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最新データ
満載の受験
情報誌など
特典*多数！

短期講習*を
プラスして
自治体別対策
も万全

添削課題を
自分のペース
で進めて
苦手克服

教材は
全国の本試験を
精査･分析して
編集！！
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その④

東京アカデミーの教員採用試験通信講座 2019年度教員採用試験 
東京アカデミー受講生

★合格実績は東京アカデミー受講生 (東京アカデミー受託の学校内実施講座受講生含む )のみです。  
★公開模試のみの受験者、出版教材のみの購入者、資料請求者、  情報提供･ガイダンスのみの登録者は、
一切含まれておりません。
★2019年 5月 7日現在判明分。

＊総合Ⅰ～Ⅵコース受講生のみ
　対象となります。

＊短期講習は別途、申込(有料)が
　必要です。

20年以上続く東京アカデミーの教員採用試験通信講座は、教員採用
試験専用の教材・課題で構成され、ムダなく学習できるようになってい
ます。過去の教員採用試験を徹底的に精査、分析した上で編集された
オリジナル教材「オープンセサミシリーズ」では、合格に必要な知識を
身に付けることができます。
総合コース特典教材の「パーフェクトガイド」
や時事対策テキスト｢教育時事データブック」
「時事データブック(一般時事)」は、試験対策
に欠かすことのできない最新情報満載の受
講生限定教材です。

※写真は昨年度のものです。

延べ一次合格者数

発行日 2019年8月30日 / 有効期限 2020年8月1日

東京アカデミー全国32校 教員採用試験対策講座のご案内
※通学講座･短期講習の開講状況・開講コースは、地域・校舎により異なります。詳細は入会希望校までお問合せいただくか、東京アカデミーホームページをご確認ください。

www.tokyo-ac.jp
通話料無料！スマホもOK！
0120-220-731

東京アカデミー 検索

〒070-0034 旭川市四条通8-1703-12 日本生命旭川四条通ビル8F 0166(26)6990
〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1 KDX札幌北口ビル 011(726)3050
〒040-0011 函館市本町8-18 ベストアメニティ五稜郭ビル2F 0138(31)3412
〒030-0801 青森市新町1-1-14 損保ジャパン日本興亜青森ビル2F 017(774)1515
〒980-6127 仙台市青葉区中央1-3-1 アエル27F 022(263)0731
〒010-0001 秋田市中通2-2-7 トラストワンビル21 3F 018(837)5331
〒274-0825 船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル9F 047(493)8370
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-380-1 048(654)7501
〒160-0023 新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル3F 03(3348)0731
〒101-0062 千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル3F 03(3291)0731
〒171-0021 豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル13F 03(5954)0731
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-2 042(529)7530
〒194-0022 町田市森野1-22-14 小田急シティビル町田4F 042(721)5001
〒220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル11F 045(320)0731
〒950-0901 新潟市中央区弁天1-1-22 東信新潟ビル6F 025(247)7291
〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル3F 054(273)6361
〒450-6306 名古屋市中村区名駅1-1-1 J Pタワー名古屋６F 052(563)2095
〒920-0856 金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ12F 076(263)3870
〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町99 四条SETビル6F 075(252)0762
〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル12F 06(6345)0731
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル7F 06(6645)0731
〒650-0034 神戸市中央区京町75-1 京町栄光ビルディング1F 078(391)0731
〒700-0024 岡山市北区駅元町15-1 リットシティビル3F 086(255)6244
〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-6 紙屋町イワミビル7F 082(541)0731
〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー11F 087(821)1731
〒790-0005 松山市花園町1-3 日本生命松山市駅前ビル4F 089(947)6605
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅北口ビル3F 093(541)1511
〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡5F 092(716)5533
〒850-0032 長崎市興善町2-24 長崎第一生命ビル3F 095(818)5033
〒860-0805 熊本市中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング2F 096(359)7611
〒870-0035 大分市中央町1-1-5 大分第一生命ビル2F 097(536)7588
〒892-0842 鹿児島市東千石町14-10 天文館大樹生命南国テレホンビル6F 099(227)3455

住　　所 電話番号 振 込 先
旭　川　校
札　幌　校
函　館　校
青　森　校
仙　台　校
秋　田　校
津 田 沼 校
大　宮　校
東　京　校
お茶の水校
池　袋　校
立　川　校
町　田　校
横　浜　校
新　潟　校
静　岡　校
名 古 屋 校
金　沢　校
京　都　校
大　阪　校
難　波　校
神　戸　校
岡　山　校
広　島　校
高　松　校
松　山　校
北 九 州 校
福　岡　校
長　崎　校
熊　本　校
大　分　校
鹿 児 島 校

校　　名
三井住友銀行 梅田支店 (普)9434333 (株)東京アカデミー旭川校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9433729 (株)東京アカデミー札幌校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433731 (株)東京アカデミー函館校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433779 (株)東京アカデミー青森校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433767 (株)東京アカデミー仙台校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9433755 (株)東京アカデミー秋田校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433743 (株)東京アカデミー津田沼校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433781 (株)東京アカデミー大宮校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9433793 (株)東京アカデミー東京校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434321 (株)東京アカデミーお茶の水校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9434319 (株)東京アカデミー池袋校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434266 (株)東京アカデミー立川校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9434307 (株)東京アカデミー町田校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434254 (株)東京アカデミー横浜校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434292 (株)東京アカデミー新潟校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434280 (株)東京アカデミー静岡校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434242 (株)東京アカデミー名古屋校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434278 (株)東京アカデミー金沢校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434230 (株)東京アカデミー京都校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434228 (株)東京アカデミー大阪校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9434216 (株)東京アカデミー難波校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9434199 (株)東京アカデミー神戸校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434187 (株)東京アカデミー岡山校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433810 (株)東京アカデミー広島校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433808 (株)東京アカデミー松山校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433822 (株)東京アカデミー北九州校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433846 (株)東京アカデミー福岡校
三井住友銀行 梅田支店 (普)9433858 (株)東京アカデミー長崎校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433860 (株)東京アカデミー熊本校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433834 (株)東京アカデミー大分校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9433705 (株)東京アカデミー鹿児島校

