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【学内講座 受講スケジュールのイメージ】 

 基礎力養成期 

（９月〜11 月） 

実力伸長期 

（12 月〜３月） 

合格力完成期 

（４月〜６月） 

教職教養 ＤＶＤ(Web)動画 合格ワンパック講座 模擬試験 

一般教養 ＤＶＤ(Web)動画 合格ワンパック講座 模擬試験 

専門教養 ＤＶＤ(Web)動画 合格ワンパック講座 模擬試験 

 

 

 

 

≪注意≫ 機関誌「学光」８・９月号に掲載した「教職 Web講座」が今回終了となり、「合格ワ

ンパック講座」に変更となりました。そのため受講金額も変更となっております。くれぐれも

ご注意ください。 

2017年度 
創価大学 教員採用試験対策 学内講座 

（2018年夏受験用） 
現役合格をめざして、この夏から学習を進めましょう。本講座では４年次の夏に迎え

る本試験に向けて、１年間を大きく「基礎力養成期」「実力伸長期」「合格力完成期」

と分け、それぞれの期間に合った学習方法を取り入れることによって、効率よく、ま

た確実に教員採用試験に必要な学力を身につけていきます。 



◆もくじ 
１ 筆記試験対策………………………………………………………………………… １ 

 ① 教職教養 

 ② 一般教養 

 ③ 小学校全科 

 ④ 専門教養（中高社会） 

２ 模擬試験……………………………………………………………………………… ６  

３ テキスト代金一覧…………………………………………………………………… ６ 

５ お申し込み方法……………………………………………………………………… ７ 

  



１ 筆記試験対策 
①教職教養 

②一般教養 

③小学校全科 

④専門教養（中高社会） 

 

 ［ＤＶＤ(Web)動画］と［合格ワンパック講座］（教職教養，一般教養，専門教養）を組み合わせた

筆記試験対策で「理解して、応用する力」をしっかりと身に付けます。 

「ＤＶＤ(Web)動画」を基本に，予習・復習のための学習用として，時事通信出版局の「合格ワンパッ

ク講座」で併用した講座です。自宅でＤＶＤ講座を受講し，「合格ワンパック講座」で学習するスタ

イルを確立して、学習習慣と試験に必要な知識を身に付けましょう。 

 

■［ＤＶＤ(Web)動画］とは（教職教養，一般教養，小学校全科，中高社会）の講

義を収録した動画講義です 

●学習の流れ 

●［ＤＶＤ(Web)動画］の特長 

〈特長①〉パソコンがあれば、いつでもどこでも学習が可能。 

〈特長②〉各コースは，テキストに沿った内容で講義が進められています。 

〈特長③〉テキストで学んだ領域については、演習問題を解くことで，学習の定着を図ります。 

 

■［合格ワンパック講座］とは（教職教養，一般教養，小学校全科，中高社会）

の通信講座です 

●学習の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格ワンパック講座は，時事通信出版ＨＰの「じぶんゼミ」 

URL： http://book.jiji.com/kyouin/jibunzemi/onepack.html をご参照ください。 

Step１ 知識の整理、インプット 

頻出事項をまとめた分かりやすい参考書

＆問題集、各コースの共通教材、オリジ

ナル教材で徹底的に知識の定着を。 

 

Step２ フォローアップテストにチャ

レンジ ！ 

「フォローアップテスト」は採点付き。答案

（マークシート）を提出すると、弱点領域が

ひと目で分かる成績分析票と「弱点補強テス

ト」をセットでお届けします。 

Step３ フォローアップテストを提出 

フォローアップテストを解いて、答案

（マークシート用紙）を提出。詳細な

成績分析票は各回の弱点把握に最

適 ！ 

Step4 弱点補強テストで復習 

成績分析票と一緒に毎回届く「弱点

補強テスト」で間違えやすいポイン

トの復習を ！ 



筆記試験対策講座 

①教職教養 ＤＶＤ(Web)動画＋合格ワンパック講座＋模試（教職教

養） 

◆対象：2018年

夏受験予定者 

 

◆テキスト代金：24,600円 

 ●ＤＶＤ(Web)動画テキスト：①2018年版 教職教養の要点理解 

               ②2018年版 教職教養の演習問題 

 ●合格ワンパックテキスト： 

  ①2019年版 教職教養の要点理解 

  ②2019年版 教職教養の演習問題 

  ③教育用語の基礎知識 

  ④試験に出る重要教育答申 

  ⑤教育法規スコープ 

  ⑥フォローアップテスト 

  ⑦弱点補強テスト（フォローアップテスト提出者のみお渡し） 

  ⑧志望自治体過去問（３年分） 

  ⑨月刊誌『教員養成セミナー』（別冊を除く） 

 

