
●お問い合わせは……平日の10：00～17：30

E-mail：miyadai-koumuin@fm2.seikyou.ne.jp
宮崎市学園木花台西１－１ Tel：0985-58-0612

【コース一括割引価格一覧】
コース名 コマ数 受講料 テキスト代等 受講料合計

行政コース

農学職コース

工学コース

土木職コース

教養科目コース

◎オプション「一般常識対策」受講料は、別途３万円です。最低催行人数に達しない場合は実施しない場合もあります。

◆申込〆切　2020年　4月30日

346コマ

136コマ

136コマ

168コマ

124コマ

¥275,000
¥220,000
¥220,000
¥230,000
¥195,000

¥70,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥25,000

¥345,000
¥250,000
¥250,000
¥260,000
¥220,000

宮崎大学生活協同組合
［共催］ 宮崎大学 キャリア支援課

◎コースを選択については、お気軽に担当にご相談ください。

【支払方法】

◆開催時間、同じ内容2回実施
◆場所未定事務局に確認ください。

■大学生協ローン（分割払い）をご希望のお客様は、木花キャンパス生協店舗、レジカウンターで手続き願います。
ＷＥＢによる申請等の手順をお伝えします。尚、承認までお時間を要しますのでお早めにお申し込みください。
【分割払いご返済例】　＊下記以外の支払い回数は生協店舗でお尋ねください。 （円）

宮崎銀行　清武（キヨタケ）支店　　（普通）1237783 
宮崎大学生活協同組合　理事長　高橋俊浩（ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ）

公務員試験
対策学内講座

大学生協の

4月30日（木）
申し込み〆切

高品質
公務員雑誌「受験ジャーナル」に執筆及び登壇する講師が直接宮崎大で生講義

事務局、合格サポーター（４年生）があたたかくサポート
面接対策は納得いくまで何度でもＯＫ！

志望先への合格率高い
受験者のほとんどが第１志望から第３志望までの志望先に合格

◎銀行振り込み････下記口座にお振込み願います（振り込み手数料はご負担願います）
　　　　　　　　　 申込用紙は生協書籍購買店レジカウンターに提出ください。

◎現金一括払い････生協書籍購買店レジカウンターに申し込み用紙と合わせてお支払いください。

◎分割払い････････大学生協ローンで分割可能。詳細は生協に相談ください。
　　　　　　　 　　審査に時間を要しますのでお早めにお申し出ください。

講座担当：角田・那須

コース名

行政コース

土木コース

教養コース

農学コース
工学コース

345,000円

250,000円

260,000円

220,000円

6回払 10回払 12回払 20回払 24回払 ３0回払受講料（テキスト込）
初回金額
２回目以降
初回金額
２回目以降
初回金額
２回目以降
初回金額
２回目以降

59,108円
59,000円
43,100円
42,700円
44,864円
44,400円
37,808円
37,600円

36,286円
35,900円
26,425円
26,000円
27,842円
27,000円
23,074円
22,900円

30,943円
30,100円
22,550円
21,800円
23,144円
22,700円
19,668円
19,200円

19,407円
18,600円
13,650円
13,500円
14,956円
14,000円
13,532円
11,800円

17,158円
15,700円
11,900円
11,400円
13,664円
11,800円
11,208円
10,000円

15,338円
12,800円
10,400円
9,300円
10,004円
9,700円
8,688円
8,200円

宮崎大学に在学中の
学生・院生対象

２０２1年受験
２０２2年採用
２０２1年受験
２０２2年採用
２０２1年受験
２０２2年採用

宮崎大学生活協同組合

申申申しし込込込みみみ特特特典典典申し込み特典
♪公務員試験ガイドブック進呈
♪オリジナル“公務員手帳”進呈

（2020年度）

２０19年
２０19年1次合格率

合格内定率

1次合格率

合格内定率

80％
80％

80％
80％

80％
80％

2020年５月開講！

① 1 月 23 日（木）場所：農学部206
　　・１６：３０～１７：３０
　　・１８：３０～１９：３０
② 2 月 7 日（金）場所：工学部B108
　　・１６：３０～１７：３０
　　・１８：３０～１９：３０
③ 4 月 14 日（火）
　　・１３：００～１４：３０
　　・１８：３０～２０：００
④ 4 月 21 日（火）
　　・１６：３０～１７：３０
　　・１８：３０～１９：３０

講師が直接宮崎大で生講義

毎年現役合格多数輩
出！

毎年現役合格多数輩
出！

毎年現役合格多数輩
出！

【ガイダンススケジュール 】

【合格する人の共通点 】
①自分の考えを持っている（頑固ではなく）
②他者のアドバイスに耳を傾けられる人
③行動力のある人
④謙虚な人
⑤最後まで諦めない人

「１次試験が受かっ
てから・・」と思っ
ていたら大間違い！
準備不足で本場に臨
むのは避けたい！

１・２次の合格率の高
い大学生協の公務員講
座で、しっかり準備対
策し自分の強みを公務
に活かしましょう。
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公務員試験対策講座