三井住友銀行 梅田支店 (普)9434163 (株)東京アカデミー高松校

通学講座 ー選べる時間帯ー通学講座 ー選べる時間帯ー通学講座 ー選べる時間帯ー通学講座 ー選べる時間帯ー
全日制
本試験に向けて筆記試験対策･人物試験対策ともに充実したカリキュラム
で、合格へと導く総合コースです。じっくり腰を据えて勉強しようと思ってい
る方に最適なコースです。

夜間部・土曜部・日曜部
限られた時間の中で、合格するために的を絞って効率よく学習していきま
す。講師をしていて時間の取れない方や、現役合格を目指す大学生の方に
最適なコースです。

試験直前期のラストスパートに！！試験直前期のラストスパートに！！

全国32校のネットワークを活かした自治体別講座！全国32校のネットワークを活かした自治体別講座！

東京アカデミー各校では試験直前期に弱点克服や自治体ごとの対策を実施
しております。弱点・苦手分野の解消に最適な講座です。
いずれも1日～数日程度の講座になりますので、仕事や学校で忙しく長期間
の通学ができないという方でも無理なく受講いただけます。
特に個人での対策が難しい試験年度の直前に出された文科省通知や答申、教
育委員会からの教育ビジョン等を取り扱う講座もあります。

通信講座をペースメーカーに学習を進め、習熟度に応じて短期講習を組み合
わせることで、弱点克服が可能です。さらに、最終合格を決める二次対策講座
を組み合わせることで、総合的な対策ができます。

本試験を徹底分析することで、ご当地問題対策や人物試験対策など自治体
に特化した講座を開講しています。

短期講習短期講習短期講習短期講習

通信+通学講座のセット受講通信+通学講座のセット受講
今すぐ学習をスタートし、ゆくゆくは通学講座を選択したい方へ
今は仕事や学校で忙しく通学できないけれど、しばらくしたら通学講座も受
講したいという方は、まず通信講座で学習を開始し、その後通学講座を追加
受講することも可能です。

弊社WEBサイトから
ご覧いただけます。

6,073名6,073名
昨年より

117名アップ！

この数字は
すごい !!
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本講座では、過去の教員採用試験を徹底的に精査、分析した上で編集されたオリジナル教材を用い、基礎知識を身に付けることができます。そして、
その自宅学習の成果を添削課題で確認することにより、応用力、実践力を養っていきます。自信のない分野、苦手な分野は、参考書や問題集、セサミ
ノートで何度でも繰り返し学習してください。学習における疑問点や受験相談などは、“SOSカード”をご利用ください。専門の講師、ベテランスタ
ッフが丁寧に回答いたします。また、総合コースの方は特典である全国公開模試を受験することで、その豊富なデータから自分の実力の最終チェック
を行うことができます。

本講座では、過去の教員採用試験を徹底的に精査、分析した上で編集されたオリジナル教材を用い、基礎知識を身に付けることができます。そして、
その自宅学習の成果を添削課題で確認することにより、応用力、実践力を養っていきます。自信のない分野、苦手な分野は、参考書や問題集、セサミ
ノートで何度でも繰り返し学習してください。学習における疑問点や受験相談などは、“SOSカード”をご利用ください。専門の講師、ベテランスタ
ッフが丁寧に回答いたします。また、総合コースの方は特典である全国公開模試を受験することで、その豊富なデータから自分の実力の最終チェック
を行うことができます。

受講コース

総合Ⅳコースで中学社会③と高校社会④＋⑤＋⑥を
同時受講する場合

■受講料等計算例

中･高同時追加
受講料

入会金 総合Ⅳコースの
受講料

ＡコースとＢコースを受講する場合
※入会金を重複してお支払いいただく必要はございません。その他ご不明な点はお問合せください。

Ｂの受講料
5,000円 + 26,000円 + 26,000円 = 57,000円
入会金

(ＡとＢで重複しない)
Ａの受講料

－複数のコースを受講する場合－

※金額はいずれも税込価格です。

専門科目(1科目を選択) 効率良く基礎から合格レベルまで。
参考書1冊(小学校のみ)・問題集1冊・本試験問題
セサミノート１冊(小学校のみ)・添削課題15回
★選択科目については下段をご覧ください。

C
コース

入会金5,000円 受講料36,000円 合計41,000円

一般教養 広範囲な一般教養を効率良く学習できます。

参考書３冊・問題集２冊・セサミノート１冊
添削課題15回・本試験問題B

コース
入会金5,000円 受講料26,000円 合計31,000円

例 1 例3例 2 総合Ⅱコースとオプション特別支援教育を受講する場合

オプション特別支援教育
の受講料

入会金 総合Ⅱコースの
受講料

 特別支援教育・栄養教諭(1科目を選択)
問題集1冊･添削課題10回･本試験問題

オプション

入会金 不要 受講料21,000円 合計21,000円

＊オプションのみの申込みはできません。必ず総合コースもしくはA～Dいずれか  
　のコースと一緒にお申込みください。
＊通学講座と併用してお申込みいただくことも可能です。

論作文対策テキスト(添削課題８回)

論作文 人物重視でウェイトが高まる論作文を攻略。D
コース

入会金5,000円 受講料31,000円 合計36,000円

総合 コース
教職教養 教職教養の完全マスターを目指すコースです。

参考書２冊・問題集１冊・セサミノート１冊
添削課題15回・本試験問題A

コース
入会金5,000円 受講料26,000円 合計31,000円

単科コース －必要な科目のみ選択できる－

A+B+C+D

A+B+C

A+B+D

A+C+D

B+C+D

教職教養＋一般教養＋専門科目＋論作文
オールマイティな教員採用試験対策のセットです。
スタッフもお勧めの一番人気のコースです。Ⅰ

コース 入会金5,000円 受講料92,000円 合計97,000円

総合コースの受講生には、お得なセット価格に加え、全国公開模試や
受験情報誌をはじめとする各種特典を無料で提供いたします。

教職教養＋一般教養＋専門科目Ⅳ
コース

入会金5,000円 受講料77,000円 合計82,000円

教職教養＋一般教養＋論作文Ⅴ
コース

教職教養＋専門科目＋論作文Ⅱ
コース

一般教養＋専門科目＋論作文Ⅲ
コース

単科コースの組合せより

入会金5,000円 受講料82,000円 合計87,000円

入会金5,000円 受講料82,000円 合計87,000円

入会金5,000円 受講料72,000円 合計77,000円

単科コースの組合せより27,000円もお得 !

