
西南大生の学事に合わせた
西南大生のための　　講座

公務員試験
対策学内講座

総合案内

2021年採用
生協主催

学 内

幅広い合格実績！
全国で8000人以上の大学生が
受ける安心の講座
先輩のサポートが充実!

WEBは
こちらから
WEBは

こちらから
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10回払いの場合

298,000円 31,000円

（初回のみ31,426円）
月
々 ×9回

24回払いの場合

298,000円 13,600円

（初回のみ13,927円）
月
々 ×23回

36回払いの場合

298,000円 9,400円

（初回のみ12,150円）
月
々 ×35回

お申込み方法

ガイダンスに参加 ● 現金一括

申 込 み
西南大生協購買店でお申込みください。
お申込みは、同封の「申込み用紙」に必要事項を記入の上、
代金を添えて、購買店「講座カウンター」までお越しください。

分割払いもできます。

（5月開講講座は3月4日月▶4月26日金）

〈12月開講講座〉

購買店「講座カウンター」へ現金をご持参ください。

● 銀行振り込み
口座番号をお知らせしますので、購買店「講座カウンター」へ
ご連絡ください。
（振り込みの際、ご本人様のお名前でお願いします）

● 分割払い（ローン）
西南学院大学生協が指定するローンとなります。（低手数料です。）
詳しくは学内講座担当にお問い合わせください。

※分割払いの場合、受講は信販会社の承認後となります。
　手続きが完了次第、テキスト等をお渡しします。

講座申込みのキャンセルについては、9ページ「クーリングオフに関する確認書」をご覧ください。

お友達と受講でお得に♪ 詳しくはカウンターにお問い合わせください

お問合せ/お申し込み窓口 

西南学院大学生活協同組合
購買店「講座カウンター」

友達割 2,000円引き友達割 2,000円引き

参加費無料 ! 事前申込不要

支払い方法

10月25日木　11月30日金
10：00～17：00

申込期間

● 11月8日木 
● 11月19日月
● 11月28日水

【会 場】 西南会館（予定）

【時 間】15：10～／16：50～

　　　 （各2時間程度）

TEL：092-841-2400　FAX：092-822-5429
seinan-koumuin@kyushu.seikyou.ne.jp

お気軽にご相談ください メールからもOK ▼

※講座受講の有無に関わらず、どなたでも参加できます。
※ガイダンスに参加できない方は、生協購買店内講座カウンターへ
　いつでもご相談ください。
※1月以降も随時ご案内します。

生協購買店内講座カウンターへ
いつでもご相談ください

1.5年コース・お試しコース
12月10日月開講



学内講座のながれ1

（約350コマ）

国家（総合職・一般職）、専門職（国税、裁事、労基、財務など）
地方上・中級（都府県、政令指定都市）、市役所（A・B日程）

【主な対象試験種】

行政  コース（
事
務
）

（約114コマ）

国立大学法人職員、市役所（C・D日程）、警察官、消防官など
【主な対象試験種】

教養コース

※市役所試験C・D日程では専門科目試験を実施する自治体もあります。
　受験予定先を調査してください。

非組合員価格 ： 261,800円　※別途テキスト・問題集（60,000円）込み

税込298,000円
一括受講の場合（組合員価格） 一括受講の場合（組合員価格）

税込98,500円
非組合員価格 ： 86,031円　※別途テキスト・問題集（20,290円）込み

国家公務員、県庁、市役所を目指すコースです
（標準価格） 490,000円

警察官、消防官を目指すコースです
（標準価格） 159,600円
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3年生5月からスタートする3年生5月からスタートする2年生12月から始めるコース2年生12月から始めるコース