◆開講期間 

[ＤＶＤ(Web)動画]   開講期間：2017年9月～ 

[合格ワンパック講座] 受講期間：2017年9月1日～2018年5月31日 

       ■教職教養コース 

 （90分） （90分） （90分） （90分） 

1 教育原理① 教育原理② 教育原理③ 教育原理④ 

2 教育原理⑤ 教育原理⑥ 教育史① 教育史② 

3 教育心理① 教育心理② 教育心理③ 教育心理④ 

4 教育法規① 教育法規② 教育法規③ 教育法規④ 

5 教育法規⑤ 教育法規⑥ 教育時事① 教育時事② 

※すべて90分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



筆記試験対策講座 

②一般教養 ＤＶＤ(Web)動画＋合格ワンパック講座＋模試（一般教

養） 

◆対象：2018年

夏受験予定者 

 

◆テキスト代金：21,400円 

 ●ＤＶＤ(Web)動画テキスト：①2018年版 一般教養の要点理解 

               ②2018年版 一般教養の演習問題 

 ●合格ワンパックテキスト： 

  ①2019年版 一般教養の要点理解 

  ②2019年版 一般教養の演習問題 

  ③一般教養スコープ 

  ④フォローアップテスト 

  ⑤弱点補強テスト（フォローアップテスト提出者のみお渡し） 

  ⑥志望自治体過去問（３年分） 

  ⑦月刊誌『教員養成セミナー』（別冊を除く） 

 

◆開講期間 

[ＤＶＤ(Web)動画]   開講期間：2017年9月～ 

[合格ワンパック講座] 受講期間：2017年9月1日～2018年5月31日 

    ■一般教養コース 

 （90分） （90分） （90分） （90分） 

1 数学① 数学② 数学③ 数学④ 

2 物理① 物理② 化学① 化学② 

3 生物① 生物② 地学① 地学② 

4 国語① 国語② 英語① 英語② 

5 地理① 地理② 歴史① 歴史② 

6 政経・社会・時事① 政経・社会・時事②   

※すべて90分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



筆記試験対策講座 

③専門教養（小学校全科） 

ＤＶＤ(Web)動画＋合格ワンパック講座＋模試（小学校全科） 

◆対象：2018年

夏受験予定者 

 

◆テキスト代金：25,400円 

 ●ＤＶＤ(Web)動画：①2018年版 よくわかる小学校全科 

 ●合格ワンパックテキスト： 

  ①2019年版 小学校全科の要点理解 

  ②2019年版 小学校全科の演習問題 

  ③フォローアップテスト 

  ④弱点補強テスト（フォローアップテスト提出者のみお渡し） 

  ⑤志望自治体過去問（５年分） 

  ⑥小学校学習指導要領 

  ⑦小学校学習指導要領解説（全教科・領域） 

  ⑧月刊誌『教員養成セミナー』（別冊を除く） 

 

◆開講期間 

[ＤＶＤ(Web)動画]   開講期間：2017年8月～ 

[合格ワンパック講座] 受講期間：2017年9月1日～2018年5月31日 

        ■小学校全科コース 

 （90分） （90分） （90分） （90分） 

1 国語① 国語② 社会① 社会② 

2 算数① 算数② 算数③ 理科① 

3 理科② 理科③ 音楽① 音楽② 

4 図工① 図工② 家庭① 家庭② 

5 体育① 体育② 生活 外国語活動 

※すべて90分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



筆記試験対策講座 

④専門教養（中高社会） 

ＤＶＤ(Web)動画＋合格ワンパック講座＋模試（各専門教養） 

◆対象：2018年

夏受験予定者 

 

◆テキスト代金：25,400円 

 ●ＤＶＤ(Web)動画テキスト：①2018年版 よくわかるシリーズ 

 ●合格ワンパックテキスト： 

  【共通教材】 

①2019年版 各専門教養問題集・参考書 

  ②フォローアップテスト 

  ③弱点補強テスト（フォローアップテスト提出者のみお渡し） 

  ④志望自治体過去問（５年分） 

  ⑤月刊誌『教員養成セミナー』（別冊を除く） 

  【各教科の副教材】 

  ■中高社会 

   ①『見て楽しい!［オールカラー図解］日本史＆世界史並列年表』（PHP） 

   ②中高学習指導要領 

   ③中学校学習指導要領解説（社会編） 

   ④高等学校学習指導要領解説（地歴編/公民編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２ 模擬試験〔対象校種：幼・小・中・高〕（３年次生対象） 

 

 教員採用試験の内容に準拠した試験（マークシート式）を受験し、その時点での力試しをします。志

望自治体の実施内容に合わせた教科の選択ができる試験は全国規模で成績分析、偏差値、教科別順位を

算出し志望自治体の合格可能性を判定します。現段階での全国的な自分の位置を知ることで、今後の学

習の指針となります。※時事通信の４月公開模試に準拠しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自宅で受験後、答案用紙を時事通信出版局へ、4月10日までに郵送すれば、 

採点されます。 

 

