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教員採⽤試験



1　モチベーションが維持できる！！
新教舎は一人一人の顔がわかる少人数講座で運営し、受講生との繋がりを大事にしています。
また、皆さんがモチベーションを保てるよう、講義前のお知らせメール、講義後の動画UPメ
ールを一人一人に配信します。また、希望者には学習計画システムにより、毎日受講生と繋が
ります。
※学習計画システムとは、受講生が学習計画を作成し、その一日の達成状況をメールで新教舎
教務部に報告し、新教舎スタッフが応答するシステムです。

2　面接！！
新教舎が新教舎である理由は、一人一人に対応した懇切・丁寧な面接指導です。個人面接、模
擬授業、集団討論では評価の基準を学び、いかに立ち振る舞えば、高評価かを得られるかを学
びます。自分の魅力・能力を100％表現できる術を身につけよう！！

3　厳選した講義！！
新教舎パーフェクト講座は各自治体の試験内容を分析し、学習法、予想問題まで各教科を丁寧
に指導していきます。講師は、大学・私学で活躍する教科のプロ、元校長、教育行政出身者等
多彩です。自宅学習用テキストも万全、基礎から応用まで確実に学習できます。

2021年度新教舎パーフェクト講座
      3つの特徴 

ＮＥＷ

講義内容

Ｐコース 例

・会場は三重県教育⽂化会館です。 
・講義は⼟曜⽇が中⼼。平⽇時間が取れ
ない講師の⽅におススメ。
・⼀コマ80分です。⼀般教養には⼩学校
専科の内容を含みます。また質疑応答の
時間を設けています。
・⾯接は講義形式、個別指導、集団討論
、集団⾯接、模擬授業です。

教職教養
 
4コマ

⼀般教養
⼩学校専科
20コマ

模擬試験
⼩学校
⼀般・教職
2回

⾯接
 

10コマ



学ぶ内容の重複や無駄の無い効率的なカリキ
ュラム。
⼀⼈ひとりを⼤切にした、きめ細やかな学習
指導で不得意を克服します。
基礎から応⽤までをバランスよく学習するこ
とで⾼い学⼒を⾝につけることができます。

 ２０２１年度 三重県 
 パーフェクト講座カリュキュラム
 Ｐ・Ｑ・Ｒ・Ｓコース 

過去問をしっかりと分析した効率よいカリュキュラムは無
駄な努⼒がなく合格へと導きます。⾃宅学習⽤テキストも
充実。

学習⽅法、併願相談、悩み相談等、新教舎は⼀⼈⼀⼈の受講⽣
にしっかりと向き合い、丁寧な指導をしていきます。

個⼈⾯接・集団討論・集団⾯接・模擬授業は⼀⼈⼀⼈に合
ったきめ細かい指導。2次試験もバッチシ！！

講座は動画配信、繰り返し視聴できます。また講座以外の情報を
随時動画でUPロード。加えてHP上より国数理社他学習プリン
トがダウンロードし放題です。

学習⽀援⾯接

動画配信・教材ダウンロード

NEW！！

各教科 国数理社英教職教養
他県も⾒れる！！



日程 時間 内容 コース

13：10～14：30 三重県の一般教養小学校　国語　3　

14：40～16：00 三重県の一般教養小学校　国語　4　

（土） 16：00～17：00 質疑応答

10：00～12：20 模擬試験　1　一般教養・教職教養　小学校専門

13：10～14：30 三重県の一般教養小学校　社会　3

14：40～16：00 三重県の一般教養小学校　社会　4

（土） 16：00～17：00 質疑応答

10：00～12：50

13；10～16：00

（土） 午前の部と午後の部に分かれます

13：10～14：30

13；10～16：00

（土） 午前の部と午後の部に分かれます

13：10～14：30 三重県の一般教養小学校　英語　3

14：40～16：00 三重県の一般教養小学校　英語　4

（土） 16：00～17：00 質疑応答

13：10～14：30 三重県の一般教養　小学校　理科　3　

14：40～16：00 三重県の一般教養　小学校　理科　4　

（土） 16：00～17：00 質疑応答

13：10～14：30

14：40～16：00

（土） 16：00～17：00 質疑応答

10：00～12：50

13；10～16：00

（日） 16：00～17：00 午前の部と午後の部に分かれます

13：10～14：30 三重県の一般教養　小学校　数学　5

14：40～16：00 三重県の一般教養　小学校　数学　6

（土） 16：00～17：00 質疑応答

13：10～14：30 三重県の教職教養　3

14：40～16：00 三重県の教職教養　4

（土） 16：00～17：00 質疑応答

2021年度　三重県教員採用試験パーフェクト講座
            P　小学校一般受験　Q 小学校一部免除　R　中学・高校・特別支援・養護教諭一般受験　S　面接対策コース