心理職DVD講座オプション科目

講座内容 DVD講座36コマ

受講可能か迷う場合は、講座申込受付窓口までお問合わせ下さい。
受講対象者

受講料

大学の講義において心理学を専攻している3年生以上

税込43,000円 講座代金 26,000円(税込）
テキスト代金 17,000円（税込）

試験名 区　分

国家公務員総合職 人間科学

法務省専門職員
（人間科学）

法務教官・保護観察官・
矯正心理専門職

都道府県、政令指定都市 心理・社会福祉・児童福祉司・
心理判定員・少年警察補導職員等

裁判所職員　総合職 家庭裁判所調査官補

警視庁・都道府県警職員 心　理

欠席者への対応／
講義DVDの無料貸し出しを行っております。

場所／西南大学内の教室
時間／平日の大学講義終了後（5,6限）
　　　もしくは土曜日・大学休業時期（10時～15時30分）

298,000円（税込）

1.5年
一括

（約390コマ）

※すべてのコースでテキスト代
　（1,944円+60,000円）込み

本気で公務員を目指すなら1.5年一括受講がお得！
国家総合職、一般職、専門職、地方上級

早期スタート講座（54,000円）【12月～3月】＋本講座（298,000円）【5月開講/行政一括】

受講料

本気で目指す行政1.5年コース

30,000円（税込）
※テキスト代（1,944円）込み
※本講座継続の場合割引あり

まだ、悩んでいる・公務員に興味はある
早期スタート講座
お試しコース
【12月～3月】のみ

受講料

お試しコース

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月

2年 3年 4年

入門講座
数的処理/法律/経済 5月開講講座　教養試験対策 114コマ（171時間） 直前対策 採用試験

進路ガイダンス

数的処理/資料解釈/文章理解/論作文/人文科学/自然科学/社会科学

開
講
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

5月開講講座　専門試験対策 236コマ（354時間）
憲法/民法/行政法/政治学/行政学/経済原論/財政学/経営学/会計学他

公務員研究
OB交流会/面接練習

集団討論練習・面接練習
面接カード添削・論作文添削

模擬面接
複数回

公務員試験の
基礎的な科目である

数的処理/法律/経済の基礎を
学びます。勉強の仕方を
身につけましょう。

近年よく出題されている
問題を中心に、徹底した
問題演習を行います。

合格した先輩たちによる
交流会、相談会、勉強会など

サポート活動が
随時実施されます

●第1回 オリジナル模試

●霞が関 官庁訪問セミナー

●第1回 個人面談 ●第2回 個人面談 ●第3回 個人面談

●第2回 オリジナル模試
●第3回 オリジナル模試

合格サポーター活動

筆
記
対
策

面
接
対
策

5月講座を継続
するなら2万円引き

受講料 受講料
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3 4

入退室や礼の作法、忘れがちな正しい日本語の使い方など
面接に必要な全てのことをマナー講師とサポーターが親身に
なってアドバイスします。
また、集団討論は発言内容だけでなく、進行の仕方、他人
の発言への反応、グループの雰囲気なども評価の対象とな
り、経験の差が合否の分かれ目でもあります。試験本番でしっ
かりとした討論ができるようサポートします。

公務員試験合格まで総合的にサポートします！！2

面接・集団討論対策

〈サポーター活動例〉

交流会では合格したサポーターと直接話をすることがで
き、公務員試験における悩み事を何でも相談できる貴重な機
会になっています。
「勉強の仕方」「日々の過ごし方」など合格した先輩だから
こそのアドバイスがもらえたり、同じ悩みをもった他の受講生
と友達になるなど交流を深められます。また、すでに公務員と
して働いている現職の先輩方をお迎えして公務員の実態を
聞く機会もあります。

交流会・OB交流会・個人面談

福岡市役所の2次試験では個人面接とグループワークが
課されます。他の自治体にはあまりない、特殊な内容です。
グループワークは6～8人のグループで課された問いに対

してグループとして正解を出していくことです。体験しておく
ことにより本番で慌てず対応できます。

市役所グループワーク

サポーターの実体験が凝縮された夢の一冊です。これまで多く
の受講生が合格体験記に励まされてきました。同じ大学、学部だか
らこそ役立つ体験記です。勉強方法、面接での質問内容、生活サイ
クルに至るまでを掲載した受験生にとってのバイブルです。