宮崎大学生協理事長
高橋俊浩

（宮崎大学農学部准教授）

将来公務員を目指す皆さん、こんにちは。
宮崎大生協が大学のキャリア支援課と共催で公務員講座を開始して、今年で２０年目になり
ます。お陰様で合格率も良く、数多くの先輩方が日本全国の地方自治体で活躍しています。
民間の採用が増えているとはいえ、公務員志望者は変わらず人気です。しかしながら１次試
験の範囲の広さと「人物重視」の傾向は強く、一人で勉強していると、どうしても不安に
なったり、能率が上がらなくなったりしがちです。そんな時、同じ未来を目指す仲間がいる
と大変心強いものです。また、講座担当者は、キャリアコンサルタントの資格を持ってお
り、悩みや進路の相談にものってもえます。共に努力をして、志望先合格の栄冠をつかみ取
りましょう。期待しています

2019年度合格実績数値

令和元年内定先

◎受講者数……………………………70名
◎１次試験受験者……………………50名
◎１次試験合格者（実数）…………41名
◎最終合格・内定者数（実数）…………33名
◎大学院進学…………………………7名
◎民間就職者…………………………4名

■合格率（1次合格者数/公務員試験受験者数）

■1次試験から2（3）次試験合格率＝
（筆記試験＝教養・専門科目またはSPIなど受験先により違いあり）

（個人（集団）面接、論作文、集団討論、グループワークなどの人物試験）

＝82％
82.5％

■国家公務員　7名　 ■都道府県庁　14名

■警察

■市町村役場　10名

（2019.10月末現在）

・国家一般職（行政九州：九州農政）
・国家一般職（農学：水産庁）
・国家一般職（土木：九州防衛局）
・国家一般職（水産：水産庁）
・食品衛生監視員
・労働基準監督官（A)
・労働基準監督官（B)・・・２名

・宮崎県庁（行政）　　４名
・宮崎県庁（水産）　　１名
・宮崎県庁（土木）　　４名
・宮崎県庁（農業土木）１名
・宮崎県庁（電気）　　１名
・宮崎県庁（畜産）　　１名
・愛媛県庁（行政）　　１名
・福岡県庁（機械）　　１名

・宮崎県警　　　　　　２名

・宮崎市役所　（土木）　２名
・大分市役所　（土木）　１名
・長崎市役所　（土木）　１名
・佐世保市役所（土木）　３名
・鹿児島市役所（土木）　１名
・都城市役所　（化学）　１名
・鹿屋市役所　（土木）　１名

合格内定者合計　３３名

【生協講座の特長】
・受験者のほとんどが第一志望に内定！
・技術職は安定の合格率！
・国家も地方もＷ合格多数！！！

地域活性化・学生マイスター（初級・上級）の 資格取得し、
宮崎県内の公務員合格内定したら
生協から合格報奨金３万円！
＜適用条件＞

①地域活性化・学生マイスタープログラム

　(初級・上級いずれでも可） を履修し、

②宮崎大学生協の公務員講座を受講 の上、
③宮崎県内 の公務員に 内定 する

【お問い合わせ先 】【お問い合わせ先 】【お問い合わせ先 】【お問い合わせ先 】
＜みやだいCOC推進室＞
＊TEL FAX 0985 58 7250
＊E-Mail coc@of.miyazaki u.ac.jp
HP＝「みやだい COC 」で検索

みやだいCOC HP
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公務員試験対策講座

生協講座はココが違います！生協講座はココが違います！生協講座はココが違います！

公務員講座８つの特長

大学の学業との両立は簡単ではありません。
効率よく学習できるように編集したオリジナルテ
キストと問題集。過去の試験傾向を徹底分析し現
役合格をめざします。公務員試験においてプロ
フェッショナルな講師陣が勢揃い。

① 現役合格にこだわります

自己分析、面接カードの書き方、集団討論など講
義あり！それ以外の準備や実践もキャリアコンサ
ルタントの資格を持つ担当がマナーも含め日常的
にしっかり関わります。

③ 集団討論など２次試験に
向けた対策も充実！

公務員をめざす学生を応援価格で！
しかも完全ライブ（生）講義 です。
教室の受講生の状況を把握しながら熟練講師陣が
講義を進めるので集中して受講できます。
注）土木ＤＶＤ講座コースは除きます。

⑤ 完全ライブ（生講義）を低価格で
質の高い講座を提供します

実習や授業などで出席できなかった場合は講義Ｄ
ＶＤを無料貸し出しします。
また、長期実習やフィールドワークで講義に出席
できない時は講義のオンラインビデオの配信サー
ビスあり。

