
福島大学生活協同組合

教員を目指すなら、学内講座での対策が断然安心！

教員採用試験対策学内講座のご案内

申込
締切 2019.11.22 fri 開講日 2019.12.4 wed

2020年受験対策
福島大生の為の

教員採用
試験対策学内講座

福島大学生協オリジナル

最終合格を盤石にする
「フルパッケージコース」

年内に対策をスタートし系統的に仕上げます

合理的な受験対策を可能にする hybrid 講座始動
ウェブと LIVE 講義を効果的に組み合わせて試験対策を万全に！

人物試験対策を強化、最終合格を目指す高効率カリキュラム
個別対応重視の対策内容で、教職マインドを育成

教育時事と人物対策 ~2 つのアクティブラーニング
「やってみること」を重視することで、実践的な対応力を向上

忙しい方に最適な
「集中コース」

３月から順次開講！
集中対策で効率的に仕上げます

アルバイトやボランティアなどで忙しい方に最適
集中対策で効率的な対策を実施

３月…春期集中総復習コース開講（４日間）
短期間で総復習したい方に最適な講座

５・６月…直前対策コース・県別対策コース開講
直前期を有効に活用する問題演習・解説講座

参加無料
要事前申込学内講座ガイダンス開催

2020年（令和2年）受験対策

日時 11月7日 ( 木 ) 18：00 ～ 20：00
全学部対象対象 神谷 正孝 先生講師

教員採用試験現役合格を勝ち取るために。内容

ＱＲコード、またはメールアドレス（fukudai-kyouin@fc.univcoop.or.jp）宛てに以下の必要事項 3項目をお送りください。
①氏名　②携帯番号　③参加希望日　講座のお申込みについてはガイダンスで説明します。ガイダンス参加申込方法

事前参加申込は
こちらの QR コードから！

日時 11月18 日 ( 月 ) 18:00 ～ 19:30
全学部対象対象

OB・OG 現役教員に聞く教員のアレコレ内容

【第１回】事前申込締切…11月 6日（水） 【第２回】事前申込締切…11月 16 日（土）

※ガイダンス予約申込への
返信はございません。



試験合格を強力に支援する Hybrid 講座

LIVE で実施するコンテンツでは、人物試験対策を視野に入れ、討論やワーク、演習などを盛り込みながらアクティブ・
ラーニング形式を取り入れて展開します。

LIVE 講義

ストリーミング配信を行う科目（教育原理・教育心理・教育法規）では、ウェブ配信用に撮り下ろされた 1 単位 60
分の授業を、好きな時に受講することが可能です。また、ストリーミングコンテンツは、受講期間中は何度も視聴可
能です。質問や相談は、生協カウンターを通じて、担当講師が回答します。

ストリーミング講義

暗記科目が多い教職教養分野の各科目を、 演習や
ワークなどを取り入 れ た LIVE 講 義と、ウェブを通
じたストリーミング配信を行うコンテンツ ( ストリーミ
ング講義 ) に分けて、両方を組み合わせた対策を行
うのが Hybrid 講座※です。

※ Hybrid 講座の詳細は 4 ページをご覧ください。 ストリーミング講義
　　イメージ画像▶

◀ �LIVE 講義イメージ画像

LIVE 講義 ここがポイント！
LIVE 講義で行う科目は、「学習指導要領」「教育時事」の２科目と「学習ガイダンス」などの
学習支援系の講義、及び「人物試験対策」「論文 / 討論対策」などの人物試験対策系の講義です。　

■　２次試験でも重要な教職科目は LIVE 講義でしっかりと対策
2020 年 4 月より小学校で全面実施、2021 年 4 月より中学校で全面実施、翌 2022 年 4 月から高等学校で学年進行で実
施される「新学習指導要領」は、2020 年実施の教採で一番重要なトピックス。LIVE 講義で、指導要領の改訂の背景や
改訂ポイント、それらを踏まえて、問題意識を持たなければならないテーマや、教育時事について、「ジブンゴト」とし
て考えることができるように LIVE 講義の中で AL を通じて対策します。