合格体験記

グループ
ワーク例

スケジュールと座席表がトラブルでばらばらになった。
グループ内で正しい順に並び替えよ。

西南学院大学生協
公務員試験対策講座
西南学院大学生協
公務員試験対策講座7つの特徴つの特徴7

講義は全て生講義で行います。
受講生の負担も考え２コマ/日
を基本としています。基礎講義
と問題演習、確認テストを実施
し、受講者の理解に努めます。

生講義2
POINT

優秀な
講師陣4

POINT

徹底した２次試験対策を行
います。早い時期から面接
や集団討論の練習を行いま
す。１次試験を突破した受講
者には直前に模擬面接も
行います。

充実した
2次対策3

POINT

学内講座では、今年の公務員試験に合格後、内定を勝ち取った先輩たちが、後輩のために卒
業までの半年間、様々な活動で皆さんのサポートをしてくれます。これこそが生協の学内講
座における最大の特徴です。
受験を控えている皆さんの悩みなど同じ立場にあった彼らだから理解できることで、親切
に相談に乗ってくれます。また自分たちが体験した集団討論・面接試験などを生の声で伝え
実戦練習してくれます。実体験した彼らだからこそできるサポートです。

先輩合格者がサポート!7
POINT

西南大生のためのカリキュラム1
POINT

筆記対策（生講義）～二次試験まですべて学内で完結するから、ロスタイ
ムなく時間を有効に使えます。西南大生のことをよく知る生協だからこ
そ、西南大の学事や西南生のレベルに合わせた講座を実施しています。

各講師は全国の国公立大学で講義実
績を持っています。各大学のレベルに
合わせた講義で、受講生からも「わか
りやすい」と評判の高い講師です。

欠席時も安心!
学習サポート5

POINT

欠席時や復習のために、講座では講義の
ＤＶＤを作成し無料で貸し出しをしていま
す。夏休みのインターンシップなどの際に
長期欠席時も安心です。

実績6
POINT

北は北海道大学から南は琉球大学まで全
国44大学、約8千名が受講している講座で
す。全国の大学生協オリジナル講座では
5,500名以上の合格者を輩出。内定者数
は3,300名以上。

（アンケートより）
・遅れてもDVDでカバーできるし、毎日復習していたのでちょうどよく感じていた。
・自分でやる復習と新しい知識が入ってくるペースが程よいと感じたからです。

Q. 講座の進度はどうでしたか？

遅いと感じた3%

早いと感じた3%

94%
ちょうどいい

国家総合職に現役で内定した場合、お支払いいただいた受講料を全額、
内定報奨金としてお返しする制度です。

国家総合職内定報奨金制度とは？

国家総合職
内定報奨金制度

サポート制度

公務員試験最難関を目指そう！
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ことにより本番で慌てず対応できます。

市役所グループワーク

サポーターの実体験が凝縮された夢の一冊です。これまで多く
の受講生が合格体験記に励まされてきました。同じ大学、学部だか
らこそ役立つ体験記です。勉強方法、面接での質問内容、生活サイ
クルに至るまでを掲載した受験生にとってのバイブルです。

合格体験記

グループ
ワーク例

スケジュールと座席表がトラブルでばらばらになった。
グループ内で正しい順に並び替えよ。

西南学院大学生協
公務員試験対策講座
西南学院大学生協
公務員試験対策講座7つの特徴つの特徴7

講義は全て生講義で行います。
受講生の負担も考え２コマ/日
を基本としています。基礎講義
と問題演習、確認テストを実施
し、受講者の理解に努めます。

生講義2
POINT

優秀な
講師陣4

POINT

徹底した２次試験対策を行
います。早い時期から面接
や集団討論の練習を行いま
す。１次試験を突破した受講
者には直前に模擬面接も
行います。

充実した
2次対策3

POINT

学内講座では、今年の公務員試験に合格後、内定を勝ち取った先輩たちが、後輩のために卒
業までの半年間、様々な活動で皆さんのサポートをしてくれます。これこそが生協の学内講
座における最大の特徴です。
受験を控えている皆さんの悩みなど同じ立場にあった彼らだから理解できることで、親切
に相談に乗ってくれます。また自分たちが体験した集団討論・面接試験などを生の声で伝え
実戦練習してくれます。実体験した彼らだからこそできるサポートです。