単科コースの組合せより11,000円もお得 !

単科コースの組合せより11,000円もお得 !

単科コースの組合せより11,000円もお得 !

単科コースの組合せより11,000円もお得 !

C+D 専門科目＋論作文Ⅵ
コース

入会金5,000円 受講料67,000円 合計72,000円
※Ⅵコースは他総合コース同様に「特典つき」ですが、セット価格割引はありません。

★下記の①～⑰の専門科目から１科目を選択してください。
①小学校全科　②中･高国語　③中学社会　④高校社会(世界史)　⑤高校社会(日本史)　⑥高校社会(地理)
⑦高校社会(公民)　⑧中･高数学　⑨中学理科　⑩高校理科(物理)　⑪高校理科(化学)　⑫高校理科(生物)　
⑬中･高音楽　⑭中･高保健体育　⑮中･高家庭　⑯中･高英語　⑰養護教諭

社　会 理　科

中学･高校
同時受講

受講科目 追加受講料(税込)
11,000円

33,000円

11,000円

22,000円

22,000円

③+④+⑤+⑥

④+⑤+⑥

③+④、③+⑤、③+⑥、③+⑦
③+④+⑤、③+④+⑥、③+⑤+⑥

⑨+⑩、⑨+⑪、⑨+⑫

⑩+⑪、⑩+⑫、⑪+⑫
⑩+⑪+⑫

⑨+⑩+⑪+⑫

④+⑤、④+⑥、⑤+⑥
高校
同時受講

⑨+⑩+⑪、⑨+⑩+⑫、⑨+⑪+⑫

◆社会と理科の中学･高校同時受講
希望者、高校社会・高校理科
セット受講希望者は、各コース
の受講料に右記の追加受講料(1
科目追加毎に+11,000円)を追
加してください。

33,000円④+⑤+⑥+⑦

自分でつくる自分だけの「マイプラン」自分でつくる自分だけの「マイプラン」
添削期間中であればいつでも課題を提出でき、自分の目標やスケジュール、学力のレベルやバランスにあわせて自分のペースで学習でき
ます。基本重視でじっくりと学習したい分野は下記のスタンダードな学習スタイル(下記①→②)で、得意分野は添削課題を先に取り組むな
どの逆スタイル(下記②→①)で、というように自由に計画し、学力アップが図れます。

添削期間中であればいつでも課題を提出でき、自分の目標やスケジュール、学力のレベルやバランスにあわせて自分のペースで学習でき
ます。基本重視でじっくりと学習したい分野は下記のスタンダードな学習スタイル(下記①→②)で、得意分野は添削課題を先に取り組むな
どの逆スタイル(下記②→①)で、というように自由に計画し、学力アップが図れます。

全国公開模試※2

に取り組む
（全4回）
※総合コース
のみ

復
　
習

添削課題・SOSカード

丁寧な添削と的確なアドバイスで、学習のコツやウィークポイントが分か
り、実力が飛躍的にアップします。
※解答は2020年6月上旬(2022年度受験予定者は2021年6月上旬)に発送します。

皆さんが勉強していく中で生じる、
様々な疑問や不明な点を気軽に相談
できる専用のカードです。勉強の内
容や教員採用試験のことなど、不安
や疑問はすぐに解消し、効率良く実
力アップを図りましょう。
※受講科目数によって枚数は異なります。
　(１科目５枚、２科目10枚、３科目以上15枚)
※SOSカードの追加販売は行っておりません。

学習面の不安から試験に対する疑問
まで、懇切丁寧に回答いたします。

受講コース科目のみ

論作文受講者のみ

添削課題(全15回)

各科目につき、全15回の添削を行います。なお、添削課題は全国共通問題です。
※オプション特別支援教育・栄養教諭の添削は全10回となります。

教職教養/一般教養/小学校全科/中･高国語/中学社会/高校社会(世界史･日本
史･地理･公民)/中・高数学/中学理科/高校理科(物理･化学･生物)/中･高音楽/
中･高保健体育/中･高家庭/中･高英語/養護教諭
オプション特別支援教育※/オプション栄養教諭※

論作文対策テキスト(添削課題全８回)
論作文の書き方の基本、教員採用試験における論作文の傾向と対策、さらに
はテーマ別添削答案例で、どのように書けばよいのか、苦手な人でも段階的
に理解することができます。そして最後に添削課題(８題)に取り組み、徹底的
に練習しましょう。８題中、最大５題までは自由課題ですので、志望自治体の傾
向に合わせた課題を提出することができます。また、全自治体の過去問5年分
を掲載しているので、類題の演習にも役立ちます。どこがいけないのか、どう
書いたらよいのかを指導スタッフが丁寧に添削し、合格答案へと導きます。

指導欄/添削指導
ポイントが指導欄に書き込まれます。こ
れにより確実にステップアップできます。
提出した添削課題用紙には、周辺の重要
事項や考え方、間違いやすいポイントが
書き込まれますので、復習がしやすくな
っています。

添削例(添削課題)

講評/添削指導
ポイントを押さえた
添削指導で論作文
試験に自信をもって
臨めます。

添削例(論作文課題)

SOSカード 全コース共通

論作文は時勢に応じた懇切
丁寧な添削指導を行います。

※１　本試験間際は課題の提出が込み合うため、添削答案の返送が通常より遅れる可能性があります。
※２　全国公開模試は、ご希望により各校での受験も可能です。ただし会場実施日の１か月前までに必ず
　　　受験希望校にご連絡ください。(受験は申込手続完了後の実施分からに限ります｡)　

約2週間
約2週間※1

手続完了

教材発送 解答用紙
郵送

添削答案
返送

実力UP!!
&合格!!

