
日　程 時　間 講　　　　義 講師

オリエンテーション　奈良県傾向 臼井塾長のオリエンテーション

面接対策　1　

（土） 教員採用試験　面接の学習法

13：10～14：30 面接対策　2　自己PRと志望動機　

14：40～16：00 無言面接ノンバーバルコミュニュケーション

（土） 16：00～17：00 集団討論対策

1/14 9：30～12：30 面接対策　3　集団討論・個人面接　

（土） 13：00～16：00 （前半希望者と後半希望者に分かれます）

2/18 9：30～ 面接対策　4　個人面接・場面指導　

（土） 一人あたり30分の個人面接

3/11 9：30～12：30 面接対策　5　集団討論・個人面接　

（土） 13：00～16：00 （前半希望者と後半希望者に分かれます）

4/22 9：30～ 面接対策　6　個人面接・場面指導

（土） 一人あたり30分の個人面接

5/20 9：30～ 面接対策　7　個人面接・模擬授業演習

（土） 一人あたり30分の個人面接

7/1 9：30～12：30 面接対策　8　集団討論

（土） 13：00～16：00 （前半希望者と後半希望者に分かれます）

7/5 18：00～ 面接対策　9　集団討論

（水） 本番を想定した集団討論の演習と講評　

7/29 13：10～14：30 面接対策　10　個人面接・模擬授業・場面指導

（土） 14：40～16：00 一人あたり30分の個人面接

8/12 9：30～ 面接対策　11　個人面接+模擬授業・場面指導

（土） 一人あたり30分の個人面接

　ZOOM　面接演習

一人あたり15分の個人面接（場面指導中心）

※　Fコースは上記日程の面接に加え、Fコースの日程で個人面接演習を制限なく受講できます

※　面接演習を休まれた場合、ZOOMでの補講となります

2022年2月～6月　計6回

平日　夜

月に一度ZOOM面接を受講できます

集団討論演習

自信をもって面接に挑む

内　　容

臼井

臼井

模擬授業演習

新教舎塾長の面接講義

臼井

臼井

※オンライン・オンデマンド視聴可能

自分の印象を知る

※オンライン・オンデマンド視聴可能

臼井

臼井

実施。個人面接演習

2024年度　奈良県教員採用試験パーフェクト講座
　　　　　　　N　N1　N2　コース　F　F1　F2コース　 会場　エルトピア奈良

集団討論・個人面接演習

面接の準備をする

9：30～16：30までの希望時間で

11/12

13：00～16：00 臼井

12/17

臼井

臼井

9：30～16：30までの希望時間で

実施。個人面接演習

9：30～16：30までの希望時間で

9：30～16：30までの希望時間で

実施。個人面接演習

集団討論・個人面接演習

集団討論演習

臼井

臼井

臼井



日程 時間 内容

12/17（土） 20：00～21：00 面接で高得点を取る人ってどんな人？

1/7（土） 20：00～21：00 教育用語をこのように使えば面接が上手くなる

2/4（土） 20：00～21：00 ロールプレイング　場面指導って難しい・・・？

2/25（土） 20：00～21：00 面接　あるある話　嘘みたいな本当の話

3/18（土） 20：00～21：00 面接タブー　不合格になる面接10選

4/8（土） 20：00～21：00 教師の仕事ってブラック？

4/15（土） 20：00～21：00 令和の日本型学校教育って？

5/6（土） 20：00～21：00 こんな面接官がいた！？　面接の評価の仕方

5/20（土） 20：00～21：00 「最近、気になる教育ニュースは？」

6/3（土） 20：00～21：00 本番をむかえるにあたって

1/7 10：00～11：20 人権①

（土） 11：30～12：50 人権②

1/14 13：00～14：20 教師論１

（土） 14：30～１６:３０ 教師論２

2/4 10：00～11：20 道徳教育1

（土） 11：30～12：50 道徳教育2

2/5 13：00～14：20 教師論３

（日） 14：30～１６:３０ 教師論４

2/18 10：00～11：20 人権　③

（土） 11：30～12：50 人権　④

2/25 10：00～11：20 生徒指導１

（土） 11：30～12：50 生徒指導２

3/11 10：00～11：20 教育時事　①

（土） 11：30～12：50 教育時事　②

4/8 10：00～11：20 授業　①

（土） 11：30～12：50 授業　②

5/6 10：00～11：20 教育時事　③

（土） 11：30～12：50 教育時事　④

※　講義はZOOMで参加できます。後日YOU　TUBEで視聴できます

生徒指導とその原理

道徳と倫理

その関係

教員に必要な資質を考える

教員に必要な資質を考える

臼井塾長　ZOOM　面接講義

臼井塾長が教員採用試験について
ざっくばらんにお話しします。またテー
マに沿って質疑応答にこたえます。

人権教育の４つの側面

子どもの人権と法律

向出講師　講義　（YouTubeでの視聴）

以下の講義も視聴できます

教師は授業で勝負！！

授業づくりの基本を学ぶ

面接・論文に生かす教育時事

生徒指導提要

答申を知る

答申からみた教育時事

障害者問題

同和問題



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）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。

受講料はテキスト到着後3日以内にお振込みください。

お申込み方法

・分割支払いは5回まで可能です。受講料に対して分割回数に応じた均等払いになります。

※　N2コース、F2コース受講者は教職教養対策も受講できます

F2 個人面接　無制限+集団討論対策+小学校専科対策 ¥5,000 ¥5,500 ¥196,000 ¥206,500

¥154,200

F1 個人面接　無制限+集団討論対策+教職教養対策 ¥5,000 ¥3,300 ¥164,000 ¥172,300

F 個人面接　無制限+集団討論対策 ¥5,000 ¥1,200 ¥148,000

小学校専科テキスト オンライン講義で使用するテキスト

計（消費税込み）

N2 個人面接+集団討論対策+小学校専科対策 ¥5,000 ¥5,500 ¥157,000 ¥167,500

小学校対象　総合コース
コース 内容 入会金 テキスト代 受講料

計（消費税込み）

N 個人面接+集団討論対策 ¥5,000 ¥1,200 ¥109,000 ¥115,200

全校種対象　面接　コース
コース 内容 入会金 テキスト代 受講料

N1 個人面接+集団討論対策+教職教養対策 ¥5,000 ¥3,300 ¥125,000 ¥133,300

全校種対象　総合コース
コース 内容 入会金 テキスト代 受講料 計（消費税込み）

奈良県の小学校　過去問 10年分の問題を掲載

奈良県の教職教養　過去問集 10年分の問題を掲載

法規集 教員採用試験頻出の法規を抜粋した法規集

N2　F2コース
基礎基本問題集　国・数・理・社

N1　F1コース
基礎基本問題集教職教養 全国的に頻度の高い問題を効率よく掲載しています

インプット用教職教養　まとめ 教職教養インプット専門問題集です

小学校　学習指導要領　穴埋め問題 学習指導要領を網羅する問題集

※　N2　F2コース受講で教職教養が必要な場合、教職教養テキストを配布いたします

2024年度　配布テキスト・受講料

テキスト
N～N2　F～F2　コース
教育時事資料集 文部科学省　答申・通知・報告を網羅。教員採用試験にはかかせない一冊

教員採用試験の小学校教科。詳細な解説が魅力

必ず合格する面接術 臼井塾長の経験より培った面接必勝本。ワークシート形式
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