■　アクティブ・ラーニング（AL）の手法を取り入れ２次試験も見据えて対策
学校現場でも重要視される「主体的・対話的で深い学び」の視点から、教職教養や人物試験対策の講義の中に AL の要
素を取り入れました。AL を通じて、教育時事的テーマを「ジブンゴト」に、人物試験対策を通じて、確かな自己分析を
通じてマインドを高め、面接や討論のスキルアップを図ります。

アクティブ・ラーニング（AL）とは？
教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称です。学修者が能動的に学修することによって、認知的、
倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図ります。小・中・高校のアクティブ・ラーニングは「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に
学ぶ学習」であり、そこでは、「何を教えるか」という知識の質や量の改善はもちろん「どのように学ぶか」という学びの質や深まりを重視することになります。

■　ワークや演習を通じての仲間との交流
AL を用いたコンテンツを「アクティブラーニングコンテンツ（ALC）」として実施する中で、
他の学部や専攻の、あまり知らない人とのグループワークや討論を通じて、受講生同士の交
流を図ります。「チーム学校」が叫ばれる中で、多様な他者との共同は必須です。生協スタッ
フによる独自コンテンツも含め、受講生同士が良きライバルとして協働できるような雰囲気
を作り出します。
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講座担当講師からメッセージ

ストリーミング配信は難しそうですが、簡単に視聴できますか？Ｑ

Ａ 設定は簡単です。大学生協の講座ウェブを使用する場合もイークレストの配信システムを使用する場合も、アカウント
登録が完了後、指定されたパスワードを入力することで、すぐにコンテンツにアクセスできます。配布資料や参考資料
もダウンロード可能です。

ストリーミング配信されたコンテンツはダウンロード可能ですか。Ｑ

Ａ 残念ながらダウンロードはできません。Wi-Fi 環境を確認して、ストリーミング配信で対応していただく形となります。

ストリーミング配信では、つい講義の受講が後回しになってしまいそうで不安です。Ｑ

Ａ 確かにその懸念もあるかもしれません。しかし、LIVE 講義が定期的に配置されていることは、良きペースメーカーにな
るはずです。LIVE 講義時に、講師や生協スタッフとのかかわりの中で、モチベーションも新たに受験対策に臨むことも
できるでしょう。

ストリーミング受講後、質問事項などがある場合はどうしたらよいでしょうか。Ｑ

Ａ 質問がある場合などについては、生協担当者を介してメールで対応する形となります。各大学の LUVE 講義で出講して
いる講師に対して質問することも可能です。

ストリーミング講義 は不安、自分にできるか心配な方へ
以下の Q ＆ A も参照してください。また、生協カウンターでは、担当者がいつでも疑問や質問に答えます。
不明点や不安がある方はぜひご相談ください。

■　「いつでも、どこでも、何度でも」対策可能！　ストリーミング配信を最大限に活かそう！
大学内はもとより、自宅やカフェなど、インターネット回線があれば、いつでも講義を視聴することができます。隙間の時間
でも活用できるように、1 コマ 60 分のコンパクトな形式でまとめられているので、いつでも対策が可能です。

■　わからないことも質問可能！　安心して受講可能なシステム
生協のカウンターでの質問やウェブを活用した質問が可能です。
わからない点や、派生的な質問事項などが生じた際も、メール等を活用して疑問を解決することができます。

■　単純暗記科目は「何度も復習可能」なストリーミングで
ストリーミング講義は、テキストの項目の配列に即した講義を受講することができます。また、何度も繰り返して受
講できるので、自分のペースで的確に知識を確認することができます。

ストリーミング講義 ここがポイント！
ストリーミング（STR）講義で行う科目は、「教育原理」「教育心理」「教育法規」の３科目です。
いずれも、単純暗記系の科目で、映像講義を繰り返し視聴し、定期的な模試で実力を確認する中で、
知識を盤石なものにしていくことが大切です。