1 2
参考書･問題集･
セサミノート
で学習

添削課題に
取り組む

SOSカードで疑問を解消!!

ワンポイントアドバイス
得意な科目は本試験問題から、苦手な科目は参考
書を使って基礎から学習を進めるなど、自分のペー
スで効率的に学習を進めましょう。

ワンポイントアドバイス
得意な科目は本試験問題から、苦手な科目は参考
書を使って基礎から学習を進めるなど、自分のペー
スで効率的に学習を進めましょう。

ワンポイントアドバイス
毎日机に向かって学習する科目、通勤・通学の隙間時
間を使って学習する科目など、自分のライフスタイル
に合わせて無駄のない学習計画を作りましょう。

ワンポイントアドバイス
毎日机に向かって学習する科目、通勤・通学の隙間時
間を使って学習する科目など、自分のライフスタイル
に合わせて無駄のない学習計画を作りましょう。

★通信講座受講生にも“Live(生講義)感覚のフォロー”を。
東京アカデミーは、設立以来、｢Live形式(生講義スタイル)｣にこだわった受験指導を行っています。そこで培ったノウハウと情報を、ぜひ通信講座受講
生にも提供したい。そのような願いから、東京アカデミーならではの受験サポートを実施しています。

＜受験相談＞
通信講座受講生も入会校舎にて受験相談・情報収集(本試験問題等の閲覧)が
可能です。東京アカデミーは全32校で協力して各自治体の出題傾向や試験
内容を調査し、受講生に情報提供します。

東京アカデミーの通信講座

－セット価格とうれしい特典つき－(P4参照)

総合Ⅰ～Ⅳ、Ⅵ、C各コースの
選択専門科目について

5,000円 + 77,000円 + 33,000円 = 115,000円 5,000円 + 82,000円 + 21,000円 = 108,000円

44,000円③+④+⑤+⑥+⑦

※人物試験対策について、個人面接や集団討論などの練習を実施しています。
　実施内容･利用条件(実施の有無･受講料等)は校舎によって異なります。



最大で全4回 23,000円分無料受験！全国公開模試(全4回)

受講生限定の各種最新資料でサポートします。
東京アカデミーのオリジナルテキストは、多数の専門書を読まなくても、
これらのテキストだけで受験に必要な知識の大半を身に付けることがで
きるように編集しています。

教員採用試験対策資料集

※受験料は教養試験、専門試験、論作文を自宅受験した場合です。
※申込手続完了後の模試から無料で自宅受験できます。
※スタート模試は教養試験のみ実施します。
※中･高同時受講、または専門科目を2科目受講している方であっても、受験可能な専門科目はいずれか1科目のみです。
※特別支援教育、栄養教諭、幼稚園教諭の模試は第３回のみ行います。なお、特別支援教育については、他の専門科目と同時受講の
　場合、問題･解答解説は両方お送りしますが、成績処理は、いずれか一方のみとなります。
※ご希望により各校での受験も可能です。ただし会場実施日の1か月前までに必ず受験希望校にご連絡ください。
※模試の成績処理は、マークシート・答案用紙等が会場実施日までに到着したものに限りますのでご注意ください。
※左記全国公開模試以外にも、2020年4月5日 (日)に自治体別模試(要別途申込)を実施します。詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
※Web会員専用ページ(マイページ)き成績表が配信されますので、スマホやPCから成績の確認ができます。

■教育用語集 ■教育時事
 データブック

※2020年4月上～      中旬に発送します。

※下記画像は一部昨年度のものです。

■教育答申資料集 ■時事データブック
 (一般時事)

※2020年６月上旬
   に発送します。

2019年 11/17(日)
2020年  1/12(日) 
2020年  3/8(日)
2020年  5/10(日)

スタート
第１回
第２回
第３回

各回
7,100円

1,700円
受験料会場実施日

個
人
成
績
表

▼

パーフェクトガイド
東京アカデミーでは、過去の受講生が残してくれた受験体験報告書を編
集し、パーフェクトガイドを作成しています。全国都道府県および政令指
定都市の試験概要と人物評価試験の内容がこの2冊に凝縮されています。
長きにわたり教員採用試験対策を全国で展開し、受講生からの絶大なる
信頼を得ているからこそできる、
受講生限定の情報誌です。
※vol.1を2019年12月下旬、
　vol.2を2020年４月上～中旬に発送します。

※｢教育用語集｣は
   市販もしております。 

｢教育振興基本計画｣や｢児童生徒の学習評価の在り方について｣など、膨大な教育時事を個人で収集･分析
するのは、労力とそれ相応の見識が必要になります。東京アカデミーの通信講座(総合コースのみの特典と
なります)なら、弊社の専門部署で過去問を徹底分析し、重要事項をまとめた｢教育答申資料集｣や｢教育時
事データブック｣があるから安心です。

教育時事への対応も東京アカデミーにお任せ！

ーWinner’s VoiceーーWinner’s Voiceー合格者の声合格者の声

4 5

特典①

特典② 特典③

面接質問内容掲載数   6000 例以上 !!
集団討論テーマ掲載数  300 例以上 !!
模擬授業テーマ掲載数2000例以上!!
その他、口頭試問や場面指導など多数掲載 ※左記掲載数は2020年度版です。

参考書･セサミノートは教職教養･一般教養･小学校全科について、問題集はさらに中･高専門科目も
取り揃え、多数の専門書を読まなくても、これらのテキストだけで合格に必要な知識を身に付ける
ことができるように編集しました。参考書は確認問題で理解度をチェックしながら学習を進めるこ
とができ、さらに参考書と連動した穴埋め形式のセサミノートでは、過去問レベルの問題にチャレ
ンジできるようになっています。そして、問題集では本試験における傾向と対策を示すと共に、１
問ごとの難易度も明示しています。これらの教材を繰り返し学習することで、自然に合格レベルの
実力が身に付きます。