⑦ 欠席時や復習はＤＶＤでカバー！
実習や長期欠席の時はビデオ配信！

専門科目に精通した質の高い講師陣。
各科目や試験においての知識を理解しやすく解
説。また２次試験対策も専任講師が担当します。
１次も２次試験も優秀な講師陣がサポート！

② 経験と実績ある講師陣の生講義

科目のサポートは講座専任担当が日常的に行いま
す。事務局担当者は試験情報の提供や進路相談な
ど受講生のモチベーションが維持できるよう努め
ます。公務員に合格内定した先輩（合格サポー
ター）たちは、秋頃から相談会、面接練習などを
行い後輩をサポートしてくれます。

④ 講座担当と先輩合格者が
合格をサポート

生協講座の受講生は「公務員試験合格」という同
じ目標を持った仲間がいます。挫けそうになった
時互いに励まし合うことで長い学習期間を乗り越
えることができます。

⑥ 同じ目標を持つ仲間がいる環境

1次に受かることしか念頭にないと１次合格後か
ら面接試験準備をしても遅い！（準備時間が短
い）、挨拶や新聞や時事問題にも日頃からチェッ
クする習慣づけや人前で自己の考えを伝える表現
力も講義前の「1分間スピーチ」などで練習して
いきます。

⑧ 受講生特典！
公務員関連書籍は１０％Off



行政コース
受講料：345,000円（税・テキスト代込）

国家職公務員（行政区分）、地方上級行政事務職、主要都市役所上級行政事務職などをめざしている方はこのコー
ス。筆記試験に必要な数的処理などの教養科目の他法律経済などの専門科目を学びます。教育学部はもちろん、農
学部・工学部で事務職を目指す方はこのコースを選択してください。

大学で「農学」の専門科目を学んでいる学生で、国
家公務員の「農学」区分、地方公務員の「農業職」
を志望する方。

・時事「速攻の時事」「速攻の時事実践トレーニング編」 実務教育出版●各自購入問題集有●

●各自購入問題集有● ●各自購入問題集有●

●各自購入問題集有● ●各自購入問題集有●

・各都道府県庁・市役所 ・ 国税専門官
・財務専門官 国家公務員一般職（各府省庁の出先機関）

受講料：250,000円（税・テキスト代込）

・「技術系スーパー過去問 ゼミ 工学に関する基礎
（数学・物理）」
・時事「速攻の時事」
「速攻の時事 実践 トレーニング編」

大学で「電気電子情報」「機械」などを学んでいる
方で、技術職の専門科目に「数学・物理」がある方、
「工学の基礎」を学びます。

工学コース
（工学＋教養科目＋2次対策）

受講料：250,000円（税・テキスト代込）

・「技術系スーパー過去問ゼミ農学・農業」
・時事「速攻の時事」
「速攻の時事実践トレーニング編」

工学部で土木を学ぶ方、国家公務員、地方公務員で
土木系職種を目指す方はこのコース。工学の基礎、土
木（構造力学・土質力学・水理学など）「数学・物理」
の重要科目「工学の基礎」も学びます。

①新聞を効率的に読み取る法　②公務員試験に役立つニュース読解と応用　③時事キーワード
④政策とニュースで見る公務員試験　⑤ビジネス文書　⑥知力表現と情報共有のコツ　⑦模擬集団討論
⑧総まとめの8回の講座のカリキュラム。社会人に必要なスキルとは何か専任講師が分かりやすく解説します。
日経新聞を副教材として自宅（今お住まいの住所）に配達します。 「日経新聞 6 ヶ月購読サービス付」

土木コース
（土木(DVD)＋工学の基礎＋教養科目＋2次対策）

受講料：260,000円（税・テキスト代込）

・時事「速攻の時事」
「速攻の時事実践トレーニング編」

警察・消防官など教養科目のみ出題される職種。
または、技術職の「林業」「畜産」「化学」、専門職
の「保健師」などを目指す方の教養科目対策に。

教養コース
（教養科目＋2次対策）

受講料：220,000円（税・テキスト代込）

＜オプション科目＞
◎読解力ＵＰにおススメ！新聞読む習慣づけに！受講料３万円「一般常識対策講座」

・時事「速攻の時事」
「速攻の時事実践トレーニング編」

◆コース案内 (すべてのコースに2次試験対策付、面接練習は何度でも可）
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公務員試験対策講座