神谷�正孝先生
「教育は人なり」という言葉もあるように、教師は児童

生徒にとって最大の教育環境です。それだけ重い責任
がある仕事です。教師に求められるのは高い使命感と、
教育に対する強い情熱。そして、 実践に関わる専門的
な力量、それらの基盤となる総合的な人間力です。 教

員採用試験の対策をすすめながら、自分の教師としての思いや願いを
明確にし、志を持って受験できる準備をしましょう。

【下記の大学の講座をプロデュース＆出講】
弘前大学・秋田大学・岩手大学・宮城教育大学・東北大学・山形大学・
福島大学・宮城学院女子大学・静岡大学・京都教育大学・広島大学・
山口大学・愛媛大学・高知大学・広島修道大学・松山大学・愛知教育大学

金子�信夫先生
　約４０年間の学校教育や教育行政に関わってきた私が今
一番願うことは、教員をめざす学生の皆さんに「子どもや保
護者から信頼され期待される教員」になって活躍して欲しい
ことです。
　戦後 75 年になる日本をこれからどのような国として創って

いくのか、地球規模の環境問題を抱えた世界をどの様に変えていくのか、全
ては未来を担う子どもたちへの教育によると言っても過言ではありません。新
たな時代の担い手を育てるという崇高でやり甲斐のある仕事は教員以外には
ありません。自分がやらずに誰がやるとの強い信念と誇りをもった教員、信頼
され期待される教員であるために必要な中心軸を伝承するとともに第 1 ステッ
プである教採試験合格をサポートします。
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2019 年 12 月～ 2020 年 6月

対策期間

最終合格を盤石にする

フルパッケージコース

■　�専門科目対策オプション：学習ガイダンスと模試解説講義（各教科ストリーミング 10時間）
対策教科…中高国語・中高数学・中学社会・中学理科・中高英語　講師による学習相談会（1月）　【受講料】20,000 円
■　�福島県対策オプション　：福島県１次試験対策６コマ・福島県２次試験対策（8月下旬）　　　　【受講料】16,000 円

オプション

＊受講料の消費税について：10 月からの消費税改定に伴い１０％での受講料表記としております

受講料
■　基本対策コース

受講料�168,000円

●�受講料　●�テキスト代　
●�教育新聞（4か月）�　
●�オリジナル模試（全 3回）
●�月例テスト（全 3回）
●��2 次試験対策（税込）

■　小学校コース

受講料�198,000円（税込）

●�受講料　●�テキスト代　
●�教育新聞（4か月）�　
●�オリジナル模試（全 3回）
●�月例テスト（全 3回）
●�小学校月例テスト（全 4回）
●��2 次試験対策

内容 コマ数

直前対策講座 6

小計 6

直前対策講座 � ※詳細は 6 ページ

内容 コマ数

教育原理 4

教育心理 2

教育法規 4

教育時事 2

小計 12

春季集中総復習 � ※詳細は 6 ページ

内容・講座スケジュール

コマ数合計

基本対策コース：54 コマ　小学校対策コース：70 コマ

■　学習相談　■　人物試験演習　■　出願書類対策（個別指導）　■　2 次試験指導上記以外の対策

内容 コマ数

学習ガイダンス 2

小計 2

学習支援

内容 コマ数

人物試験対策（ALC) 10

論文・討論 3

出願書類対策（講義） 2

小計 15

人物試験対策

内容 コマ数

学習指導要領 8

教育時事（解説） 3

教育時事（ALC） 6

小計 17

基本科目

＊�教育原理・教育心理・教育法規は、�
ストリーミング（STR）講義 26 時間となります。

内容 コマ数

学習ガイダンス 1

基礎（理数４・文系２・副教科１） 7

応用（理系２・文系２） 4

小計 12

小学校全科対策

内容 コマ数

小学校全科ガイダンス １

小学校全科総合対策 3

小計 4

小学校春期対策 � ※詳細は 6 ページ

小学校コースは以下も実施

内容 コマ数

2 次ガイダンス 2

小計 2

2 次対策講座

教職教養科目は、特に教育学部以外の学生にとって初めて耳にする言葉が多く不安を感じる分野です。
このコースは、教職教養科目を効率よく、系統的に学習することが可能です。