先輩合格者がサポート!7
POINT

西南大生のためのカリキュラム1
POINT

筆記対策（生講義）～二次試験まですべて学内で完結するから、ロスタイ
ムなく時間を有効に使えます。西南大生のことをよく知る生協だからこ
そ、西南大の学事や西南生のレベルに合わせた講座を実施しています。

各講師は全国の国公立大学で講義実
績を持っています。各大学のレベルに
合わせた講義で、受講生からも「わか
りやすい」と評判の高い講師です。

欠席時も安心!
学習サポート5

POINT

欠席時や復習のために、講座では講義の
ＤＶＤを作成し無料で貸し出しをしていま
す。夏休みのインターンシップなどの際に
長期欠席時も安心です。

実績6
POINT

北は北海道大学から南は琉球大学まで全
国44大学、約8千名が受講している講座で
す。全国の大学生協オリジナル講座では
5,500名以上の合格者を輩出。内定者数
は3,300名以上。

（アンケートより）
・遅れてもDVDでカバーできるし、毎日復習していたのでちょうどよく感じていた。
・自分でやる復習と新しい知識が入ってくるペースが程よいと感じたからです。

Q. 講座の進度はどうでしたか？

遅いと感じた3%

早いと感じた3%

94%
ちょうどいい

国家総合職に現役で内定した場合、お支払いいただいた受講料を全額、
内定報奨金としてお返しする制度です。

国家総合職内定報奨金制度とは？

国家総合職
内定報奨金制度

サポート制度

公務員試験最難関を目指そう！
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　公務員試験は本当に長い戦いだと思います。正直「もう嫌だ」
と何回思ったことかわかりません。そんな時でも最後まで走り抜
けられたのは、同じ境遇にいる友人たちの存在、および生協講
座の勉強面以外の手厚い支援が大きかったと考えています。と
いうのも、生協では受講生の精神面までサポートして下さる環
境があり、その環境は私自身非常にありがたく感じました。
　公務員を目指す、諦める。勉強する、しない。全て自分次第で
す。「やる」という覚悟があるのであれば、生協講座は心強い味
方になってくれます。あまり深く考えずに選んだ生協講座でした
が、生協にして本当によかったです。

内定先 福岡市役所（上級）
一次試験合格先 労働基準監督官A、国家一般職、福岡市役所（上級）

池田 渉太 さん （法学部法律学科卒）

　私は、社会福祉学科に所属しており、５限に授業があったこと
や実習が多くあったことから、講座に参加できないことが多く、
合格できるか不安がありました。しかし、生協の公務員講座はＤ
ＶＤの貸し出しやカウンターで不安を相談でき、サポート体制が
充実しています。生協同士のつながりもあるため、２次試験対策
の際も情報収集がしやすいです。公務員合格までは１年半以上
の勉強が必要で、精神的にきついこともあります。そのようなと
きに、一緒に頑張ってくれる講座の友達や相談できる先輩を見
つけ、あきらめない気持ちを継続して持つことが大切になると
思います。
　公務員講座を最大限に活用し、合格に向けて頑張ってくださ
い。応援しています。

内定先 九州地方更生保護委員会
一次試験合格先 国家一般職、宮崎県庁、福岡県警

福長 叶望 さん （人間科学部社会福祉学科卒）

　私は公務員になりたいという漠然とした気持ちで講座を受講
しました。最初は公務員の種類や職種をほとんど知らなかった
ため、どのように勉強すればいいか全くわかりませんでした。そ
んな私でも生協で開かれている合格した先輩とのサポーター交
流会など、生協の受講生に対する手厚いサポートを通して最終
的には合格を勝ち取ることができました。よく、公務員の勉強な
んて独学でできるんじゃないの？という人がいますが、それは大
間違いです。公務員試験は筆記試験の勉強だけでなく情報収
集もとても大切です。合格した先輩の話、生協からの様々なお
知らせのおかげで私は合格できたといっても過言ではないで
す。皆さんも勉強も大事ですが情報収集もしっかりと集めて頑
張ってください！