テキスト代金一覧 

 ※組み合わせ受講すると割引になります。 

 ※すべて模擬試験（１回分）の受験料を含んでおります。 
 

コース名 
金額 

通常価格 学内特価 

単科受講 

①教職教養コース 32,000円 24,600円 

②一般教養コース 28,000円 21,400円 

③専門教養コース 35,000円 25,400円 

複数受講 

①教職教養＋②一般教養 42,000円 31,600円 

①教職教養＋③専門教養 47,000円 34,700円 

②一般教養＋③専門教養 45,000円 33,100円 

①教職教養＋②一般教養＋③専門教養 57,000円 41,200円 

※模擬試験のみのお申込の場合 

■４月模擬試験 

教職教養 1,000円 （同時申込の場合） 

1,800円 一般教養 1,000円 

専

門

教

養 

小学校全科 1,800円 

中高国語 1,800円 

中高社会 1,800円 

幼稚園全科 1,800円 

◆実施日：2018年4月8日 ◆受験場所：自宅 

◆受験科目：受講講座に応じて、当該講座の科目の模試を受験でき

ます。教職教養、一般教養、専門教養（小学校４教科、小学校９教

科、中高社会（共通のみ/世界史/日本史/地理/公民の中から１つ）、

幼稚園） 

※中高社会の方は「中高社会（世界史）」のように受験科目を選んでください。 

●成績分析票 



お申込方法 

 

講座を受講される方は、以下の手続きが必要です。 

1.郵便局に備えつけの振込取扱票を使って、郵便振替で時事通信出版局までお申し込みください。 

振り込み先：●口座番号：00130-9-25620 ●加入者名：時事通信出版局 内外教育研究会 

■記載事項 

○件名：教員採用試験対策講座申し込み 

○学籍番号             ○氏名（ふりがな） 

○所属（通信教育部生/ 通信教育部卒業生、のいずれかを記載してください） 

○住所（郵便番号も記載してください。教材の届け先になります） 

○携帯電話番号           ○メールアドレス 

○申し込み講座およびテキスト代金 

 （コース番号（①～③）と専門教養を受講する場合は教科名を記載） 

 例①）コース番号①  

    テキスト代金（合計） 24,600円 

 例②）コース番号①＋②＋③ 専門教養：小学校全科 

    テキスト代金（合計） 41,200円 

○志望自治体 

（３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■テキスト 

 受講料をお支払いいただいた方に、講座で使用するテキストをお送りいたします。 

■その他の教材のお届け予定 

 ＊合格ワンパック講座➡お申込み後、随時ご自宅に宅配便でお届けします。 

■お問い合わせ先 

 （株）時事通信出版局 TEL.03-5565-2162 E-mail：zemi-s@book.jiji.com 

１. 郵便局で時事通信出版局まで講座を申し込む (受講料のお振り込み含む) 

２. 通教ネットへの登録を行う 

３. 登録手続きが終了し、テキストが届けば学習開始 



２.通教学生ポータルへの登録を行う 

・既に通教学生ポータルに登録している方 → 登録作業は必要ありません。 

 ・まだ通教学生ポータルに登録していない方→ 登録作業を行ってください。 

  通教学生ポータルの登録は、学習のしおり等を参照してください。 

 ※卒業生の方は、創価大学通信教育部ＨＰの「卒業生の方へ」にある、対策講座受講用のＩＤ発行画

面でＩＤ発行手続きを行なう必要があります。 

 

３．登録手続きが終了後、テキストが届けば学習開始 

１および２の作業が終了後、２週間～３週間の間にテキスト・教材が届き、該当の DVD(Web)講座が

受講できるようになります。 

 

※パソコン環境について（重要） 

 DVD(Web)動画の受講に際しては、以下の「パソコン仕様」および「インターネット接続環境」が必

要となります。必ず確認を行ってください。条件を満たさない場合は講座の受講ができない場合があり

ます。講座の受講可能な環境は、以下の通りです。 

 

１.オペレーティングシステム（OS） 

Windows 7(SP1)  Windows 8.1(Update) Windows10 Mac OS X 10.4 以降 は、動作を

確認しております。 

※Windows XP・Vista は、Microsoft のサポートが終了したため、サポート対象外とさせていただ

きます。 

※Windows8 のタブレットモードを含む、その他のＯＳ、およびスマートフォン、タブレット端末

（Android、iOS、iPhone、iPad他）は、映像がでない可能性があり、サポート対象外とさせてい

ただきます。 

 

２.ネットワーク 

  動画像を含むため、ADSL・光回線を推奨しています。お使いのＰＣ、接続のネットワーク機器、

またはプロバイダ等のセキュリティ対策の状況により、正常に映像が表示されないことがあります。 

 ※eスクーリングのサイト上のサンプルムービーを参照し、正常に動画が再生されることをご確認くだ

さい。 

 

３.推奨ブラウザ（web ページ） 

 ・Windows … Internet Explorer(最新版) Firefox(最新版) 

 ・Mac OSⅩ … Firefox(最新版) 

 ※Google Chrome（最新版）は、現状では非対応ですのでご注意ください。 

 

※最新版以外の Internet Explorer はサポート対象外となります。以下の URL の＜まず何をしたら良

いでしょうか＞を参考に Internet Explorer を最新版に Update してください。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/ 

 

４.ソフトウェア 

   本講座は、ＷＭＶファイル（Windows Media Video）の使用が必須です。 

  ご自宅のＰＣのブラウザに、プラグインを対応する必要がありますのでご注意ください。 

 