▶�知識を系統的に身に付けることが可能

教員採用試験の最終関門である２次試験は、面接や模擬授業などの人物評価試験の組み合わせで実施されます。
この人物評価試験は、付け焼刃のハウツーだけで乗り切ることは困難です。
このコースでは、人物試験ＡＬＣを用いて、教員に必要な資質や能力を系統的・効果的に身に付けることが可能です。

▶人物試験対策ＡＬＣにより、�２次試験も見据えた系統的な人物面の強化が可能

１次試験合否のカギを握る「専門科目」の対策に専念するために、教職教養科目はなるべく時間をかけずに効率よく対策したいところです。
このコースには、必要な対策がすべて組み込まれているので、講座の受講をペースメーカーとして対策することが可能です。

��▶試験対策に必要なすべてをパッケージングしてあるので、�安心して対策が可能

合格した先輩が

受講していました

おすすめ
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一人一人のよさを伸ばす
「引き出し型」の人物試験対策

採用試験の最終合格のためには、 １次試験終
了後の２次試験対策が重要です。生協講座では、
それぞれの受験先に応じた県別二次対策を各県
で実施。また面接や模擬授業に必要な人物対策
を講座を通して行っていきます。また講師が「一
人一人のよさを引き出す」的確なアドバイスを
行っていきます。

高効率カリキュラムと
オリジナルテキスト

講座のカリキュラムは現役の大学生に最適化さ
れています。「知識がつながる、理解が進む講義」
を旗印に、教職教養分野の講義では、オリジナ
ルテキストを用いた、知識同士を関連させるこ
とに重点を置いた講義を展開し、知識の確実な
理解と定着を目指します。 独学よりもはるかに
効率的に本試験で確実に得点できる力を身につ
けることができます。

知識定着を確認できる
月例テスト・模擬試験

採用試験の最終合格のため教職教養分野の知
識事項の習得状況を確認できる「教職教養月例
テスト」を講座期間内に３回実施します。さらに、
４月以降は教職教養・一般教養・小学校全科の
模擬試験も実施します（全３回）。

生協講座が選ばれる理由

欠席時のフォローも万全！　ストリーミング配信
大学の講義や実習などの都合で講座
を欠席した場合や講座後の復習など
に対応できるよう、 録画した映像を
ストリーミング配信しています。
いつでもどこでも見ることができるの
で、学習を深めるのに最適です！

講座担当職員がサポートします
疲れたとき、スランプな時に、
いつでもスタッフが相談対応！
専門的な質問や悩みは、プロ講師へ
リファーします。

現役合格をサポート！～万全のバックアップ体制

合格者からのメッセージ

埼玉県中学数学 高野 裕貴 さん
私は、埼玉県の中学数学を受験しました。最も早く勉強に取り掛かったのは専門教養でした。理由は配点が高かったためです。講座は、教職教養を効率よく勉強する
ため受講しました。専門教養に時間をかけたいため、教職教養を効率よく勉強する必要がありました。実際に講座を受けてみて、特に感じた利点は二つです。一つ目は、
教員採用試験に向けて、共に勉強する講座生と話し合い、計画的に勉強を進めることが出来たこと。二つ目は、対策の方向性に不安を感じたとき、講師に正しい情報
を聞くことが出来たことです。受験を終えて、改めて計画的に勉強することが大切だと感じました。ぜひ皆さんも合格に向けて計画的に勉強に励んで下さい。

