宮城県・仙台市教員採用試験対策

2 次試験総合対策セミナー
２０２０
◆重要事項（受講制限について）
対面指導については，宮城県内に在住されている方及び，宮城県内に勤務している方を対象とさせていただき
ます。人の移動に伴う，感染のリスクを最小化するため，やむを得ない措置としてご理解のほどよろしくお願いし
ます。宮城県外の方に関しましては，対面指導と同等の指導をウェブを通じて行う「WEB 面接対策・WEB 討論
対策」をご利用ください。

◆重要事項（受講環境について）
本講座は WEB コンテンツ視聴いただき，WEB を用いた対面指導を行うことを必須とするため，インターネット
環境が必須です。電波状況が芳しくない場合は，音声のみで対応することも可能です。

◆対面指導における感染症の防止対策について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と皆様の安全，安心を確保するために，以下の感染防止対策を講じた上で
実施します。
・同時指導の人数を制限し，フィジカルディスタンスを確保します。併せて面接指導では面接指導者と受講生と間
に飛沫防止カーテンを設置して行います。討論演習では，受講生と受講生の間にクリアパーテーションを設置しま
す。
・会場滞在時間を短縮して実施します
・受講生へのマスク着用の励行と，手指のアルコール消毒および，会場の机・ドアノブなどの消毒を実施します
※マスクがない方は当方で準備します
・受講者の体温測定を実施し，2 回測定してもなお熱がある方，及び，咳などの症状がある方は対面での受講を
ご遠慮いただき，対面指導と同等の指導をウェブを通じて行う「WEB 面接対策・WEB 討論対策」に切り替えて
対応します。※この場合の振替受講については，受講料差額はいただきません。

まずは無料セミナーへ参加しよう！

▶仙台市合格者対象ウェブセミナー 【参加無料】
令和 2 年８月２１日（金）１９：００より youtube にて配信開始（約 30 分のセミナーです）
※無料ですが参加登録が必要です 右のＱＲコードから登録をお願いします

▶宮城県合格者対象ウェブセミナー 【参加無料】
令和 2 年８月２１日（金）１９：００より youtube にて配信開始（約 30 分のセミナーです）
※無料ですが参加登録が必要です 右のＱＲコードから登録をお願いします

面接に向けた準備や討論の心構えなどを中心に，kei 塾の神谷正孝講師が解説します。

2 次試験総合対策セミナー２０２０
★今年度は，コロナ感染症の感染拡大防止のため，例年とは異なる形で実施します。
対面指導については，宮城県内に在住されている方及び，宮城県内に勤務している方を対象とさせていただき
ます。人の移動に伴う，感染のリスクを最小化するため，やむを得ない措置としてご理解のほどよろしくお願い
します。宮城県外の方に関しましては，対面指導と同等の指導をウェブを通じて行う「WEB 面接対策・WEB 討
論対策」をご利用ください。

ポイント
①面接対面指導は「90

分 3 名（1 名 30 分）」を基本とした少人数対応

指導時間を確保するとともに，「密」を避けて対応するために，広めの部屋を確保して実施します。

②選べる受講日程・時間帯
専用予約サイトで，希望の時間を予約可能です。予約・キャンセルは前日まで，対応可能です。
8 月 23 日（日）～9 月 6 日（日）のうち，都合の良い日程・時間帯から選択可能です。

③対面指導と

WEB 面接対策・WEB 討論対策を組み合わせて実施

平日夜間の時間帯も用いて対策を行います。平日夜間は，面接対策は完全個別の対策 30 分となります。対面指導２セット（９０分枠３
名の少人数指導）と WEB 指導（３０分個別指導）を組み合わせて実施します。また，討論対策は，対面指導（９０分枠６名，２回演習）の他，
WEB 指導（４５分枠６名，１回演習）の組み合わせとなります。

④2 次試験準備セミナー受講者は，最大

8000 円割引

今回のセミナーには，座学コンテンツとして，基礎レクチャー（３０分）及び８月８・１５日に実施した「面接攻略セミナー（９０分）」「集団討
論攻略セミナー（９０分）」が組み込まれています。２次試験準備セミナーとして，この２つのセミナーのうち，１つを受講した方は４０００円，
２つとも受講した方は８０００円を割引します。

⑤全３回の指導時間の中で，「自己アピール票」についてのアドバイス＆添削も行います
自己アピール票の作成に関わるアドバイスや添削指導は，コースに組み込まれている全３回の指導時間の中で対応します。対面指導
の際，または，WEB 面接対策指導の際に，下案をもとに添削指導を行うことが可能です。

お申込み方法のご案内
受講コース決定
ＷＥＢで申込

受講料納入

このパンフレットで受験区分に応じた受講
コースを決定します。

Kei 塾ウェブサイト上で
お申し込み手続きを行い
ます。
Kei 塾から受講料の振込先を記載したメール
を返信します。内容に従って受講料をお振込
みください（手数料本人負担）
。
入金確認後，kei 塾からウェブサイトの入室
ＩＤとパスワードを発行します。
通学の場合は，対策日にお越しください。