オープンセサミシリーズ 受講コース科目のみ

※CD-Rでのご提供となります。
※本試験問題は2020年3月上旬に発送します。

参考書(全5巻)
①教職教養Ⅰ
②教職教養Ⅱ
①一般教養Ⅰ(人文科学)
②一般教養Ⅱ(社会科学)
③一般教養Ⅲ(自然科学)

本試験問題
教職教養･一般教養
小学校全科
中･高国語
中･高社会
中･高数学
中･高理科
中･高音楽

中･高保健体育
中･高家庭
中･高英語
養護教諭
特別支援教育
栄養教諭

ステップアップ問題集(全13巻)
①中･高国語
②中学社会
③高校社会
④中･高数学
⑤中学理科
⑥高校理科
⑦中･高音楽

⑧中･高保健体育
⑨中･高家庭
⑩中･高英語
⑪養護教諭
⑫特別支援教育
⑬栄養教諭

問題集(全3巻)
教職教養
①一般教養Ⅰ(人文科学･自然科学)
②一般教養Ⅱ(社会科学)

セサミノート(全2巻)
教職教養
一般教養

小学校全科(全3巻)
参考書
問題集
セサミノート

Amazon およびAmazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※写真は掲載時のものです

2019年
4月25日
調べ

“本”売れ筋ランキング

1～3位
独占！

2020年度東京アカデミー
教員採用試験対策オープンセサミシリーズ

第1位 第2位 第3位

教員採用試験対策 部門

他にも多数ランクイン！

次の文は、平成 19 年に出された｢特別支援教育の推進について ( 通知 )｣に示さ
れた特別支援教育の理念である。空欄に当てはまる語句を答えよ。

　特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や (　A　) に向けた主体的な取組を支援
するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の (　B　) を把握し、その持てる力を高め、
生活や (　C　) 上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので
ある。
　また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのな
い (　D　) も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する (　E　) 学校におい
て実施されるものである。
　さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や
その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる (　F　) の形成の基礎
となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。

次の記述は、｢特別支援教育の推進について ( 通知 )｣( 平成 19 年 4 月 1 日文部
科学省 )｢1. 特別支援教育の理念｣からの抜粋である。
空欄　 ア　 ～ 　ウ　 に当てはまるものの組合せとして最も適切なものを、後
の①～⑤のうちから選びなさい。

　特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や　 ア　 に向けた主体的な取組を支援
するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高
め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので
ある。
　また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない
発達障害も含めて、　 イ　 を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施さ
れるものである。
　さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や
その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる　 ウ　 の形成の基礎
となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。

① ア 学習参加　　イ 配慮　　　　　ウ 共生社会
② ア 学習参加　　イ 特別な支援　　ウ グローバル社会
③ ア 社会参加　　イ 配慮　　　　　ウ 共生社会
④ ア 社会参加　　イ 特別な支援　　ウ 共生社会
⑤ ア 社会参加　　イ 配慮　　　　　ウ グローバル社会

【解答】 ④

【解答】 
A 社会参加　　B 教育的ニーズ
C 学習　　　　D 発達障害
E 全ての　　　 F 共生社会

本試験的中問題本試験的中問題 ほかにも
多数！！

2019 年度（2018年夏）神奈川県本試験　教職教養 添削課題　教職教養
教材案内

総合Ⅰ～Ⅵコース受講者のみ特典案内 熊谷 隆幸さん
合格自治体：東京都　　校種･科目：小学校全科
受講校：津田沼校　　　受験時年齢：37歳　　
出身大学：聖徳大学（通信制）

　私は経済学部の大学を卒業し民間企業でフルタイムで働いていたため、東京アカデ
ミーで小学校全科と論文の通信講座を受講しました。学校教育から長く離れていまし
たが、東京アカデミーで使うテキストは内容が充実していて理数科目が苦手な私でも
十分に理解できました。それでも分からない箇所は、SOSカードで対応でき、立ち止
まることはありませんでした。
　小学校全科は、全15回がバランス良く展開されており、指導法の問題は試験対策に
なるだけではなく、教師として実践的に学べるため楽しみながら取り組むことができ
ました。論作文は自由課題で添削が受けられるため東京都の過去問で添削を受けまし
た。自分では気づかない文の癖を修正でき、本番では自信を持って対応することがで
きました。
　通信講座で35歳から大学に入り、東京アカデミーの試験対策で37歳初めての挑戦
で合格を勝ち取ることができました。東京アカデミーの教材と万全のフォローのお蔭
だと感じています。

『35歳未経験からの挑戦』

髙橋 美季さん
合格自治体：宮城県 　校種･科目：中学校国語
受講校：仙台校　　　 受験時年齢：30歳
出身大学：二松學舎大学 

　国語の専門教科に自信がなかった私は、毎年勉強へのモチベーションを保つこと
ができず、過去８回の試験をただやり過ごしてきました。昨年の採用試験後、「いつ
までも国語から逃げていてはいけない。」と一念発起し、東京アカデミーを訪れまし
た。仙台校の先生方は入会のときから親身に相談に乗ってくれました。今後の学習
の取り組み方を一緒に考えてくださり、教職教養は通学コース、専門教科は通信講
座を受講することにしました。専門教科の勉強は通信講座の問題集を活用し、コツ
コツと取り組みました。「少しずつでも毎日問題に触れる」ことを意識しました。週
末まとまった時間が取れるときに、力試しとして通信課題に取り組み郵送しまし
た。返送されてくる課題には解説や勉強方法のアドバイスが朱書きで分かりやすく
書かれており、勉強を続ける励みになりました。常勤講師をしながらの受験勉強は
楽ではありませんでしたが、自分の気持ちを整え、目標を明確化し再び勉強に向か
うことができました。学習したことが身に付くと自分に自信が持てるようになり、2
次試験の面接では堂々と自分の考えを話すことができました。
　9回目にして初の1次突破、そして合格。私は今、来年４月に初任地で出会える子
どもたちとの日々を思い、わくわくしています。

