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2022学習塾講師検定 集団指導２級試験実施要項 

 

基礎知識テキスト学習・筆記試験 

 

受講対象 

 満 18歳以上の者。 

 

受験料 

 ４，７３０円(税込) 

  ※一度振り込まれた受験料は一切払い戻しできません。 

受験料を次の銀行口座にお振り込みください。 

 三菱ＵＦＪ銀行 本店 普通口座 ７６４２０７２   

口座名 シャ）ゼンコクガクシュウジュクキョウカイ 

・振込手数料は受験者様にてご負担ください。 

 

提出書類等 

 ・筆記試験等受験申込書  

(協会 HP・学習塾講師検定制度サイト内の「筆記試験等受験申込書」を印刷して使用してください。) 

 ・筆記試験等受験料 

 筆記試験等受験申込書を次の宛先にご郵送ください。 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-39-2 

公益社団法人全国学習塾協会 学習塾講師検定事業部 

 

受験申込受付期間 

令和 4年 4月 1日（金）～令和 4年 5月 20日（金） 

 

テキスト学習 

 以下の要領で実施します。 

 ・講習内容：学習塾講師としての「基本的マナー」「初歩的な心構え」 

 ・講習場所：受講者自宅または、勤務する学習塾など 

・講習方法：基礎知識筆記試験受験票と一緒に「基礎知識テキスト」をお送りしますの

で、テキストを閲覧して理解と習得に努めてください。 

 ・講習期間：令和 4年 5月 22日（日）～令和 4年 6月 17日（金） 

  テキスト学習は、学習終了後に自ら学習の効果を測定して筆記試験の受験に備えてく 

ださい。 
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筆記試験 

 上記テキスト学習の後、筆記試験を以下の要領で実施します。 

 なお、「担当科目理解度試験」は、「学習塾講師検定 集団指導２級」の認定を望む科目

を受験するものとします。（１回の筆記試験実施につき１科目の受験しか認められません。） 

 

【東京会場】          

・試験日時：令和 4年 6月 18日（土） 

英語：午前 10時 00分～午前 11時 10分 

数学・国語：午前 11時 45分～午後 12時 55分 

理科・社会：午前 11時 45分～午後 12時 45分 

・試験場所：IKE・Biz としま産業振興プラザ 豊島区西池袋 2-37-4  

・アクセス：JR池袋駅西口から徒歩約 10分 

【仙台会場】          

・試験日時：令和 4年 6月 21日（火） 

英語：午前 10時 00分～午前 11時 10分 

数学・国語：午前 11時 45分～午後 12時 55分 

理科・社会：午前 11時 45分～午後 12時 45分 

・試験場所：カルチャー仙台ビル 宮城県仙台市青葉区一番町 2-3-10カルチャー仙台ビル 

・アクセス：地下鉄東西線 青葉通一番町から徒歩 3分 

【名古屋会場】          

・試験日時：令和 4年 6月 20日（月） 

英語：午前 10時 00分～午前 11時 10分 

数学・国語：午前 11時 45分～午後 12時 55分 

理科・社会：午前 11時 45分～午後 12時 45分 

・試験場所：名古屋会議室錦店 名古屋市中区錦 1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル  

・アクセス：地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅 10番出口より徒歩約 4分   

【大阪会場】          

・試験日時：令和 4年 6月 19日（日） 

英語：午前 9時 30分～午前 10時 40分 

数学・国語：午前 11時 10分～午後 12時 20分 

理科・社会：午前 11時 10分～午後 12時 10分 

・試験場所：花乃井ゼミナール 大阪市西区西本町 3-1-7 

・アクセス：大阪市営地下鉄千日前線阿波座駅 1 番出口駅徒歩１分 

【福岡会場】          

・試験日時：令和 4年 6月 20日（月）  

英語：午前 9時 10分～午前 10時 20分 

数学・国語：午前 10時 40分～午前 11時 50分 

理科・社会：午前 10時 40分～午前 11時 40分 

・試験場所：全教研 福岡中央教室 福岡市中央区赤坂 1-15-9 全教研赤坂ビル 

・アクセス：福岡市営地下鉄空港線赤坂駅徒歩 4分 
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【準会場】          

 準会場運営要領をご覧ください。 

 

・試験方法：ペーパーテスト 

・試験時間：英語・数学・国語 70分／理科・社会 60分 

・試験内容 

 基本的マナー確認試験 担当科目理解度試験 

内容 学習塾講師としての「初歩的な心構え」 

「基本的マナー」の理解度チェック問題 

各科目の公立高校入試問題 

レベルのオリジナル問題 

試験時間  英語・数学・国語 ７０分 ／ 理科・社会 ６０分 

試験方式 選択式問題 選択式及び記述式問題 

（「英語」はリスニング問題あり） 

問題数 20問 ６～８問（大問） 

合格ライン 正答率８割以上 正答率８割以上 

備考 事前にテキストの予習が望まれる 受験科目は申込時に選択するものとする 

 

