職教養 〇 〇 〇

兵庫県・神戸市の小学校 〇 〇

全国版一般教養問題集 〇 〇 〇

兵庫県・神戸市の一般教養 〇 〇 〇

基礎基本問題集　国・数・理・社 〇 〇

小学校算数問題集 〇 〇

2021年度　配布テキスト・申し込み方法

テキストのご案内
Ａ Ｂ Ｆ Ｚ

〇各コースご案内 

A コース・・・兵庫県・神戸市 1次試験一般教養+小学校専門+兵庫会場面接試験対策 

B コース・・・兵庫県・神戸市 1次試験一般教養+兵庫会場面接試験対策 

Ｆコース・・・兵庫会場面接対策+大阪会場面接演習+大阪会場面接講義 

Ｚコース・・・大阪・奈良・兵庫の小学校受験を対象とした筆記試験の平日少人数コース 

〇複数のコースを受ける場合 

・Ａコース又はＢコースとＦコースを受講する場合、Ｆコースの半額が加算されます 

例 Ａコース+Ｆコース 138,000+68,200＝206,200円 

・Ｚコースと他コースを受講する場合、他コースは半額となります 

例 Ｚコースに加え、Ａコースを受講する場合、252,300+65,000＝317,300円 

その他注意事項 

・講義は、動画視聴できます（Ａ・Ｂコースの社会、Ｚコースの動画配信はありません） 

・分割支払いは 5回支払いまで可能です。受講料を分割回数に応じた均等払いとなります。 

（１回目のお支払いは、入会金+テキスト代が加算されます） 



前期

日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容

5 火 19：20～20：40 数学　数の性質 10 火 19：20～20：40 数学　　約数と倍数 7 火 19：20～20：40 数学　文章題２ 4 火 19：20～20：40 数学　数直線 10 火 19：20～20：40 数学　２次方程式

20：50～21：50 数学　計算の工夫 20：50～21：50 数学　　速さ 20：50～21：50 数学　関数 20：50～21：50 数学　文字式 20：50～21：50 数学　２次関数1

6 水 19：20～20：40 理科　生物１ 11 水 19：20～20：40 理科　物理１ 8 水 19：20～20：40 理科　化学３ 5 水 19：20～20：40 理科　生物５ 11 水 19：20～20：40 理科　物理５

20：50～21：50 理科　生物２ 20：50～21：50 理科　物理２ 20：50～21：50 理科　化学４ 20：50～21：50 理科　生物６ 20：50～21：50 理科　物理６

12 火 19：20～20：40 数学　割合 17 火 19：20～20：40 数学　文章題1 14 火 19：20～20：40 数学　図形　１ 11 火 19：20～20：40 数学　方程式１ 17 火 19：20～20：40 数学　２次関数２

20：50～21：50 数学　濃度１ 20：50～21：50 英語１ 20：50～21：50 数学　図形　２ 20：50～21：50 数学　方程式２ 20：50～21：50 数学　２次関数３

13 水 19：20～20：40 理科　地学１ 18 水 19：20～20：40 理科　生物１ 15 水 19：20～20：40 理科　地学３ 12 水 19：20～20：40 理科　地学５ 18 水 19：20～20：40 理科　前期まとめ

20：50～21：50 理科　地学２ 20：50～21：50 理科　生物２ 20：50～21：50 理科　地学４ 20：50～21：50 理科　地学６ 20：50～21：50 理科　前期まとめ

19 火 19：20～20：40 数学　　平均 21 火 19：20～20：40 数学　場合の数 18 火 19：20～20：40 数学　関数１ 24 火 19：20～20：40 数学　図形3

20：50～21：50 数学　　損益算 20：50～21：50 数学　確率 20：50～21：50 数学　関数２ 20：50～21：50 数学　図形4

20 水 19：20～20：40 理科　化学１ 22 水 19：20～20：40 理科　物理３ 19 水 19：20～20：40 理科　化学５ 25 水 19：20～20：40 模擬試験１

20：50～21：50 理科　化学２ 20：50～21：50 理科　物理４ 20：50～21：50 理科　化学６ 20：50～21：50 解説

26 火 19：20～20：40 数学　　比 28 火 19：20～20：40 数学　文章題３ 25 火 19：20～20：40 数学　展開・因数分解 31 火 19：20～20：40 社会  歴史１