『私が勉強を続けられた理由』

盛合 真央さん
合格自治体：北九州市　　校種･科目：小学校　　　　　　　
受講校：北九州校　　　　受験時年齢：28歳
出身大学：西南学院大学

　私が東京アカデミーの通信講座を受講した理由は仕事と両立しながら勉強を自分
のペースで進めていくことができる点に魅力を感じたからです。大学を卒業して5年
以上経っていたので、学習指導要領が改訂されていたり、一般教養の内容をすっかり
忘れてしまっていたりと勉強を始めた当初は戸惑うことばかりでした。しかし、先生
になりたい！という強い思いを持ち、参考書を読んで問題集を解き、添削課題にコツ
コツ取り組みました。添削はとても丁寧に朱入れがされていたので復習の際に、何故
間違えたのかを理解しながらやり直しをすることができました。定期的に受験する模
試も、自分に今何が足りないのかを把握するのに役立ちました。2次試験の模擬授業
や個人面接の対策は、1次試験合格後より練習を始めましたが講師の先生が的確なア
ドバイスをくださり本番も自信を持って臨むことができました。職員の温かいお声掛
けもとても嬉しかったです。通信講座を受講して本当によかったです。

『受講してよかった！』

福沢 真偉さん
合格自治体：鹿児島県    校種･科目：養護教諭
受講校：鹿児島校　　　 受験時年齢：21歳
出身大学：鹿児島女子短期大学

　「学校現場を離れず、働きながら合格したい｣と思い、通信講座の入会を決めまし
た。通信講座では、15回分の添削課題が出されるので、その課題を添削してもらい、
アドバス付きで却ってきた課題をひたすら解きました。教職教養は課題に取り組み
ながら何度か繰り返すことで覚え、専門教科は課題に加え、ステップアップ問題集
を解きました。課題で基礎・基本を定着させ、問題集で応用を解くというのを３回程
繰り返しました。独学では、どこが苦手か分からず、何回やっても伸びずに悩んでい
ましたが、通信講座では｢ここを確認しよう｣とアドバイスしてくださいます。お互
いの顔は見えないのに、ここまでしてくださって本当に良かったと思っています。
鹿児島校の教務の方も同じ立場になってくださいます。悩み・苦しい時期もありま
すが、支えてくださる方への恩返しをしたいという気持ちと必ず合格するという強
い気持ちがあれば大丈夫です。応援しています。

『顔は見えなくても手厚いサポート！』



★2021年度(2020年夏)受験として申込まれた方で、添削期間を2021年7月31日到着分（論作文のみ9月30日到着分）までに延長したい方は、追加受
講料16,000円が必要となります。添削期間の延長を申込まれた方には、2022年度(2021年夏)受験用の模試および特典を後日発送いたします。お申
込校へ2020年９月30日までにお申出ください(延長は総合コースに限ります。ただし再延長はできません)。

★2022年度(2021年夏)受験として申込まれた方は、2021年７月31日到着分(論作文のみ9月30日到着分)までとし、特典教材および模試は
2022年度(2021年夏)受験用のものを後日発送します。

初回の教材発送は2019 年10月初旬です。それ以降の申込者については申込
手続完了次第随時発送いたします。手続き完了日から10日程度で到着します。
なお、ゴールデンウィーク･お盆･年末年始の時期は教材到着に多少日数を要
します。教育ローンをご利用の場合、書類提出後、ローン会社による審査終
了後の教材発送となります。添削課題の提出と返却については、教材と一緒
に送付される｢受講の手引｣をご参照ください。

※論作文のみ9月30日到着分添削期間について 2020年７月31日到着分まで
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《通信講座申込方法》
下記申込方法･注意事項を必ずお読みの上、お申込ください。
ご質問・ご相談がございましたら、東京アカデミー各校までお問合せください。【受付時間】月～土＊１/ 9:00～20:00  日･祝＊2/ 9:00～18:00

インターネットでお申込の場合インターネットでお申込の場合
<申込方法>
東京アカデミーWEBサイトより申込ページへアクセスし、必要事
項を入力してお申込ください。

お申込後、受付完了メールを自動送信します。
※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊社からのメール
(tokyo-ac.co.jp)が受信できるようにあらかじめ設定をお願いします。

URL　www.tokyo-ac.jp
▼申込ページへ

①銀行振込
申込校指定の振込先口座番号をご確認くだ
さい ( 裏表紙参照 )。お申込後、5日以内に
必ず本人様名義でお振込ください。
※手数料はご負担願います。

②クレジットカード決済
下記の表示のあるクレジットカードがご利
用いただけます。

※支払は一括となります。

③コンビニ決済
お申込後、5日以内に下記のコンビニにて
ご決済ください。
・セブンイレブン　　・ミニストップ
・ローソン　　　　　・セイコーマート
・ファミリーマート　・デイリーヤマザキ

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内

④窓口払い
お申込後、5日以内に東京アカデミー窓口
にお越しいただき、現金もしくはクレジッ
トカードでご決済ください。

期日以内にご決済のない場合、お申込は自動キャンセルと
なりますのでご注意ください。！

学校生協･書店でお申込の場合学校生協･書店でお申込の場合
<申込方法>
生協･書店に設置されている申込書に必要事項をご記入
の上、受講料を添えてパンフレット設置店(生協･書店)
の窓口へお持ちください。
※一部設置店では取扱いしていない場合もございます。ご了承ください。

お支払い方法お支払い方法
お申込の生協･書店でご確認ください。

《受講料等の納入について》
◎受講料等は、申込手続時に全額お支払いください。
◎教育ローン制度もありますので、希望者はご相談ください(受講期間内で要完納)。
◎入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、通信教材到着の有無にかかわ
らず書面にて解約申請をしてください。詳細につきましては、本要項の「東京アカ
デミー申込規約」に解約に関する規定が記載されておりますので、必ずご確認くだ
さい。

◎弊社受講生ならびに元受講生(通学講座および通信講座)の方は、入会金5,000円が
免除となります。必ず申込時にその旨をお伝えください(申込時以外には適用されま
せん)。