千葉県高校家庭 早川 未来 さん
教員採用試験に向けて何をすべきかわからなかったため、教員講座を受講することにしました。私は編入学生であるため、授業が多く、また、福
大での人脈が広くありませんでした。講座のガイダンスを受けた際、「効率よく学習することができる」「同じ目標を持つ仲間ができる」という点に
魅力を感じました。実際に、講師の先生は試験に出るポイントを絞って授業をしてくださいったため、大学の授業の勉強と両立するこができました。
また、ポイントをさらに工夫して勉強することで傾向をつかむこともできました。そして、講座を受講することで新たに友達もでき、勉強方法を共
有したり、励ましあったりすることでモチベーションにもつながりました。このように、教員講座を受講したことにより本番に向けて充実した日々を
すごすことができました。学習の積み重ねと仲間の存在が本番での自信につながるはすです！

東京都中学音楽 佐野 碧 さん
私は、小・中学校にてボランティアを行い、音楽を通して子ども達が『やった！』という喜びを得たり『もっと！』という意欲に溢れる姿に出会い
教員を志しました。
三年の後期、教採に向け何から始めるべきか分からない状態でした。そこで、自力で勉強を進める自信がなく講座の受講を決めました。 講座で
はただ受け身で講義を受けるのではなく、グループで学習する場面があります。周りと比べて自分がどれだけの実力を備えているかを痛感させら
れ、ある意味その焦りが勉強への原動力になりました。また勉強をする中で生じる辛さや悩みを 1 人で抱え込まず、共有できることが励みにもな
りました。決して合格するだけが目的ではなく、その先のための勉強だと思います。量より質を大切に突き進んでください！

福島県小学校 山川 理沙 さん
「絶対に現役で合格したい！」という思いと、先輩に勧められて、私は教員講座を受講することを決めました。

一次試験対策では、要点を整理されたテキストをもとに生講義を受けることで、効率的に知識を定着することができました。自分で勉強すること
が苦手な私にとって、同じ志を持った仲間と頑張れることは、モチベーションの向上につながりました。
二次試験対策では、模擬授業、個人面接、の全て、本番と同じ緊張感を味わいながら何度も練習することで、緊張に弱い私でも、本番では落ち
着いてパフォーマンスを行うことができました。

福島県小学校  上遠野 雄喜 さん
講座をとらずに不合格して後悔はしたくないと思い、講座に申し込みました。
講座を受講して魅力的だったのは、「早いうちから教職教養に取り組めたこと」と、「分かりやすい講座テキストが手に入ったこと」、「2 次試験に
向けた人物試験対策が手厚いということ」、の 3 つでした。特にオススメする「2 次試験に向けた人物試験対策」では、私が参加した 5 回とも、
全て異なる講師の先生に見ていただいたので、一人の偏った評価ではなく、複数の人の客観的な評価がいただけました。また、講座の受講を通
して、教員採用試験対策の勉強法を確立でき、その後の学習が円滑に進みました。自分が教師を目指したきっかけを常に頭に浮かべながら、自
分を信じて教員採用試験に向けて頑張りましょう！教採生活の第 1 歩は、講座から♪
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忙しい方に最適な

集中講座
３月にはウェブ配信した講義も含めて、LIVE 講義にて「春期集中総復習講座※」を実施するので、映
像講義を視聴して得られた知識事項を、総合的に復習することが可能です。「ボランティアやアルバイ
ト、研究で忙しく、実施日程が決まっている講義に参加できない」、「自分のペースで学習対策を行い
たい」等の受講生の声に応えて、新規に開発した講座です。