農学コース
（農学＋教養科目＋2次対策）

国家公務員（農水省・経産省・他）
各都道府県庁の技術職（農学職）

国家公務員（ 環境省 ・ 文科省 他）
各都道府県の技術職 （機械・物理・化学区分）

国家公務員（警察庁 ・ 国交省 他）
都道府県市役所の土木職

教養科目、SPI市役所、
上記以外の技術職希望（林学・畜産・食品衛生監視員）
大学職員、警察・消防

◎コース選択に迷ったら事務局にご相談ください。
　●技術職希望で「水産」「畜産」「林業」「化学」を希望している方は、教養コースをお申し込みください。●警察・消防希望の方は教養コースでお申し込みください。
●行政コースは学部に関わらず充実したサポートと併願先多。理系学部の強みをに活かしませんか。

（面接指導講師のコメント）公務員めざすなら社会に関心をもっていること新聞読むと読解力もつきます！



◆講義科目と科目の特徴 

数的処理
文章理解・資料解釈
社会科学（経済）
社会科学（経済以外）
人文科学・自然科学
社会政策・時事
模擬試験（3回無料）
公務員研究,進路ガイダンス
憲法
民法
行政法
経済原論
財政学
政治学
行政学
労働法
経営学
専門記述憲法
法律科目演習
　2次試験対策科目
面接対策講義
（面接・集団討論など
実技含む）
エントリーシート書き方
論作文講義＆添削
表現力講座
社会人基礎力アップ対策
ＳＥＱ受診&解説
マナー＆スーツの着こなし
個人相談
　　　 技術職
＊工学の基礎
＊農学
＊土木（ＤＶＤ講義）

科目総数
46
10
6
8
24
8

2
30
46
28
54
12
12
12
10
10
4
4

10

2
2
2

2
2

何度でも
コマ数
12
12
44

「一般知能」とよばれ、ほとんどの試験で必ず出題される必修最重要科目。

「文章理解」は、現代文の要約や英文和訳などが出題される。

学内開催の模試を実施。全国の大学生協講座模試は３回無料。

試験の種類と対策、仕事内容など試験と仕事に就いて理解を深めます。

法律系科目の中でも最も基本となる法律。行政法・民法・経済原論・数的処理とあわせて「主要5科目」。

国民生活の私的領域を規律する基本法。出題数が多く範囲が広く民法の攻略が最大のヤマといえる。

行政手続法や行政事件訴訟法といった行政関係のルールを定めた様々な法律の総称。

経済原論は「ミクロ経済学」「マクロ経済学」のからなり財政・金融等の応用分野の基礎となる出題数多い。

最新時事にも通じ、ポイントが限られるので短時間に習得しやすい科目。

行政でも民間経営の間隔を求められ国でも地方でも比重が高まっています。

裁判所職員一般職試験では必須科目、国税専門官や東京都Ⅰ類Ｂ試験で選択科目として出題。

行政重要専門科目の憲法・民法・行政法演習で力をつけます

2次試験（3次）で必須の面接。志望動機、自己ＰＲ、など講義で学んだあとは、何度も練習。

志望先によって集団面接か個別面接か又は両方ある場合もあり最近市役所で増えてきた

グループワーク対策も行います。

面接カードの書き方ポイントを講義で学び、何度も書いて添削。本番に備えます。

「行政の課題」など出題傾向や論作文における認識、意見のまとめ方について学び様々なお題を想定して書きます。

課題に対して自分の考えを文字で表現。様々な視点から思考し表現する力を養います。

自分の行動の「クセ」をアセスメントシートで客観的に把握。社会に求められる人物を目指します。

就活は何と言っても見た目の印象重要。

モチベーション維持や志望先の確認など時期を見て個人面談を行っています。

 ・農学・工学コース総コマ数＝136コマ　　・土木コース総コマ数＝168コマ
「電気電子」「機械」区分を受験。数学・物理を学びます。

「農学」「農業」区分を受験する方、農学を学びます。（林学は科目に含まれません）

土木系職種をめざす方のコース。構造力学・土質力学・水理学などを学びます。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
農・工
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
土木

●

346コマ 124コマ

行政
コース

教養
コースコース 科目の特徴

「一般知識」と呼ばれる科目で、一般知能と比べると出題範囲は狭いが対策しなくて
いいわけではありません。「人文科学」は日本史・世界史・地理・思想・文学芸術、「自然
科学」は物理・化学・生物・地学・数学、「社会科学」は政治・経済・社会・時事が出題さ
れる。

■公務員試験筆記試験は大きく専門（法律系・経済）科目と教養科目に分けられます。
　国家公務員、及び地方上級（都道府県庁と政令指定都市）、市役所の多くは専門科目と教養科目の両方が科せられるため対策
　が必要です。一方、市役所の一部、警察官・消防官、国立大学法人職員などの試験は教養科目だけが試験科目。
　したがって、行政コースで学ぶ科目は公務員試験の多くの職種試験科目に対応しており併願数多。
　教養コースでは、受験できる職種の範囲が限られます。