内定先 門司税関
一次試験合格先 国家一般職、国税専門官

竹内 大貴 さん （経済学部経済学科卒）

　「公務員になりたい！」と思っても、どうやってなるのかわからない。そも
そも試験のシステムをよくわかっていない、という方も多いのではない
でしょうか。一言で“公務員”と言っても職種は幾つもあり、試験科目も変
わってきます。だからこそ計画的な勉強スケジュールがとても重要であ
り、生協の講座では、試験本番を見据えたプログラムが組まれており、効
果的に勉強できます。
　そして、合格した先輩方からの手厚いサポート、講師、生協スタッフか
ら試験情報などを随時教えていただけることもこの講座の魅力です。筆
記試験後の面接試験に向けたサポートも充実しています。公務員試験
は民間よりも地道に努力する期間が長く、心が折れそうになることも何
度かあると思います。私自身、何度もつらくなりましたが、先輩方や、講座
の仲間のおかげで合格を手に入れることができました。公務員を目指す
皆さんにも是非この講座で頑張ってほしいです。応援しています！

内定先 九州厚生局
一次試験合格先 労働基準監督官、国家一般職

中村 麻美 さん （国際文化学部国際文化学科卒）

　私は様々な公務員講座があるなかで、友人が生協の公務員
講座を受けるからという単純な理由で生協の講座に申し込みま
した。講座を受けていると、アルバイトやサークル活動などで出
席できないこともありましたが、そんな時は出席できなかった講
座のDVDを借りることができ、復習をすることもできます。模試
も学内で行われるため、負担が少なく受講できると感じ、学内の
講座にしてよかったと思いました。二次試験では、面接の先生が
実践方式で指導してくださったり、面接カードの添削をしても
らったりと筆記対策以外もサポートが充実しています。また、カウ
ンターに行くと先輩たちの記録が見られるので、とても参考に
なりました。合格まで対応していただけるので、公務員を志望し
ているみなさんもぜひ生協の講座を活用してみてください！

内定先 福岡国税局
一次試験合格先 国家一般職、国税専門官

片山 優希 さん （経済学部経済学科）

　私は国際文化学部で法律や経済を全く勉強したことがなかったので、
授業についていけるか、また合格点に達することができるか不安でした。
しかし、生協の公務員講座では先生との距離が近く質問がしやすいこと
や、授業のDVDを何回も見ることができるため、それらを利用しながら
わからないところを納得いくまで理解することで克服することができまし
た。筆記試験だけではなくその後の面接対策に関しても、一人一人の目
標に合わせて対策してくれるので、心配することは何もないと思います。
　また、生協の公務員講座の特徴は、同じ境遇の仲間を作りやすいとこ
ろだと思っています。私も講座の中で同じ学部の友達を見つけ、相談や
情報交換をしながら最後まで一緒に勉強しました。同じ不安を抱えた友
達だからこそ、最後まで一緒に頑張れたのではないかと思います。公務
員を目指すみなさん、今の段階では不安もあると思いますが、自分を信
じて頑張ってください！！応援しています！！

内定先 福岡入国管理局
一次試験合格先 国家一般職、裁判所職員（一般職）、国税専門官

柳田 陽美 さん （国際文化学部国際文化学科）

　公務員試験は勉強の期間が長く、科目数も多いので、勉強量
だけじゃなく、勉強や試験に関する情報も必要になります。生協
の講座では先輩との繋がりもあり、実際に公務員試験に合格した
先輩の体験を聞ける機会や、相談できる機会があり、情報が手に
入れやすいことも、生協の講座の魅力だと思います。また、講座は
西南生だけなので、お互いの情報を交換したり、勉強についての
交流もしやすいです。
　そして、生協の講座はサポートがとても手厚いので、一次試験
だけでなく二次試験も、面接練習などの対策についてとても充実
しています。公務員を目指している方はぜひ生協の講座で頑張っ
てみてください。