＊受講料の消費税について：10 月からの消費税改定に伴い１０％での受講料表記としております

春期集中総復習講座（総合コース）

内容 コマ数

教育原理 4

教育心理 2

教育法規 4

教育時事 2

合計 12

春季集中総復習 �コマ数

※フルパッケージコースにはこの内容が含まれています。
■　学習相談上記以外の対策

2020 年 3 月 2 日（月）～ 3 月 5 日（木）
※大学学事、授業予定などで変更の可能性もあります。

期間

●���教育原理・教育心理・教育法規・教育時事 12コマ（90 分）内容

受講料�33,000円（税込）
●��受講料
●�テキスト代　受講料

春期集中総復習講座（小学校全科コース）

内容 コマ数

教育原理 4

教育心理 2

教育法規 4

教育時事 2

小計 12

春季集中総復習 �コマ数

内容 コマ数

小学校全科ガイダンス １

小学校全科総合対策 3

小計 4

小学校春期対策 �コマ数

コマ数合計：16 コマ
※フルパッケージ ( 小学校 ) コースにはこの内容が含まれています。

総合コースの内容に加えて、小学校全科対策を 1日実施します。

■　学習相談上記以外の対策

【小学校全科対策】

2020 年 2 月 27 日（木）・2 月 28 日（金）
【春季集中総復習】

2020 年 3 月 2 日（月）～ 3 月 5 日（木）
※大学学事、授業予定などで変更の可能性もあります。

期間

●��教育原理・教育心理・教育法規・教育時事 12コマ（90 分）
●�小学校春期対策�4 コマ（90 分）

内容

受講料�38,000円（税込）
●��受講料
●�テキスト代　受講料

直前対策講座（問題答練）

内容 コマ数

直前対策 6

合計 6

直前対策講座 �コマ数

※フルパッケージコースにはこの内容が含まれています。

直前期を有効に活用する問題演習・解説講座です。
最終確認したい人に最適な内容です。

■　学習相談上記以外の対策

2020 年 5 月 15 日（金）・
5 月 16 日（土）・5 月 23 日（土）
※大学学事、授業予定などで変更の可能性もあります。

期間

●��直前対策 6コマ（90 分）内容

受講料�22,000円（税込）
●��受講料
●��テキスト代　受講料
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教師への道のり

生協のサポートプログラム
大学生協の用意する教員採用試験に向けたサポートプログラム。各時期の採用試験対策テーマと対策方針を示しています。
※フルパッケージコースの内容となります。

１１月
2019 年 講座募集ガイダンス

受講生募集ガイダンス
第１回………………11/7（木）
第２回………………11/18（月）
学内講座の講師による教員採用試験の概要の説
明や先輩の合格体験談を聞くことができます。

１月
2020 年 専門科目仕上げ

この時期までに専門科目（小学校全科、各教科
指導法など）の対策が一通り完了していることが
望ましいです。全体を網羅しておきましょう。
講座では基礎学力（専門、教職教養）を把握す
るためのテストを行います。

■　教職教養対策（～３月）
■　�人物試験対策 ALC（～３月）
■　教職教養対策 ALC（～２月）
■　教職月例テスト（第１回）※フルパッケージコースのみ
■　�グループ面談

２月
2020 年 合格に向けてのリスケジュール

12 月に受験プランを立てたものの思うように進め
られていない、ということもあるはず。このタイミ
ングで各分野の対策スケジュールを見直して、３
月の総まとめを迎えましょう。

■　教職月例テスト（第２回）※フルパッケージコースのみ

１０月
2020 年

１１月
2020 年

最終合格発表
２次試験の受験結果が
発表になります。
４月から新任教員として
働く、スタート地点です。

４月
2020 年

５月
2020 年

６月
2020 年

直前期の最終仕上げ
試験直前の最終確認の時期です。この時
に教育時事も確認しながら、教職教養の
問題演習を中心にアウトプットをしていき
ましょう。
講座では模試を実施していきますので、
総仕上げに活用して下さい。
また、自治体教育対策の確認も忘れずに
行いましょう。

■　�個別出願書類添削（４月） 希望者

■　�オリジナル模試（全３回）�
４月～６月実施�※フルパッケージコースのみ

■　�教育新聞購読（４月～７月）

直前対策コース（３日間）
教員採用試験に向けた、最後の総仕上げ
講座です。
今までインプットしてきた知識を、問題演
習でアウトプットして試験で実力を出し切
れるように答練を行っていきます。特に大
切なポイントについて講師から解説を受
けることができ、最終確認として最適な対
策ができます。