20：50～21：50 数学　　濃度２ 20：50～21：50 数学　文章題４ 20：50～21：50 数学　平方根 20：50～21：50 英語３

27 水 19：20～20：40 社会  地理1 29 水 19：20～20：40 国語１　文法・敬語 26 水 19：20～20：40 社会  公民１

20：50～21：50 社会  地理2 20：50～21：50 英語２ 20：50～21：50 社会  公民２

後期

日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容 日 曜 時間 内容

1 水 19：20～20：40 理科　生物　演習1 7 木 19：20～20：40 教職教養１　心理 2 火 19：20～20：40 数学　文章題7 1 水 19：20～20：40 数学　総合問題1 4 火 事前予約制 個人面接1

20：50～21：50 理科　生物　演習2 20：50～21：50 教職教養２　心理 20：50～21：50 数学　文章題8 20：50～21：50 数学　総合問題2 5 水 事前予約制 個人面接2

7 火 19：20～20：40 数学　図形5 12 火 19：20～20：40 数学　数列１ 3 水 19：20～20：40 理科　生物　まとめ 2 木 19：20～20：40 理科　総合問題3 12 水 事前予約制 個人面接3

20：50～21：50 数学　図形6 20：50～21：50 数学　数列２ 20：50～21：50 理科　地学　まとめ 20：50～21：50 理科　総合問題4

8 水 19：20～20：40 理科　地学　演習３ 13 水 19：20～20：40 理科　物理　演習７ 9 火 19：20～20：40 数学　関数　演習8 7 火 19：20～20：40 数学　総合問題3

20：50～21：50 理科　地学　演習４ 20：50～21：50 理科　物理　演習８ 20：50～21：50 数学　確率・場合の数 20：50～21：50 数学　総合問題4

14 火 19：20～20：40 数学　関数　演習1 19 火 19：20～20：40 数学　図形8 10 水 19：20～20：40 理科　物理　まとめ 8 水 19：20～20：40 社会　総合問題１

20：50～21：50 数学　関数　演習2 20：50～21：50 数学　関数　演習３ 20：50～21：50 理科　化学　まとめ 20：50～21：50 社会　総合問題２

15 水 19：20～20：40 理科　化学　演習5 20 水 19：20～20：40 理科　化学　演習9 16 火 19：20～20：40 数学　有理数・無理数 9 木 19：20～20：40 模擬試験　3

20：50～21：50 理科　化学　演習6 20：50～21：50 理科　物理　演習10 20：50～21：50 数学　図形9 20：50～21：50 英語7

21 火 19：20～20：40 数学　文章題５ 26 火 19：20～20：40 模擬試験２ 17 水 19：20～20：40 理科総合問題1 14 火 19：20～20：40 一般教養

20：50～21：50 数学　文章題６ 20：50～21：50 国語２　読解 20：50～21：50 理科総合問題2 20：50～21：50 国語4　まとめ

22 水 19：20～20：40 社会　地理３ 27 水 19：20～20：40 社会　公民３ 23 火 19：20～20：40 教職教養３　法規 15 水 19：20～20：40 社会　まとめ

20：50～21：50 社会　地理４ 20：50～21：50 英語５ 20：50～21：50 英語６ 20：50～21：50 社会　まとめ

28 火 19：20～20：40 数学　図形7 24 水 19：20～20：40 集団討論１ 16 木 19：20～20：40 一般教養まとめ

20：50～21：50 英語４ 20：50～21：50 集団討論２ 20：50～21：50 教職教養5　まとめ

30 火 19：20～20：40 社会　歴史2

20：50～21：50 社会　歴史3※　時間割の内容は変更の場合があります

※　会場は、大阪教室です

※　受講対象は、兵庫県、大阪小学校、奈良小学校、神戸市です

※　Ｚコースと併せて他コースを受講する場合、そのコースは半値の受講料で受講できます

4　　　月 5　　　月 6　　　月 7　　　月 8　　　月

2021年度（令和2年実施）Ｚコースカリュキュラム
12　　　月 1　　　月 2　　　月 3　　　月11　　　月

※　少人数で実施します（定員12名）前期は、基礎基本の定着、後期は実践応用です
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