詳細

内容

3/7
傾向を踏まえた演習を中心にした内容

PQR学習の進め方

傾向を踏まえた演習を中心にした

3/28 面接対策　3-　個人面接 向出講師　個人面接対策　

PQRS

実践形式で

4/4 面接対策　4-　個人面接　論述演習 臼井塾長　個人面接対策　

PQRS

待ち時間は論述演習があります

4/11
傾向を踏まえた演習を中心にした内容

PQR学習の進め方

4/18
苦手分野　物理　化学を中心に

PQR得点の取り方

5/9 面接対策　5-　模擬授業　

向出講師　模擬授業

PQRS授業づくりの基本を学ぼう

5/16 面接対策　6-　個人面接　論述演習 個人面接対策　中心です

PQRS

待ち時間は論述演習があります

5/23
予想問題を中心に

PQR演習問題

6/6
今年度の教育時事

PR予想される問題

3/21
PQR

力試し



13：10～14：30

14：40～16：00

（土） 16：00～17：00 質疑応答

10：00～12：50

13；10～16：00

（日） 16：00～17：00 午前の部と午後の部に分かれます

13：10～14：30 三重県の一般教養　小学校　数学　5

14：40～16：00 三重県の一般教養　小学校　数学　6

（土） 16：00～17：00 質疑応答

13：10～14：30 三重県の教職教養　3

14：40～16：00 三重県の教職教養　4

（土） 16：00～17：00 質疑応答

13：10～14：30 　三重県の一般教養・教職教養　2　　模擬試験　解説

14：40～16：00 　　　　　　　　　　　　　解説

(土） 16：00～17：00

13：10～14：30

14：40～16：00

（土） 16：00～17：00 質疑応答

13：10～14：30 小学校専門　2　模擬試験

14：40～16：00 小学校専門　　解説　

（日） 16：00～17：00

（月）

オリエンテーション　三重県傾向 臼井塾長のオリエンテーション

モチベーションを維持する勉強 やる気を維持する勉強

合格体験談（音声のみ収録） 合格者より学ぶ　質疑応答

三重県の一般教養　小学校　理科　1　

三重県の一般教養　小学校　理科　2　

面接対策　1　自己PRと志望動機　

無言面接　ノンバーバルコミュニュケーション

三重県の一般教養　小学校　数学　1　

三重県の一般教養　小学校　数学　2　
動画

PQRS動画

動画

苦手分野　物理　化学を中心に
PQR

得点の取り方

新教舎塾長の面接講義

PQRS

自分の印象を知る

過去問の傾向より

PQR

今後の学習の進め方

5/9 面接対策　5-　模擬授業　
向出講師　模擬授業

PQRS授業づくりの基本を学ぼう

5/16 面接対策　6-　個人面接　論述演習 個人面接対策　中心です
PQRS

待ち時間は論述演習があります

5/23
予想問題を中心に

PQR演習問題

6/6
今年度の教育時事

PR予想される問題

6/13
模擬試験型式

PR最後の総仕上げを！！

PQRS

※　会場　三重県総合文化センター

6/27 面接対策　7　集団討論　本番を想定して 自信をもって面接に挑む
PQRS

6/28
直前予想問題　一点でも多く点をとる PQ

動画

時間割・内容は変更になる場合があります

講義はwebで視聴できます（講義終了後3日程度かかります。面接演習は配信いたしません）

8/10
9：30～17：00 面接対策　8　２次試験対策　討論　面接　論述演習

最終関門を突破する！！



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

2021年度　三重県配布テキスト・申し込み方法

テキストのご案内
Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ

〇 〇

基礎基本問題集　国・数・理・算・社 〇 〇

全国版　教職教養問題集

〇 〇

三重県　小学校問題集　過去問付き 〇 〇

三重県　一般教職問題集　過去問付き

２０２０年度　教育時事資料集 〇 〇 〇 〇

必ず合格する面接術 〇 〇 〇 〇

3,000円 98,000円 106,000円

お申込み方法

コース名 入会金 テキスト代 受講料 計（消費税込み）

Ｒ 三重県中高養特一般受験 5,000円

Ｐ 三重県小学校一般受験 5,000円
Ｑ 三重県小学校一部免除 5,000円

※受講料、テキスト代の追加は発生しません。
Ｓ 三重県　面接 5,000円 　　　　-　- 64,000円 78,300円

90,000円 96,200円
3,000円 88,000円 96,000円
1,200円

〇各コースご案内 

Ｐコース・・・・三重県 1次試験一般教職教養+三重県１次試験小学校専門+面接試験対策+論述対策 

Ｑコース・・・三重県 1次試験小学校専門+会場面接試験対策+論述対策 

Ｒコース・・・三重県 1次試験一般教職教養+面接試験対策+論述対策 

Ｓコース・・・面接試験対策+論述対策 

〇その他注意事項 

・講義は、動画視聴できます 

・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） 

 

会場は三重県教育文化会館です 



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。 



〒532-0011 ⼤阪市淀川区⻄中島4-5-18 2F
       Ｔｅｌ：0120-722-705
       Ｆａｘ：06-6303-5707
http//:www.shinkyousha.com

お申込み⽅法

教員採⽤試験専⾨塾 新教舎

①新教舎公式HP上の「お申込み」フォームより
② 郵送 
〒532-0011 ⼤阪市淀川区⻄中島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10：00〜17：30 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。

よくある質問に関してＱ＆Ａです

Q 新教舎とはどのような会社ですか
A 教員採⽤試験に特化した専⾨の塾です。14年の実績があります。各⾃治体の試験問題に
沿った講座を開講しています。

Ｑ 追加の受講料、テキスト代は、かかりますか
Ａ テキスト代他は最初に納められた受講料にすべて含まれています。
  
Ｑ 分割で受講料を⽀払いたいのですが？
Ａ 分割でのお⽀払いは、新教舎の教育ローンがご利⽤できます。最⼤分割回数は5回まで。
⼿数料、⾦利0円となっています。お⽀払いは、各⽉末に請求書をお送りしますので、それ
に従いお⽀払いください。

Ｑ 忙しくてすべて出席できそうにありません
Ａ 新教舎は忙しい受験⽣、遠⽅の⽅が効率よく学習できるように動画配信しています。講
義動画は繰り返し視聴できます。※ アップロードは講義終了後3⽇後になります。また兵
庫・神⼾市パーフェクト講座では社会の講座は動画配信いたしません。

Ｑ 2度⽬の受講になりますが 
Ａ 惜しくも合格できず、来年に再チャレンジされる受講⽣の⽅は、2年⽬の受講料が割引と
なります。来年は必ず雪辱を！！


