
日程 時間 講師
13：00～14：20 竹内

14：30～15：50 高根沢

（土） 16：00～17：00 演習

（土）

（土）

13：00～14：20 片野

14：30～15：50 稲田

（土） 16：00～17：00 稲田

13：00～14：20 片野

14：30～15：50 高根沢

（土） 16：00～17：00 演習

（土）

13：00～14：20 竹内

14：30～15：50 高根沢

（土） 16：00～17：00

13：00～14：20 高根沢

（土）

（土）

13：00～14：20 片野

14：30～15：50 竹内

（土） 16：00～17：00 竹内

13：00～14：20 稲田

14：30～15：50 岡部

（土） 16：00～17：00 演習

（土）

13：00～14：20 稲田

14：30～15：50 岡部

（土） 16：00～17：00

13：00～14：20 稲田

14：30～15：50 片野

（土） 16：00～17：00 演習

会場　茨城県青少年会館

岡部

竹内

片野

稲田

高根沢

6月3日
教職教養　教育時事　4 総まとめ・問題演習

教職教養　教育法規　5 総まとめ・問題演習

模擬試験3　教職教養 予想問題

5月27日
教職教養　茨城県の教育　3 各種教育推進事業

論文対策Ⅱ　（2） 合格論文のコツ

論文演習4　※採点して返却いたします

5月20日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 高評価を得られるコツを

個人面接　6 踏まえた個人面接、集団討論

集団討論　6

5月13日
教職教養　教育時事　3 教育時事への対策

論文対策Ⅱ-（1） 合格論文のコツ

論文演習3　※採点して返却いたします

4月22日
教職教養　教育法規　4 教育行政に関する法規

教職教養　茨城県の教育　2 学校教育指導方針

教職教養　生徒指導上の諸問題 いじめ、不登校等

片野

4月15日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 個人面接、集団討論の

個人面接　5 要領に慣れ、力量を発揮する

集団討論　5 実技演習

4月8日
教職教養　茨城県の文化人物 郷土の文化から出題

14：30～15：50 願書の書き方 実施要項を基に作成

4月1日
教職教養　道徳教育 特別の教科・道徳

論文対策Ⅰ-（2） 基本を踏まえた論文

論文演習2　　※　採点して返却いたします テーマに即して作成

3月25日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 自己PR、模擬授業に重点を

個人面接　4 置いた個人面接

集団討論　4 相互参観

3月11日
教職教養　教育法規　3 教職員に対する法規

教職教養　教育史　（西洋と日本） 頻出分野と重点事項

模擬試験2　教職教養

2月18日
教職教養　教育法規 　2 児童生徒に関する法規

教職教養　教育時事　2 教育時事への対策

教職教養　特別支援教育 本県の現状と課題

2月11日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 評価の観点を踏まえた

個人面接　3 個人面接・集団討論

集団討論　3 相互参観

論文演習1　　※　採点して返却いたします テーマに即して作成

1月21日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 個人面接・集団討論の要領を

個人面接　2 踏まえた実技演習

集団討論　2 相互参観

1月7日
教職教養　茨城県の教育　1 茨城教育プラン

論文対策　1-（1） 論文の書き方の基本

2024年度茨城県パーフェクト講座　
全校種対象　面接・論文　教職教養対策　Iコース　Lコース

講　　義 内　容



（土）

（土）

（日）

高根沢

岡部

（土） 竹内

稲田

片野

（土）

80分 片野

80分 臼井

60分 臼井

80分 稲田

80分 竹内

80分 岡部

80分 高根沢

80分 片野

演習 演習

80分 岡部

80分 片野

動画

動画はYouTubeで視聴できます

※　講義はオンライン視聴できます。後日YouTubeで配信します。（面接演習の配信はありません）

2023年2月～7月
平日　夜 計6回

（詳細後日）

※　受講生は、臼井塾長とZOOM面接を月に一度受講できます

※　教職教養の内容は「専門試験」「小論文」「個人面接」「集団討論」との関係を持って講義いたします

岡部

8月5日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 今までの実技演習の総まとめ

個人面接　10 本番同様の実技演習

集団討論　10

7月29日
13：00～15：50

≪論文対策Ⅲ≫ 本番同様の実技演習

受験校種に即した論文演習（小・中・養60分
高90分　特90分）

講師がその場で添削指導

7月23日
10：00～17：00

≪実技演習≫ 自信を持って挑戦できる力量を

臼井個人面接　9 身に付ける実技演習

集団討論　9

7月22日
10：00～17：00

≪実技演習≫ 塾長による熱気溢れる

臼井個人面接　8 集中講義と実技演習・指導

集団討論　8

7月1日
13：00～15：50

≪実技演習≫ 高評価が得られる個人面接、

個人面接　7 集団討論のコツの定着

集団討論　7

ZOOM　面接演習（1人15分）
自己PR、模擬授業対策

教職教養　学習指導要領　2 教育課程、学習指導