筆記試験合否発表 

令和 4年 7月 13日（水） 

※合格者には「学習塾講師検定 基礎知識学習・筆記試験修了証」を発行します。 

 

【個人情報の取扱いに関するご案内】 

当協会ホームページ内にございます「プライバシーポリシー（右記

二次元コード）」を、ご確認のうえ、受験申込書にございます、「個

人情報の取扱いに同意します」へ☑を入れてください。 

 

☑ 個人情報の取扱いに同意致します。                                                             

プライバシーポリシー 

https://jja.or.jp/privacy-policy-2/ 

 

実技試験 

 

集団指導２級実技試験は、筆記試験の合格者を対象として、受験者本人の模擬授業映像を、

協会が選定した複数の公認審査員による規程に定めた「学習塾講師検定【集団指導２級】

評価マニュアル」に従って評価を行います。集団指導の学習塾講師として所定の基準点を

満たしていると判定された者を合格とします。 

受験者の皆様は、「学習塾講師のコンピテンシーディクショナリ」、「学習塾講師検定【集

団指導２級】評価マニュアル」をよくお読みください。 

そして、コンピテンシーディクショナリ記載の「求められる行動基準」が、皆様の模擬授
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業映像に行動として表れているかを審査員が審査します。 

また、「学習塾講師検定【集団指導２級】評価マニュアル」に記されている採点方法や審

査手順について、理解しておくことをお勧めします。審査手順に記すように、模擬授業映

像を「Ⅰ 導入」、「Ⅱ 展開」、「Ⅲ まとめ」に分けて採点していくことを理解して模擬

授業の撮影に臨んで下さい。 

 

受講対象 

「学習塾講師検定 基礎知識学習・筆記試験修了証」を発行された者。 

 

受験料 

 ８，４７０円(税込) 

受験料を次の銀行口座にお振り込みください。 

三菱ＵＦＪ銀行 本店 普通口座 ７６４２０７２   

口座名 シャ）ゼンコクガクシュウジュクキョウカイ 

 ※一度振り込まれた受験料は一切払い戻しできません。 

 

実技試験申込受付期間 

令和 4年 7月 14日（木）～令和 4年 9月 17日（土）［必着］ 

 

提出書類等 

 ・実技試験受験申込書 

 ・身分証明書の写し（写真を含む） 

 ・「学習塾講師 基礎知識学習・筆記試験修了証」の写し 

 ・模擬授業映像データ（「模擬授業映像の媒体・撮影条件に関するガイドライン」参照） 

 ・その他協会が提出を求める書類 

 

■模擬授業映像データの撮影条件および提出媒体に関するガイドライン 

模擬授業映像データは、下記の要領で作成・提出すること。 

なお、画質や音声が乱れているデータは評価の対象とならない場合もあるので十分に留意

すること。 

＜撮影場所＞ 

・静かで十分に明るい場所とし、必ずしも学習塾の教室である必要はない 

・塾生はいない状態で撮影すること 

・黒板・ホワイトボード等の説明補助機材を用意すること 

＜カメラのセット方法＞ 

・カメラは１台のみとする 

・三脚等を用い、カメラを固定した状態で撮影すること 

・この際、撮影画面の横幅は黒板・ホワイトボード等の説明補助機材より若干広く映るよ

うに、縦幅は講師の腰より上が映るようにカメラをセットすること 

＜授業の進め方＞ 
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・撮影時間は 15～30分以内とすること 

・編集および撮影の中断は不可とする 

・撮影にあたっては、別に定める「審査手順＊１」をよく確認して、授業構成を行うこと 

・塾生が教室内にいると想定すること（塾生に質問を投げかけるなどしてもよい） 

・黒板・ホワイトボード等の説明補助機材を使用すること 

・「評価チェックシート」に記載されているすべての項目が収まるように授業を計画する

こと 

＜提出媒体＞ 

・ＤＶＤ（ファイナライズを行い、他のＤＶＤプレーヤーでも再生できることを必ず確認

すること） 

＜留意点＞ 

・ 協会ホームページに「学習塾講師のコンピテンシーディクショナリ＊２」、「評価マニュ

アル＊３」、「塾講師おひとりおひとりの能力開発と自己実現のために＊４」を公開する

ので、よく見た上で撮影することが望ましい。 

 

＊１、２及び３は、協会ホームページ・学習塾講師検定制度サイト内の学習塾講師検定の

評価基準をクリックしてください。 

＊４は、協会ホームページ・学習塾講師検定制度サイト内の■受験に関する参考塾講師お

ひとりおひとりの能力開発と自己実現のためにをクリックしてください。 

 

実技試験合否・認定者発表 

令和 4年 12月上旬 

 

合否の結果は「フィードバックシート」に記載し、速やかに受験者に送付します。 

合格者には「学習塾講師集団指導２級検定合格証」を発行します。 

合格者には、「学習塾講師検定集団指導１級」の受検資格が付与されます。 

合格者は、公益社団法人全国学習塾協会ホームページにおいて学習塾講師検定集団指導２

級の有資格者名簿に氏名を掲載されます。 