【受講料等お振込み時のご注意】
｢本人確認法施行令の改正(2007年１月４日施行)｣により、10万円を超える現金でのお振
込みの際は、金融機関窓口でのお取扱いのみとなります。その際、金融機関に対し本人確
認書類の提示*が必要となります。また、送金者の預金口座を通じてのお振込みは、従来通
り、窓口・ATMどちらでもお取扱いが可能です。
*本人確認書類＝運転免許証、パスポート、各種年金手帳、各種保険被保険者証等。 【個人情報保護法に基づく告知】

最終合格された場合には合格者名簿に氏名･出身学校名を記載させていただきますが、記載を希望
されない場合は、お申し出ください。個人情報の取扱いに関する弊社の基本方針は、弊社WEBサイト
(www.tokyo-ac.jp)をご覧ください。

■教材の発送について

■模試について(総合コースのみ)
全国公開模試については、各公開実施日の約３週間前に問題を発送し、自宅受験
していただきます。なお、答案提出締切日は公開実施日(必着)となります。答案
提出締切日以降に到着した答案用紙(マークシート等)は採点できません。その他
詳細につきましては本パンフレットP4、および教材と一緒に送付される「受講の
手引」をご参照ください。

《その他の注意事項》

東京アカデミー申込規約
東京アカデミーの通学講座･通信講座･短期講習会･模擬試験･学内講座等の講座にお申込みいただくに
際し、下記規約内容を必ずご確認、ご理解をいただいた上でお申込みくださいますようお願いいたし
ます。
1. 適用講座
株式会社東京アカデミー (以下、弊社と記載 )が実施する通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・
学内講座等の講座において本申込規約を適用いたします。本規約に定めがないものについては、各
種募集要項等の定めによるものとします。

2. お申込みについて
（1）目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な資格、要件等を満た
　　しているかどうかを各自ご確認いただき、ご希望の講座をお申込みください。
（2）お申込予定のコースの受講時間帯、日数、期間、受講科目、教材等をご確認ください。
（3）お申込予定のコースの受講料総額(入会金、受講料、教材費などの受講料等内訳)をご確認ください。

受講料をお支払いただく場合には、弊社窓口での現金納入･クレジット決済の他、銀行振込 (振込手
数料申込者負担 )･インターネット決済・コンビニ決済 (30 万円未満の決済に限ります )･大学生協
等代理店 (校舎によっては取り扱っていない場合があります )を利用していただくことができます。

（4）大学生協等代理店でお申込の場合は、「申込書控｣を必ずお受け取りください。取扱店舗によりお
申込方法が異なる場合がございます。また、一部取扱していない講座、コースがございますので直
接最寄りの弊社窓口にお問い合わせください。

（5）未成年者 (20 歳未満 ) が受講申込をする場合には、受講申込書に保護者の方のお名前･ご連絡先が
必要となります。

（6）入会希望者であっても弊社の判断で受講に不適当と見做された場合には入会をお断りすることが
あります。

3. お申込みの締め切りについて
受講校舎、受講コースによっては定員になり次第申込受付を締め切らせていただく場合もございま
す。また、受講校舎以外での振替受講及び重複受講を認めている講座がございますが、座席に余裕
が無い場合は受講できないことがあります。

4. 解約・返金等について
（1）万一、当規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があったと弊

社が判断した場合、弊社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契約を即時解約し、今後
お客様との取引をお断りし、各校舎への立ち入りを禁止する場合があります。

（2）お客様が暴力団、暴力団関係企業、総会屋に所属されていることまたはこれらの関係者その他反
社会的勢力であることが判明したときは、弊社は何等の通知催告を要しないでお客様との受講契約
を即時解除することができます。

（3）その他弊社のご利用に際し発生した諸問題については、「東京アカデミー入会者規定｣等弊社が定
める諸規定に基づいて対処させていただきます。

（4）入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前、開講後にかかわらず書面
にて解約申請をしてください。

（5）弊社からの返金は、原則、書面により解約申請が毎月20日までにご提出の場合は当月末、毎月21日
から末日までにご提出の場合は翌月末、となります。

（6） お申込時の決済に際しクレジットカードをご利用された場合、返金は解約申請月以降のクレジット
カード利用額を減額する形となる場合がございます。

弊社規定の｢返金の特例」、弊社の債務不履行に基づく契約の解除･解約、定員締切の場合を除き、消費
者契約法に基づく弊社の解約規定に従い返金いたします。
なお教育ローンをご利用の場合は、教育ローン解約にかかる手数料等をご負担いただきます。
また、弊社からの返金は、原則として金融機関への振込にて行い、振込手数料をご負担いただきます。

≪解約規定≫
(1) 通学講座
① 講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料 ( 受講料の 10％) を控除した金額を
返金いたします。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっ
ては実費を申し受けます。

② 講座開講後の解約につきましては、入会金･教材費･消化受講料の全額と解約手数料(申込講座未消化
期間にかかる受講料の 30％) を控除した金額を返金いたします。

消化受講料、未消化受講料は、解約申請書受理日を基準に原則として有料講座開講期間の月割りにて
計算いたします。
一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。
通学講座の消化期間の算出は、講座開始日 ( 該当コースの第一回目授業開始日 ) の属する月より解約申
請書受理日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請書提出日の属する月の翌月から
講座終了日 (当該コースの最終回授業日で面接指導、模擬試験等も含む )の属する月までとします。
(2) 通信講座
① 弊社からの教材発送前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料 ( 受講料の 10％) を控除
した金額を返金いたします。

 ② 弊社からの教材発送後の解約につきましては、入会金･消化受講料の全額と解約手数料 ( 申込講座未
消化期間にかかる受講料の 30％ ) を控除した金額を返金いたします。ただし、添削未消化期間があ
る場合でも全添削課題を完了 ( 添削済課題が全回分弊社より返却し、受領されていること ) された
方は返金の対象とはなりません。