教職教養　茨城のめざす教師像 資質の向上と指標

≪実技演習≫個人面接1・集団討論　1 実技の要領と対策

模擬試験1　教職教養 過去問の傾向と対策

教職教養　教育心理、学級経営、保健室経営 重要人物の思想、学級経営他

教職教養　学習指導要領　1 改訂の特色と重点

面接本番までに準備しておくこと 直接指導・講話

教職教養　教育時事　1　 教育時事への対策

教職教養　教育法規　 1 教育法規の根幹

オリエンテーション・学習計画 本県の傾向と対策

面接対策・合格を手に入れる面接術 新教舎の塾長が出張



日付 時間

1/7 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

2/4 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

2/18 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

2/25 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

3/11 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

4/8 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

5/6 10：00～11：20

（土） 11：30～12：50

日程 時間

12/17（土） 20：00～21：00

1/7（土） 20：00～21：00

2/4（土） 20：00～21：00

2/25（土） 20：00～21：00

3/18（土） 20：00～21：00

4/8（土） 20：00～21：00

4/15（土） 20：00～21：00

5/6（土） 20：00～21：00

5/20（土） 20：00～21：00

6/3（土） 20：00～21：00

人権① 人権教育の４つの側面

人権② 子どもの人権と法律

2024年度　　面接講座　オンライン講義

講義 内容

生徒指導２ new 生徒指導提要

道徳教育1 道徳と倫理

道徳教育2 実践で生かす道徳

教育時事　① 答申を知る

教育時事　② 答申からみた教育時事

人権　③ 障害者に係わる人権

人権　④ 同和問題

生徒指導１ 生徒指導とその原理

面接・論文に生かす教育時事

教育時事　④

授業　① 教師は授業で勝負！！

授業　② 授業づくりの基本を学ぶ

教育用語をこのように使えば面接が上手くなる

ロールプレイング　場面指導って難しい・・・？

面接　あるある話　嘘みたいな本当の話

面接タブー　不合格になる面接10選

教師の仕事ってブラック？

教育時事　③

令和の日本型学校教育って？

こんな面接官がいた！？面接の評価の仕方

「最近、気になる教育ニュースは？」

本番をむかえるにあたっての心構え

※ 講義はZOOMで参加できます。後日YOU TUBEで視聴できます

※ 講義は、オンライン・オンデマンドでもYOU TUBEで視聴できます

臼井塾長　ZOOM　面接講義

内容

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。

面接で高得点を取る人ってどんな人？



① 新教舎公式HP上の「お申込み」フォームより

② 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。

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。（１回目のお支払いは入会金+テキスト代が加算）

内容

法規集 教員採用試験頻出の法規を抜粋した法規集

10年分の問題を掲載

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

学習指導要領を網羅する問題集

必ず合格する面接術

基礎基本問題集教職教養

インプット用教職教養　まとめ

全国的に頻度の高い問題を効率よく掲載しています

計（消費税込み）

茨城県の教職教養　小学校　過去問 10年分の問題を掲載

I　　Lコース

コース

Lコース

茨城県の教職教養　過去問集

2024年度　配布テキスト・受講料

テキスト

教員採用試験の小学校教科。詳細な解説が魅力

音楽・図工・家庭・体育　問題集

　I　S　Lコース

コース

教職教養インプット専門問題集です

基礎基本問題集　国・数・理・社

小学校　副教科問題集

小学校　学習指導要領　穴埋め問題

内容

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

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

S

計（消費税込み）

※ 単科の希望がございましたらお問い合わせください。

全校種対象　総合コース

入会金 テキスト代 受講料

個人面接・集団討論対策+論文対策

個人面接・集団討論対策+論文対策+教職教養対策 ¥151,000

受講料テキスト代

L

I ¥5,000 ¥3,300

個人面接・集団討論対策+論文対策+教職教養対策+
小学校オンライン筆記試験対策

¥5,000 ¥5,500

計（消費税込み）

¥159,300

¥191,000 ¥201,500

全校種対象　面接論文コース

¥5,000 ¥1,200 ¥130,000 ¥136,200

入会金
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