★申し込みに当たっての重要事項★
①申込後，48 時間以内にお振込みの手続
きをお取りください。48 時間以内に入金
がない場合は自動的にキャンセルとさせ
ていただきます。
②予約いただいた日程については，前予
約サイト上で前々日までキャンセル可能で
す。前日以降のキャンセルはメールでお願
いします。前日１７：００以降のキャンセルに
ついては，振り替えができない場合もあり
ます。無断キャンセルの場合は，振り替え
対応は行わず，受講料も返金いたしませ
ん。あらかじめご了承願います。
③ストリーミングやＷＥＢ受講にかかわる
通信費についてはご負担ください。
④映像コンテンツの著作権は kei 塾並びに
株式会社イークレストに帰属します。映像
データの複製，再頒布は固くお断りしま
す。

対面＆WEB

基本コース

8 月 23 日より
対策可能！

◆日程
【対面】８月２３日（日）・29 日（土）・30 日（日）・9 月 5 日（土）・6 日（日）のうち，都合の良い日程を選択受講
【WEB】８月２４日（月）～９月４日（金）の平日夜間のうち，都合の良い日程を選択受講
◆時程
対面指導は，各枠，討論は最大６名の演習指導，面接は最大３名の少人数指導です。
ＷＥＢ指導は面接 30 分完全個別指導，討論 45 分 1 枠 6 名，演習 1 回となります。
【対面】①９：３０‐１１：００ ②１１：１５‐１２：４５ ③１３：３０‐１５：００ ④１５：１５‐１６：４５
【WEB 面接】
⑤１７：３０‐１８：００ ⑥１８：１５‐１８：４５ ⑦１９：００‐１９：３０ ⑧１９：４５‐２０：１５ ⑨２０：３０‐２１：００
【WEB 討論】２０：３０‐２１：１５
※申し込み状況により日程増設いたします
◆会場 フォレスト仙台 2 階 会議室
◆内容
・基礎レクチャー（自己アピール票の書き方，面接のポイント解説実践編） ３０分（オンデマンド配信）
・面接攻略セミナー９０分（オンデマンド配信），集団討議・討論攻略セミナー９０分（オンデマンド配信）
・面接対面指導（９０分枠３名少人数指導，１名あたり３０分）×２回
・面接 WEB 指導（３０分完全個別指導）×１回
・討論演習 対面指導（９０分枠６名，２回演習）×１回，WEB 指導（４５分枠６名，１回演習）×１回
◆受講料

2９,000 円（税込）
※面接攻略セミナー，集団討議・討論攻略セミナーを受講済みの方は，1 講座受講につき，4000 円割引となります。
◆定員 30 名（先着順）
※例年，100 名以上の皆様にご利用いただいておりますが，今年度はコロナ対応のため，人数を大幅に制限して実
施させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いします。
◆注意事項
・土休日が都合が合わないなど，対面指導を受講できない場合は，次ページの「WEB 面接対策・WEB 討論対策」を
ご利用ください。
・面接対面指導 2 回のうち，1 回までは WEB 面接指導に振り替え可能です。2 回とも振り返る場合は，次ページの
「WEB 面接対策・WEB 討論対策」をご利用ください。
・申し込み後に，入金確認が取れ次第，メールにて，予約サイトのご案内をお送りします。入金確認は平日１５：００に
行っておりますが，お急ぎの場合，申込確認メールに記載されている「振り込み報告フォーム」の URL より，振込が
確認できる書面（画面）をお送りいただくことで，即時対応いたします。

WEB 指導コース

8 月 2４日より
対策可能！

◆日程
【WEB】８月２４日（月）～９月４日（金）の平日夜間・土日昼間のうち，都合の良い日程を選択受講
◆時程 面接は 30 分完全個別指導，討論は 45 分 1 枠 6 名，演習 1 回となります。
【WEB 面接】
①10：00-10：30 ②10：45-11：15 ③11：30-12：00 ④12：15-12：45
⑤１７：３０‐１８：００ ⑥１８：１５‐１８：４５ ⑦１９：００‐１９：３０ ⑧１９：４５‐２０：１５ ⑨２０：３０‐２１：００
【WEB 討論】２０：３０‐２１：１５
※申し込み状況により日程増設いたします
◆会場 通学の必要はありません
◆内容
・基礎レクチャー（自己アピール票の書き方，面接のポイント解説実践編） ３０分（オンデマンド配信）
・面接攻略セミナー９０分（オンデマンド配信），集団討議・討論攻略セミナー９０分（オンデマンド配信）
・面接 WEB 指導（３０分完全個別指導）×３回
・討論演習 WEB 指導（４５分枠６名，１回演習）×２回
◆受講料

３２,000 円（税込）
※面接攻略セミナー，集団討議・討論攻略セミナーを受講済みの方は，1 講座受講につき，4000 円割引となります。
※WEB コースは，面接対策が完全個別対策となります。
◆定員 基本コースと併せて 30 名（先着順）
※例年，100 名以上の皆様にご利用いただいておりますが，今年度はコロナ対応のため，人数を大幅に制限して実
施させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いします。
◆注意事項
・WEB 面接対策では，完全個別の対応となりますので，プライバシーを重視される方はこちらを選択してください。
・申し込み後に，入金確認が取れ次第，メールにて，予約サイトのご案内をお送りします。入金確認は平日１５：００に
行っておりますが，お急ぎの場合，申込確認メールに記載されている「振り込み報告フォーム」の URL より，振込が
確認できる書面（画面）をお送りいただくことで，即時対応いたします。
お申込み・お問い合わせは・・・
〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台ビル 3 階
問い合わせメール info@kei-juku.jp

