
５月中旬 開講前オリエンテーション 2021年4月　熊本大学生活協同組合

月日 曜日 科目 コマ目 時間割 月日 曜日 科目 コマ目 時間割 月日 曜日 科目 コマ目 時間割 科目 ｺﾏ数

5/17 月 憲法 (1)(2) 18:10～21:20 9/6 月 民法 (35)(36) 09:30～12:40 12/13 月 財政学 (1)(2) 18:10～21:20 憲法 20

5/18 火 憲法 (3)(4) 18:10～21:20 全員 9/6 月 行政法 (1) 13:30～15:00 12/14 火 財政学 (3)(4) 18:10～21:20 民法 36

5/19 水 憲法 (5)(6) 18:10～21:20 面談① 9/7 火 行政法 (2)(3)(4) 09:30～15:00 ※ 12/15 水 経営学 (5)(6) 18:10～21:20 行政法 20

5/20 木 経済原論 (1)(2) 18:10～21:20 開始 9/8 水 数的処理 (31)(32)(33) 09:30～15:00 夏季 12/16 木 経営学 (7)(8) 18:10～21:20 経済原論 48

5/21 金 経済原論 (3)(4) 18:10～21:20 9/9 木 数的処理 (34)(35)(36) 09:30～15:00 公務員 12/17 金 経営学 (9)(10) 18:10～21:20 財政学 10

5/24 月 憲法 (7)(8) 18:10～21:20 9/10 金 経済原論 (43)(44)(45) 09:30～15:00 業界 12/20 月 財政学 (5)(6) 18:10～21:20 政治学 12

5/25 火 憲法 (9)(10) 18:10～21:20 9/13 月 行政法 (5)(6)(7) 09:30～15:00 研究 12/21 火 財政学 (7)(8) 18:10～21:20 行政学 12

5/26 水 数的処理 (1)(2) 18:10～21:20 9/14 火 行政法 (8)(9)(10) 09:30～15:00 セミナー 12/22 水 財政学 (9)(10) 18:10～21:20 労働法 10

5/27 木 経済原論 (5)(6) 18:10～21:20 9/15 水 行政法 (11)(12)(13) 09:30～15:00 ＠ 12/23 木 専門記述憲法 (1)(2) 18:10～21:20 ※ 経済事情 4

5/28 金 経済原論 (7)(8) 18:10～21:20 9/16 木 数的処理 (37)(38)(39) 09:30～15:00 霞が関 12/24 金 専門記述憲法 (3)(4) 18:10～21:20 合同 経営学 10

5/31 月 憲法 (11)(12) 18:10～21:20 9/17 金 数的処理 (40)(41)(42) 09:30～15:00 1/7 金 まとめ (1)(2) 18:10～21:20 合宿 国際関係 6

6/1 火 憲法 (13)(14) 18:10～21:20 9/20 月 経済原論 (46)(47)(48) 09:30～15:00 1/11 火 まとめ (3)(4) 18:10～21:20 時事・社会政策 8

6/17 木 経済原論 (9)(10) 18:10～21:20 9/21 火 行政法 (14)(15)(16) 09:30～15:00 1/12 水 まとめ (5)(6) 18:10～21:20 ※ 専門記述憲法 6

6/18 金 経済原論 (11)(12) 18:10～21:20 9/22 水 行政法 (17)(18)(19) 09:30～15:00 全員 1/13 木 まとめ (7)(8) 18:10～21:20 合宿 政策論文対策講義 6

6/21 月 進路ガイダンス (1) 18:10～19:40 9/23 木 人文科学 (1)(2)(3) 09:30～15:00 面談② 1/17 月 労働法 (1)(2) 18:10～21:20 2/9 数的処理 42

6/21 月 憲法 (15) 19:50～21:20 9/24 金 人文科学 (4)(5)(6) 09:30～15:00 開始 1/18 火 労働法 (3)(4) 18:10～21:20 -2/11 資料解釈 4

6/22 火 憲法 (16)(17) 18:10～21:20 9/25 土 人文科学 (7)(8)(9) 09:30～15:00 2/9 水 合宿 ～ 文章理解 6

6/23 水 経済原論 (13)(14) 18:10～21:20 9/27 月 人文科学 (10)(11) 18:10～21:20 2/10 木 合宿 ～ 人文科学 13