内定先 福岡県庁（上級行政）
一次試験合格先 国家一般職、国税専門官、福岡県庁

川上 智史 さん （法学部法律学科）

　私は国際文化学部で、公務員試験の科目が初めて学ぶことばかり
で不安だったので、入門講座から生協の公務員講座を受講することに
しました。本講座が始まる前に、重要な科目の勉強を少し進めることが
できるのでお勧めです。生協の公務員講座の魅力は特に、大学の講義
の後にそのまま受講できることです。時間を有効に使うことができま
す。また、先輩との交流が多くあることです。相談をしたり体験談を聞
いたりすることができます。何よりも、１年前に同じことを経験している
先輩の言葉には励まされます。公務員試験は、合格に至るまでがとて
も長く、何度か心が折れそうな時期がありました。しかし、生協の公務
員講座を通して出会うことができた友達や先輩方、先生方、事務局の
方の支えのおかげで、最後まで諦めず頑張ることができました。皆さん
も是非、生協の公務員講座で一緒に合格を目指しましょう(^o^)

内定先 山口県庁
一次試験合格先 国家一般職、国税専門官、裁判所職員（一般職）、山口県庁、山口市役所

能野 瑶子 さん （国際文化学部国際文化学科）

　私は併願せずに国税専門官一本で夢の実現の為に勉強しました。そ
の中で、公務員講座は手厚いサポートが一番の魅力に感じました。実際
に働いている卒業生との交流会、授業ではこれまでの過去のデータから
西南生の苦手分野が分かっている為、そこは重点的に教えてもらいまし
た。面接や集団討論の練習も空いた時間にすぐ仲間と集まってできる。
学校の授業やテストと両立しやすい。これは受講生がみんな西南生で主
催しているのが生協だからこそです。先生も全国各地の大学を回ってい
る公務員試験に特化した各科目専門の先生方なので、勉強のことは全
くきにしなくて大丈夫です！実際私も初めて勉強するものばかりでした！
公務員試験は間違いなく大変です。精神的にも体力的にもきついです。
でも人生の半分近くが仕事と言われる中、公務員になりたい気持ちが
あるのに「きつそう・大変そう」という理由で諦めるのはもったいなくな
いですか？？
　きついと分かったうえで、夢や目標の為に自ら公務員挑戦を決意する
人を私は心から尊敬し、全力で応援をします！ぜひ覚悟を決めて仲間と
共に頑張って下さい！

内定先 福岡国税局
一次試験合格先 国税専門官

本山 覚也 さん （商学部商学科）

　私は公務員講座の申し込みギリギリまで、公務員を受けるか民間
を受けるか迷っていました。しかし休んだ分はDVDで補習できるこ
と・先輩方との交流があることを知り、両立できるのではないのかと
思い、生協の講座を受けました。試験勉強は思いのほか、科目・量共
に多く挫折しそうでした。そのような時支えになったのは、一緒に勉
強をしていた友達です。ライバルとして、模擬試験・本試験でも点数
を争っていました。また、先輩方からのアドバイスは自分の勉強の仕
方を見直すのに役立ちました。結果、私は最後まで民間企業も絞って
受けていましたが、公務員試験も数多く合格することができました。
　公務員試験は長期戦で、いかに友達と切磋琢磨できるか・情報を
入手できるかだと思います。また繰り返し復習し、毎日の勉強を定着
されせることで、合格は見えてきます。頑張ってください！