消化受講料、未消化受講料は、実際の添削課題提出の有無にかかわらず、解約申請書受理日を基準に
原則として月割りにて計算いたします。
通信講座の消化期間の算出は、講座開始日 ( 初回教材発送日 ) の属する月より解約申請書受理日の属す
る月までとします。未消化期間の算出は、解約申請書提出日の属する月の翌月から講座終了日 ( 添削期
間終了日、かつＳＯＳカード受付終了日 )の属する月までとします。
(3) 短期講習会
① 講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料 ( 受講料の 10％) を控除した金額を
返金いたします。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっ
ては実費を申し受けます。

②講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料 ( 未消化期間に
かかる受講料の 30％) を控除した金額を返金いたします。
消化受講料、未消化受講料は、解約申請書受理日を基準に原則としてコマ割りにて計算いたします。
講座実施後は実際の受講の有無にかかわらず、解約申請書受理日以前の講座については｢受講済｣と
いたします。

(4) 模擬試験
模擬試験実施前の解約につきましては、解約手数料（受験料の 10％）を控除した金額を返金いたします。
模擬試験実施後は実際の受験の有無にかかわらず｢受験済｣といたします。また、自宅受験のお申込み
で既に模擬試験問題一式をお受け取りの方は｢受験済｣となりますので予めご了承ください。

(5)  特定商取引法対象講座に係る返金について
弊社講座において、看護医療系学校受験対策講座の通学講座･通信講座に在籍の受講生は｢特定商取引
法｣の対象となる場合がございますので、別途｢看護･医療系学校受験対策講座の入会予定者･入会者の
皆様へ｣の説明文をご確認ください。

5. 閉講について
お申込みいただいた講座、コースが開講日までに開講に必要な定員に達しない場合は、やむを得ず閉
講といたします。その際は、他の講座、コースへの変更についてのご相談をお受けいたします。他の講座、
コースを受講されない場合は、入金いただいた入会金、受講料及び教材費の全額をお返しいたします。
教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し受
けます。

6.  教育ローンについて
弊社が案内する信販会社の教育ローン利用にあたっては、取扱信販会社の審査がございます。審査の
結果、教育ローンをご利用いただけない場合でこれにより入会を断念される場合は、その間の講義の
出席及びテキスト等の使用につき相当額をご負担いただきます。
尚、教育ローンのお支払回数は講座終了月には完済できる回数をお選びいただくことになります。

7.  講座運営について
（1）やむを得ない事情により、講座の担当講師、日程・時間帯等が変更になることがあります。
（2）現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず中止することがあります。
（3）天候の影響及びストライキなどによって交通機関がストップした場合は休講とする場合がありま

す。その場合は各校にお問い合わせいただくか、弊社入会者専用の情報確認用インターネットサイ
ト｢マイページの情報｣･弊社ホームページ･各校ブログにてご確認ください。

8.  休学について
都合により通学講座の休学を希望される場合は、休学を希望されてから1年間を限度に許可しますので
事務局にてご相談ください。通信講座における休学はございません。

9.  会員証について
（1）会員証は常に携帯してください。また、他人に貸与または譲渡することはできません。
（2）会員証を紛失または盗難にあった時は、直ちに事務局へお申し出ください。有料 (200 円 ) にて再

発行いたします。

10. 証明書
在籍証明書・修了証明書の発行 ( 無料 ) をご希望される場合は発行いたしますので弊社窓口へお申し出
ください。ただし、通学定期購入に在籍証明書を使用することはできません。
また、10年以上前の在籍を証明することは出来ませんのであらかじめご了承ください。

11. 著作権について
（1）弊社が提供する教材 ( 受講に係る教材や講義録音データ等 ) は、著作権法で定める個人の私的目的

以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を頒布することはできません。
（2）弊社が提供する教材の内容を記録、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、1号と同様、

個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することはで
きません。

（3）教室等において受講内容等を収録 ( 録画･録音･撮影等 ) することはできません。不正に収録された
場合は直ちに収録データを完全に削除していただき、削除されたことを確認させていただきます。

（4）教室等において実施された受講内容を記録し、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、
1号と同様、個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布
することはできません。

（5）1号及び 2 号で定める教材 ( 記録・要約したものも含む ) や、3 号及び 4 号で定める受講内容の収
録物 ( 記録･抜粋･要約したものも含む ) を、ブログや YouTube、Facebook や Twitter、
Instagram、インターネット上にアップロードして第三者の閲覧に供することも禁止します。

12. 教育訓練給付制度について
制度の詳細および対象講座については、弊社窓口にてお問い合わせください。

13. 自習室について
通学講座、短期講習会受講の方には各校が指定した教室を自習室としてご利用いただくことができま
す。ただし、事情により自習室が使用できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

14. 免責事項
弊社の講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、入学、就職等の目的が
達成できなかったとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。
本試験の申込みは講座申込みとは別に必要です。本試験の申込期間等は年度によって異なる場合があ
りますので、各自の責任のもと本試験への出願を行っていただきます。

15. 準拠法および合意管轄
（1）当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
（2）お客様と弊社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。

16. 規約の変更
（1）当規約は、予告なく変更することがあります。
（2）強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定め

に従い変更したものといたします。

17. 施行日
2018年 8月 8日施行

スマホで簡単にお申込みできます！
右記QRコードから申込みページへアクセス

▼希望講座：「教員採用試験」

▼希望校舎※と、分類:｢通信｣を選択

▼申込可能講座が表示されます
※最寄りの校舎をお選びください。

窓口受付でお申込の場合窓口受付でお申込の場合

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内
①現金でお支払い ②クレジットカード決済

<申込方法>
東京アカデミー事務局へお越しください。受付窓口にて申込書を記入いただき、受講料をお支払
いください。
※お手続きの際には、印鑑をご持参ください。

＊１函館校のみ　10:00 ～ 19:00　＊２旭川校･函館校は 9:00 ～ 17:00

※窓口でのお取扱いカードは
　VISAかMastercardのみとなります。
※支払は一括となります。

弊社受講生ならびに元受講生 (通学講座および通信講座 )の方は、入会金 5,000 円が免除となります。
ただし、インターネット申込の場合、入会金免除が適用されませんので、お申込希望校舎にご連絡ください。別途申込書をお送りします。！

※窓口でのお取扱いカードは
　VISA かMastercard のみとなります。
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