行政コース

教養コース

技術職を除きほとんどの公務員試験に対応。学部問わず受講できます！

市役所の一部、警察、消防、大学職員など教養科目のみの公務員試験に対応

■講義時間＝＊平日（大学の授業がある）　　　　　18:20 ～ 21:30 (２コマ）
　　　　　　＊大学の休みの日（土曜・夏休みなど）  9:00 ～ 14:30 (3コマ）
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公務員試験対策講座

主要5科目に続く準主要科目で国家一般職、国税、地方上級など多くの試験で出題。

教
養
科
目( 

104
コ
マ 

）

行
政
系
専
門
科
目( 

222
コ
マ 

）

２
次
対
策
講
義( 

20
コ
マ 

）

技
術
職
コ
ー
ス

＊行政コース科目数＝346コマ　＊農学・工学コース科目数＝136コマ　＊土木コース科目数＝168コマ　＊教養コース科目数＝124コマ
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公務員試験対策講座

合格した先輩からのメッセージ

　生協の公務員講座を受講して良かった点が2
つあります。1つ目は、1次試験対策を効率よくで
きた点です。公務員試験は科目数が多く時間が
足りません。講座でベテラン講師の講義を受ける
ことにより着実に実力を養成することができま
した。2つ目は、2次試験対策が充実している点
です。2次試験対策で重要な自己分析はなかなか
1人では思うように進みません。生協講座では講
師の方や事務局の方にアドバイスをいただけま
す。また、面接練習を実施しているので本番の面
接でも自分らしく臨むことができました。1年間
の公務員試験は大変でしたが、生協の講座を受
講することで同じ志を持った仲間と出会い自分
の意識も高まりました。ぜひ生協公務員講座で
合格を掴んでください。

　生協講座を受けて良かったことは、同じ目標
をもった仲間と出会えたことです。自分ひとりで
は本試験までモチベーションが維持できなかっ
たと思います。仲間がいたおかげで最後まで頑
張ることができました。二次試験対策では、事務
局の方や講座の先生方が自己分析のやり方から
面接練習まで丁寧に対応していただきました。
　生協講座を受けるだけでは、試験に合格する
ことはできません。結局は自分の努力次第です。
最後まで諦めずに張ってください。

常盤井大輝
【工学部 】
宮崎県庁
（行政職）

　生協講座を受けてよかったと思うことは、講座
始めの挨拶や一分間スピーチなど講座内容以外
の部分でも成長できたと思うことができました。
また、先生方から勉強の仕方や仕事内容、試験
に関する多種多様な情報を教えていただいたこ
とや最終合格までの長い期間、生協職員の方々
には手厚いサポートをしていただき大変感謝して
おります。
　これから公務員を目指す後輩に伝えたいこと
は、講座開始から1次試験開始まで約1年。これ
を短いと感じる人も長いと感じる人もいるでしょ
う。しかしその誰もが気が緩んで勉強に身が入ら
ない時期や周りと自分の差に思い悩む時があり
ます。そんな時は思い出してみてください。何故
公務員を目指し始めたのか。公務員になってどん
な仕事がしたいのか。今までの自分を、これから
の自分を強く意識してみてください。ここが正念
場で踏ん張りどころです。応援しています。

北堀 旬平
【工学部】
宮崎県庁
（行政職）

山下 朗央
【工学部】
宮崎県庁
（土木職）

　生協講座を受講して良かった点として，勉強の
方法や受験に関する詳細な情報を得ることと，
最終試験まで手厚いサポートを受けられたこと
が挙げられます。膨大な出題範囲からどのように
勉強に取り組めば効率がいいか，公務員といって
もどのような仕事があるか，といったことに対し
先生方が懇切丁寧に教えてくださいました。ま
た，面接の対策として，試験前日まで面接練習を
してくださり，徹底した練習を行うことができま
した。
　公務員試験は長丁場です。つらく，不安になる
ことも多々あると思いますが，妥協せず，同じ志
を持った仲間同士で切磋琢磨し合い乗り越えて
ください。応援しています。

　私は、昨年の秋から農学コースを受講しまし
た。農業の専門について過去問や問題集を使っ
てしっかり学ぶことができて良かったと思ってい
ます。また、面接の対策も模擬面接や面談を通し
て悔いなく最後まであきらめることなく取り組む
ことができたのも生協の講座を受けていたから
こそだと思っています。
　公務員試験は勉強量も多くとても大変です
が、自分の志望先に受かりたいという気持ちを
最後まで忘れず、悔いのないように一生懸命努力
してほしいと思います。
　私は、県民に信頼され、宮崎の畜産を日本だけ
でなく世界に発信できるような県職員を目指しま
す 。