6/24 木 経済原論 (15)(16) 18:10～21:20 9/28 火 人文科学 (12)(13) 18:10～21:20 2/11 金 合宿 ～ 職場 自然科学 14

6/25 金 数的処理 (3)(4) 18:10～21:20 9/29 水 政治学 (1)(2) 18:10～21:20 2/14 月 まとめ (9)(10)(11) 09:30～15:00 見学① 論作文講義 4

6/26 土 数的処理 (5)(6)(7) 09:30～15:00 9/30 木 経済原論 (45)(46) 18:10～21:20 2/15 火 専門記述憲法 (5)(6) 09:30～12:40 予定 面接対策講義 5

6/28 月 憲法 (18)(19) 18:10～21:20 10/1 金 経済原論 (47)(48) 18:10～21:20 2/16 水 労働法 (5)(6)(7) 09:30～15:00 直前憲法 6

6/29 火 憲法 (20) 18:10～19:40 10/2 土 面接対策講義 (1)(2)(3) 09:30～15:00 サポ 2/17 木 労働法 (8)(9)(10) 09:30～15:00 直前民法 8

6/29 火 民法 (1) 19:50～21:20 10/4 月 進路ガイダンス (3) 18:10～19:40 ーター 2/18 金 時事・社会政策 (1)(2)(3) 09:30～15:00 直前行政法 6

6/30 水 経済原論 (17)(18) 18:10～21:20 10/4 月 行政法 (20) 19:50～21:20 企画 2/21 月 時事・社会政策 (4)(5)(6) 09:30～15:00 直前経済原論 14

7/1 木 経済原論 (19)(20) 18:10～21:20 10/5 火 政治学 (5)(6) 18:10～21:20 開始 2/28 月 時事・社会政策 (7)(8) 09:30～12:40 直前財政学 2

7/2 金 数的処理 (8)(9) 18:10～21:20 10/6 水 政治学 (7)(8) 18:10～21:20 3/1 火 直前憲法 (1)(2)(3) 09:30～15:00 全員 直前数的処理 8

7/3 土 数的処理 (10)(11)(12) 09:30～15:00 10/7 木 政治学 (9)(10) 18:10～21:20 3/2 水 直前憲法 (4)(5)(6) 09:30～15:00 併願 進路ガイダンス 2

7/5 月 民法 (2)(3) 18:10～21:20 10/12 火 資料解釈 (1)(2) 18:10～21:20 3/3 木 直前民法 (1)(2)(3) 09:30～15:00 ガイ まとめ 6

7/6 火 民法 (4)(5) 18:10～21:20 10/13 水 資料解釈 (3)(4) 18:10～21:20 3/4 金 直前経済原論 (1)(2)(3) 09:30～15:00 ダンスまとめ 2

7/7 水 経済原論 (21)(22) 18:10～21:20 10/14 木 政治学 (9)(10) 18:10～21:20 3/7 月 直前経済原論 (4)(5)(6) 09:30～15:00 まとめ 3

7/8 木 経済原論 (23)(24) 18:10～21:20 10/15 金 政治学 (11)(12) 18:10～21:20 3/8 火 直前経済原論 (7)(8)(9) 09:30～15:00 全員 合計 353

7/9 金 数的処理 (13)(14) 18:10～21:20 10/16 土 行政学 (1)(2)(3) 09:30～15:00 3/9 水 直前経済原論 (10)(11)(12) 09:30～15:00 面談②

7/10 土 数的処理 (15)(16)(17) 09:30～15:00 10/18 月 文章理解 (1)(2) 18:10～21:20 3/15 火 直前数的処理 (1)(2)(3) 09:30～15:00 開始 映像講座

7/12 月 民法 (6)(7) 18:10～21:20 10/19 火 文章理解 (3)(4) 18:10～21:20 3/16 水 直前数的処理 (4)(5)(6) 09:30～15:00 刑法（映像）※ 12

7/13 火 民法 (8)(9) 18:10～21:20 10/20 水 論作文講義 (1)(2) 18:10～21:20 3/17 木 直前数的処理 (7)(8) 09:30～12:40 会計学（映像）※ 15