■　�直前対策講座（５月）

７月
2020 年

８月
2020 年

９月
2020 年

試験本番！
２次試験に備えよう
1 次試験終了後から集中力を保ったまま、
2 次試験に備えましょう。
これまで対策 ALC で行った内容も振り返
り、自己分析、自分の教育観の明確化な
ど、基本を踏まえつつ、演習対策を繰り
返し行い本番に備えましょう。

■　�県別対策演習（８月予定）

１２月
2019 年 開講オリエンテーション・

講座スタート！
開講日………………12/4（水）
まずは、教職科目の全体像
を理解します。
あわせてＡＬＣを通して教
育時事の理解を深め、２次
試験に向けた自己分析も始
まります。

■　ＳＥＱ受診
■　�小学校月例テスト（全４回）�
１２月～３月実施�※フルパッケージコースのみ

３月
2020 年 春期集中総復習講座（４日間）

試験前の一番重要な時期です。まとまった時間で
教職教養分野の総まとめを行いましょう。

■　教職月例テスト（第３回）※フルパッケージコースのみ
■　教育時事

■　春期集中総復習講座
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受講開始までの流れ
教員を進路としてお考えの方は、お気軽にご参加ください。

お問合せ・お申込み
〒 960-1296 福島県福島市金谷川 1 番地 福島大学生活協同組 図書館店 学内講座事務局　
TEL:024-572-7707　FAX:024-572-7737　Email:fukudai-kyouin@fc.univcoop.or.jp　担当 : 小野・湯田・市川　
★本講座は福島大学就職支援課に協力をいただいて実施いたしますので進路状況を大学へ報告いたします。

ＱＲコード、またはメールアドレス（fukudai-kyouin@fc.univcoop.or.jp）宛てに以下の必要事項 3項目をお送りください。
①氏名　②携帯番号　③参加希望日　講座のお申込みについてはガイダンスで説明します。ガイダンス参加申込方法

学内講座ガイダンス開催
参加無料 要事前申込2020年（令和2年）受験対策

まずはガイダンスに参加！

日時 11月7日 ( 木 ) 18：00 ～ 20：00
全学部対象対象 神谷 正孝 先生講師

教員採用試験現役合格を勝ち取るために。内容

日時 11月18 日 ( 月 ) 18:00 ～ 19:30
全学部対象対象

OB・OG 現役教員に聞く教員のアレコレ内容

【第１回】事前申込締切…11月 6日（水） 【第２回】事前申込締切…11月 16 日（土）

事前参加申込は
こちらの QR コードから！

※ガイダンス予約申込への
返信はございません。

ガイダンスに参加できない方へ
ガイダンスＤＶＤの無料貸出実施

申込みを決めたら、申込用紙のＱＲコードから事前登録。
生協図書館店にて申込手続き！

支払い方法

●�生協の組合員であることが申込の条件です。�
申込の段階で、非組合員の方は生協へご加入い
ただきます。

●�テキスト・問題集のみの申込はできません。

申込
締切 11 月 22 日（金）18：00 まで

郵便振込

大学生協ローン（３～３６回払）

お申込みに必要なもの

❶��記入済み�
申込用紙

※ガイダンス時にお渡しします

❷��組合員証

講座のお申込みについては上記の
学内講座ガイダンスで、ご説明し
ます。

コースの選択

専門科目対策オプション 合計 20,000 円 ( 税込 )

福島県対策オプション 合計 16,000 円 ( 税込 )

基本対策コース 合計 168,000 円 ( 税込 )

小学校コース 合計 198,000 円 ( 税込 )

フルパッケージ講座

春期集中総復習講座
基本対策コース 合計 33,000 円 ( 税込 )

直前対策講座 合計 22,000 円 ( 税込 )

短期集中講座

合計 38,000 円 ( 税込 )
春期集中総復習講座
小学校コース