　公務員講座を受講していちばん良かったと思
うことは、講座に行くと自分以外の受講生がい
るので「みんな頑張っているんだから、自分も頑
張らなくちゃ！」と勉強へのモチベーションを高
めることができたことです。また、面接対策や集
団討論の練習も行っていただけたので、自信を
持って本番に臨むことができました。これから公
務員を目指す皆さんは、様々な不安があると思い
ますが、事務局の方々が親身に相談に乗ってくだ
さるので安心して何でも相談してください。ま
た、学生生活を送りながら勉強時間を確保する
のは難しいと思うので、研究室の先生などとよく
話し合って、時間を確保できるようにすることも
大事だと感じました。頑張ってください。

那須 春香
【農学部】
宮崎県庁
（水産職）

松田 はな
【農学部】
宮崎県庁
（畜産職）

深田 尚嗣
【工学部】
宮崎県庁
（土木職）

　生協講座を受けて一番良かった点は、二次試
験対策が充実している点です。宮崎県庁の二次
試験は面接や集団討論がありますが、これらの
練習は独学ではかなり難しいです。生協講座で
は練習はもちろん、自己分析や面接カードの添
削なども、講座の先生方や生協事務局の方が手
厚くサポートしてくださるので、周りの公務員志
望者と差をつけることができます。
　初めは、なんとなく公務員を目指そう、でもい
いと思います。実際私もそうでしたが、講座の仲
間と切磋琢磨し勉強しているうちに、なりたい公
務員像がみえてきました。試験勉強は決して楽な
道のりではありませんが、ここで勉強したことは
自分にとって必ずプラスになります。ぜひ、生協
講座で公務員になる夢を叶えましょう！

吉永 麻衣
【農学部】
宮崎県庁
（行政職）
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公務員試験対策講座

合格した先輩からのメッセージ

　私は生協の公務員講座を受けて良かったと思
う点が2つあります。
　１つ目は同じ目標に向かって頑張る仲間がい
る事が大きい事だと思いました。私は公務員試
験の内容は幅広く覚えないといけない内容も多
くあるため途中で心が折れてしまいそうな時が
ありました。その時に周りの仲間たちが頑張って
いる姿を見て自分もやらなくてはいけないなと
思い勉強を続けることが出来ました。その結果、
全ての一次試験で合格することができ、生協の
公務員講座に入ってよかったと思いました。
　２つ目は、二次試験対策がとても充実してい
る点だと思います。事務局の方々の自己分析から
面接カードの内容、面接対策まで私の気が済む
まで熱心に付き合ってくださりました。二次対策
は1人ではなかなか出来ないと思うので、沢山の
先生たちの力を借りることの出来る生協の公務
員講座に入ってとても良かったなと思いました。
　将来公務員になろうと思っている人は生協の
公務員講座で学び、努力し、諦めずに頑張って下
さい！

　講座では、試験勉強で特に力を入れるべき科
目や範囲、勉強の進め方を教えて頂けたので効
率的に勉強をすることができました。授業だけで
なく、模試もあり、自分が理解できていないとこ
ろがはっきりと分かるため、次につなげることが
できます。
　また、独学では難しい面接対策も講師や生協
の方々が丁寧に繰り返し指導して下さるため、自
信をもって本番に臨むことができました。

　私は12月から講座を受け始めました。前から
受けている人たちよりも遅れていることに不安
を覚えていましたが、職員や講師の方々がいつで
も相談にのってくださったので安心して勉強する
ことが出来ました。また、同じように公務員を目
指している仲間と一緒に講義を受けられること
で、モチベーションを上げることにもつながった
と感じています。
　私は公務員試験を受けてみて、勉強と同じくら
い気持ちの持ちようも大切だと思いました。公務
員試験の勉強期間は『他のみんなは遊んでいる
のに』『落ちたらどうしよう』『民間志望の友達は
もう内定が出ている 』など不安な気持ちでいっ
ぱいになると思います。そのため、自分の中の負
の感情に押しつぶされてしまわないよう、自分に
負けずに頑張ってください！

漆間 みき
【農学部】
農林水産庁
（水産職）

　大学生協で公務員講座を受けて良かったの
は、親切なサポートを受けられる事です。
　一次試験対策はもちろん、面接カードの添削
や面接練習も何度も見て頂き、公務員と併願で
民間企業を受験する際も丁寧に面接指導をして 
くれ ました。公務員試験に合格した先輩方によ
るサポートを受ける機会もあります。いろんな人
との繋がりや、丁寧な指導が生協講座の魅力で
す。
　これから公務員を目指す後輩に伝えたいこと
は、 公務員の仕事は貢献度の高さや、民間企業
では経験できないもの等、やりがいのある仕事
だと思います。民間志望の人よりも内定が遅れる
ので焦る事もあるかも知れませんが、頑張る価
値はあります。公務員を目指す仲間達と協力して
共に合格を勝ち取って下さい！