7/16 金 数的処理 (18)(19) 18:10～21:20 10/21 木 行政学 (4)(5) 18:10～21:20 3/21 月 政策論文対策講義 (1)(2)(3) 09:30～15:00 国総　法律（映像） 12

7/17 土 数的処理 (20)(21) 09:30～12:40 10/22 金 行政学 (6)(7) 18:10～21:20 3/23 水 直前経済原論 (13)(14) 11:10～15:00 国総　経済（映像） 12

7/19 月 民法 (10)(11) 18:10～21:20 10/23 土 行政学 (8)(9)(10) 09:30～15:00 3/28 月 直前民法 (4)(5)(6) 09:30～15:00 国総　法律【記述】（映像） 8

7/20 火 民法 (12)(13) 18:10～21:20 10/28 木 行政学 (11)(12) 18:10～21:20 3/29 火 直前民法 (7)(8) 09:30～12:40 国総　経済【記述】（映像） 6

7/21 水 経済原論 (29)(30) 18:10～21:20 11/8 月 自然科学 (1)(2) 18:10～21:20 3/29 火 直前行政法 (1) 13:30～15:00 心理職（映像） 36

8/17 火 数的処理 (22)(23)(24) 09:30～15:00 11/9 火 自然科学 (3)(4) 18:10～21:20 3/30 水 直前行政法 (2)(3)(4) 09:30～15:00 ※はオプション科目で

8/18 水 民法 (14)(15)(16) 09:30～15:00 11/10 水 自然科学 (5)(6) 18:10～21:20 3/31 木 政策論文対策講義 (4)(5)(6) 09:30～15:00 秋以降有料で選択できます

8/19 木 民法 (17)(18)(19) 09:30～15:00 11/11 木 自然科学 (7)(8) 18:10～21:20 4/6 水 直前財政学 (1)(2) 18:10～21:20 国家総合職科目に関しては

8/20 金 民法 (20)(21)(22) 09:30～15:00 11/12 金 自然科学 (9)(10) 18:10～21:20 4/7 木 経済事情 (1)(2) 18:10～21:20 スケジュール決まり次第共有します

8/23 月 民法 (23)(24)(25) 09:30～15:00 11/29 月 文章理解 (5)(6) 18:10～21:20 4/8 金 経済事情 (3)(4) 18:10～21:20

8/24 火 民法 (26)(27)(28) 09:30～15:00 11/30 火 論作文講義 (3)(4) 18:10～21:20 4/13 水 直前行政法 (5)(6) 18:10～21:20

8/25 水 経済原論 (31)(32)(33) 09:30～15:00 12/1 水 国際関係 (1)(2) 18:10～21:20 ※ 7月

8/26 木 数的処理 (25)(26)(27) 09:30～15:00 12/2 木 国際関係 (3)(4) 18:10～21:20 模試 県庁

8/27 金 経済原論 (34)(35)(36) 09:30～15:00 12/3 金 国際関係 (5)(6) 18:10～21:20 開始 対策

8/30 月 民法 (29)(30)(31) 09:30～15:00 12/6 月 面接対策講義 (4)(5) 18:10～21:20

8/31 火 民法 (32)(33)(34) 09:30～15:00 12/7 火 経営学 (1)(2) 18:10～21:20

9/1 水 経済原論 (37)(38)(39) 09:30～15:00 12/8 水 経営学 (3)(4) 18:10～21:20

9/2 木 数的処理 (28)(29)(30) 09:30～15:00 12/9 木 自然科学 (11)(12) 18:10～21:20

9/3 金 経済原論 (40)(41)(42) 09:30～15:00 12/10 金 自然科学 (13)(14) 18:10～21:20

2021　熊本大学公務員試験対策講座スケジュール表（予定）　行政・国家総合職（法律or経済）・心理（行政+）コース
※国家総合職コースの科目のストリーミング配信は詳細が決まり次第共有します。

※ストリーミング受講スケジュールはまた、開講前
オリエンテーションにて共有いたいます。

ご確認ください

熊本大学公務員試験対策講座は、大学

講義、期末試験、大学祭などの学事日

程を考慮し、実施します。

これは、2021年5月時点での予定です。
適宜変更する場合がありますので、ご了

承ください。変更の際は事前にお知らせ

します。

教室などお詳細は毎月発行する月間ス
ケジュールまたはメールにてお知らせし
ます。