藤井麻里花
【農学部】
食品衛生監視員

山口 直城
【工学部】
都城市役所
（電気職）

堀田幸太郎
【工学部】
宮崎市役所
（土木職）

　生協の公務員講座を受けて良かった点は、頼
れる存在が周りに多くいることです。公務員講座
に参加した瞬間私たちの周りには、講座の先生
方、生協職員の方々、公務員試験を乗り越えてき
た先輩たち、そして同じ目標を目指す講座生の皆
がいます。
　筆記試験と面接試験は決して楽なものではな
く、何度も何度も不安や焦りを感じましたが、頼
れる存在が多くいたおかげで乗り越えることが
できました。公務員試験は努力で合格を掴むも
のです。一人で悩まず、周りの人に頼り、そして、
切磋琢磨して頑張り抜けばきっといい結果がつ
いてくるはずです。最後まで諦めず頑張りましょ
う！。

　生協講座を受けて良かったことは、面接のサ
ポートがしっかりしていたことです。
　面接では自己分析が必要で、これを１人で行う
のは非常に困難です。講義やスチューデントEQ、
サポーター面談など多くの機会で自分について
考え、知ることができたことで、私は面接で自身
のことを話せるようになりました。
　私がそうだったのですが、「とりあえず公務員
になりたい」という気持ちだけで勉強を始める
と、二次試験対策で「ではどうして公務員になり
たいのか？」という問いの壁にぶつかります。こ
れから公務員を目指す人は、公務員の仕事につ
いて調べ、自分が公務員という仕事を通じて何
をしたいのかという答えを頑張って見つけてくだ
さい。応援しています。

　生協講座を受けて良かったのは、講座の先生
方や生協職員が親身になってサポートしてくれた
ことです。自分自身の勉強や自己分析では気づか
ないことへの指摘、わからないことや疑問に感じ
たことなどの質問にも、こちらが納得するまで丁
寧に教えてくれます。
　また、同じ志望先の講座生とともに学習する
ため、一人で勉強するよりもモチベーションを維
持できます。
　これから公務員を目指す後輩に伝えたいこと
は、公務員試験は受験までに長い期間を通して
勉強し続けなくてはなりません。精神的にも肉体
的にもつらい時期があるかもしれませんが、この
経験が合格、不合格を問わず自分の糧になると
思います。皆さんも自分の目標に向け、自分の力
を信じて頑張ってください。応援しています。

田中 佑季
【工学部】

労働基準監督官B

　私は1次対策では特に模試を有効活用しまし
た。模試によって浮き彫りになる自分の苦手分野
を整理し、優先順位をつけることで勉強の効率
が上がったと思っています。さらに公務員講座の
テキストだけを繰り返し復習し、本番でも似た問
題が出題されて驚きました。そして、私にとって
公務員になることは中学生から憧れていた夢で
した。長年変わらずにいた思いを貫くことができ
たのは、講師による授業や自分の意志、そして何
より周りの人の支えのおかげであると思います。
受験生の皆さんも、自分にとっての公務員とは何
か、そして対策を頑張っていける軸のようなもの
を見つけて欲しいです。
　皆さんが第一志望に合格できることを心から
祈っています。

玉野 有望
【農学部】
愛媛県庁
（行政職）

野元 駿
【工学部】
鹿児島市役所
（土木職）

松川 尚央
【工学部】
大分市役所
（土木職）



食堂店長の吉永です。
栄養バランスを考えて
ミールカードうまく活
用してください！

合格サポーター（４年生）に学習方法や不安の相談や面接練習する３年生受講生

現役公務員（受講生OB) 来学

　大学生協向け「霞が関業務研究セミナー」（９月）
希望する省庁を数ヶ所回り省庁職員から仕事内容・やりがいが聞け
ます。地方行政にも通じることも多々ありモチベアップ！

書籍購買店
店長の小川です。
受講生は、「受験ジャー
ナル」や問題集など公務
員関連の書籍は10%off 
で購入できますよ！

先輩たちのサポートも充実

さまざまな取り組み〈 しかけ 〉で志望先合格を
めざします！さまざまな取り組み〈 しかけ 〉で志望先合格を
めざします！さまざまな取り組み〈 しかけ 〉で志望先合格を
めざします！
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オリジナル講座約款 内容を十分お確かめください

（クーリングオフ） 第9条　申込者は、生協が受講申込書を受領した日から８日以内に限り、書面を提出することによ

り受講契約を解除することができるものとし、生協は、申込者に対し、受領済みの受講料等を速やかに返還するものと

します。

　２ 前項の契約の解除があった場合、申込者は、生協に対し、違約金や損害賠償を支払う必要はありません。

　３ 第1項の契約の解除があった場合、すでに引き渡された教材や関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務  

　　 の対価その他の金銭の支払義務はありません。

　４ 申込者が、不実告知による誤認または威迫による困惑によってクーリングオフをしなかったときは、改めて生協が

　　 クーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む８日間を経過するまでは、クーリング・オフができます。

（中途解約） 第10条　申込者は、前条に定める期間経過後であっても、書面の提出することにより、受講契約を中途解

約することができるものとします。

　２ 申込者から、前項による中途解約がなされた場合、生協は、申込書に対し、以下の定めに従った金額を返還するも 

　　 のとします。

（１） 受講開始前である場合

　　　　受領済みの受講料－下記の講座毎の通常要する初期費用

　　　　＜講座毎の通常要する初期費用＞

　　　　　　①　公務員試験対策学内講座　　　　　　上限１５，０００円までの初期費用

　　　　　　②　公務員試験早期対策学内講座　　　　上限１０，０００円までの初期費用

　　　　　　③　パソコン講座　　　　　上限５，０００円までの初期費用

　　　　　　④　超感覚英語講座　　　　上限１０，０００円までの初期費用

　　　　　　⑤　民間就活準備講座　　　上限５，０００円までの初期費用

（２） 受講開始後である場合

　　　　受領済みの受講料－{（受講済みの受講回数×受講料÷総受講回数）＋教材費用＋下記の解約手数料}

　　　　＜解約手数料＞

　　　　5万円または、｛受講料－（受講済みの受講回数×受講料÷総受講回数）｝×20％）のいずれか低い額とします。

　３ 第1項の中途解約があった場合、本講座に付随する関連商品の販売または、その代理もしくは媒介を行っていると 

　　 きは、申込者は、申込者に引き渡しの完了していない関連商品販売契約についても解約することができます。

　４ 第3項の解約の申出先は生協が指定する窓口となります。

　５ 第3項の解約があった場合、生協は、申込者に引き渡しの完了していない関連商品の代金を既に受領している代金

　　 がある場合は、申込者に対し、速やかに当該金額を返還するものとします。

　６ 生協の事情変更に基づく中途解約に当たっては、解約手数料等を徴収しないものとします。

　７ 生協は、申込者に対し、本条の規定による返還金のある場合は、生協の指定する方法で速やかに申込者に返還する

　　 ものとします。

●約款詳細は生協HPをご覧ください。
　http://kyushu.seikyou.ne.jp/miya-coop/rijikai/index.html

08M iyazaki University Co-op

公務員試験対策講座



２０２０年度（２０期生）公務員試験対策学内講座申込用紙
注）お申し込みは、生協組合員に限ります。（非組合員の方は生協にご加入ください。）

◎８Pの「講座約款」に同意し講座受講を申し込みます。右下のチェック欄に　を。

申込〆切：４月３０日（木）
学部　　　　　　　　  学科・課程/学年：

フリガナ

氏名 9176－

現住所

携帯電話番号

携帯Mail

学籍番号のPC Mail

〒

＜お願い＞メールアドレスは、丁寧に記入してください。特に数字とアルファベットの違いは明確に。

◆オプションの「一般常識講座」は、最低催行人数に達しない場合は実施しないこともあります。

行政コース 　 農学コース　  工学コース　  土木コース　  教養コース

【受講料一括割引価格】◎コース・オプションを選択し 　を入れ合計金額を記入してください。

受講料

合計

受付Ｎo,
2020年　  　月　　  日
受付者

支払方法
現金一括払い

銀行振込み

大学生協ローン

【レシート貼付位置】

組合員番号（学生証の裏に記載）

¥345,000　¥250,000　¥250,000　¥260,000　¥220,000 

【個人情報の取り扱い・オリジナル講座約款について 】
お申し込みの用紙にて提供いただいた個人情報は、宮崎大学生協の案内・宣伝物の送付・講座運営に
利用させていただきます。当生協では、個人情報に関して適用あれる法令、規範を遵守するとともに
情報の適正な管理・保護に努めます。詳しい「個人情報保護対応方針」及びオリジナル講座約約款は、
宮崎大学生協 HPをご覧ください。

オプション「一般常識講座」は、 ①新聞を効率的に読み取る法 ②公務員試験に役立つニュース読

解と応用 ③時事キーワード ④政策とニュースで見る公務員試験 ⑤ビジネス文書 ⑥知力表現と情

報共有のコツ ⑦模擬集団討論 ⑧総まとめ の 8 回の講座のカリキュラム。社会人に必要なスキル

とは何か！？受講おススメします。副教材として 「日経新聞 6 ヶ月購読サービス付」

摘要　２０20年度公務員講座受講料とし上記金額受領しました

き り と り せ ん

領　収　書

様

￥ 円

2020年　　　月　　　日

パンフ８Pの「オリジ
ナル講座約款」を
確認済み

「一般常識講座」
¥30,000

「一般常識講座」
¥30,000

「一般常識講座」
¥30,000

「一般常識講座」
¥30,000

「一般常識講座」
¥30,000

受付者

印
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