内定先 福岡財務支局
一次試験合格先 国家総合職、国家一般職、

裁判所職員（一般）、財務専門官、熊本県庁

谷崎 愛美 さん （商学部経営学科）

　公務員試験には沢山の科目があり、私は一度の授業で理解
できるかとても不安でした。生協の公務員講座ではDVDの貸出
を行ってくださるので、わからなかった所は何度でも見直すこと
ができます。先生方も質問に対して、親身になって対応してくだ
さるので理解できないままそのままにするということはありませ
んでした。また、一つ上の先輩方がサポーターとして相談できる
という点も先輩方の経験を聞くことができるので、すごく心強
かったです。
　公務員試験が長期戦です。最後まで頑張った人が公務員にな
れると思います。公務員を目指されている皆さんも生協の公務
員講座で最後まで諦めずに頑張ってみてください！応援していま
す！

内定先 門司税関
一次試験合格先 国家一般職 国税専門官 太宰府市役所

脇山史緒里 さん （経済学部経済学科）
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座の勉強面以外の手厚い支援が大きかったと考えています。と
いうのも、生協では受講生の精神面までサポートして下さる環
境があり、その環境は私自身非常にありがたく感じました。
　公務員を目指す、諦める。勉強する、しない。全て自分次第で
す。「やる」という覚悟があるのであれば、生協講座は心強い味
方になってくれます。あまり深く考えずに選んだ生協講座でした
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や実習が多くあったことから、講座に参加できないことが多く、
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ＶＤの貸し出しやカウンターで不安を相談でき、サポート体制が
充実しています。生協同士のつながりもあるため、２次試験対策
の際も情報収集がしやすいです。公務員合格までは１年半以上
の勉強が必要で、精神的にきついこともあります。そのようなと
きに、一緒に頑張ってくれる講座の友達や相談できる先輩を見
つけ、あきらめない気持ちを継続して持つことが大切になると
思います。
　公務員講座を最大限に活用し、合格に向けて頑張ってくださ
い。応援しています。

内定先 九州地方更生保護委員会
一次試験合格先 国家一般職、宮崎県庁、福岡県警

福長 叶望 さん （人間科学部社会福祉学科卒）

　私は公務員になりたいという漠然とした気持ちで講座を受講
しました。最初は公務員の種類や職種をほとんど知らなかった
ため、どのように勉強すればいいか全くわかりませんでした。そ
んな私でも生協で開かれている合格した先輩とのサポーター交
流会など、生協の受講生に対する手厚いサポートを通して最終
的には合格を勝ち取ることができました。よく、公務員の勉強な
んて独学でできるんじゃないの？という人がいますが、それは大
間違いです。公務員試験は筆記試験の勉強だけでなく情報収
集もとても大切です。合格した先輩の話、生協からの様々なお
知らせのおかげで私は合格できたといっても過言ではないで
す。皆さんも勉強も大事ですが情報収集もしっかりと集めて頑
張ってください！
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一次試験合格先 国家一般職、国税専門官

竹内 大貴 さん （経済学部経済学科卒）

　「公務員になりたい！」と思っても、どうやってなるのかわからない。そも
そも試験のシステムをよくわかっていない、という方も多いのではない
でしょうか。一言で“公務員”と言っても職種は幾つもあり、試験科目も変
わってきます。だからこそ計画的な勉強スケジュールがとても重要であ
り、生協の講座では、試験本番を見据えたプログラムが組まれており、効
果的に勉強できます。
　そして、合格した先輩方からの手厚いサポート、講師、生協スタッフか
ら試験情報などを随時教えていただけることもこの講座の魅力です。筆
記試験後の面接試験に向けたサポートも充実しています。公務員試験
は民間よりも地道に努力する期間が長く、心が折れそうになることも何
度かあると思います。私自身、何度もつらくなりましたが、先輩方や、講座
の仲間のおかげで合格を手に入れることができました。公務員を目指す
皆さんにも是非この講座で頑張ってほしいです。応援しています！

内定先 九州厚生局
一次試験合格先 労働基準監督官、国家一般職

中村 麻美 さん （国際文化学部国際文化学科卒）

　私は様々な公務員講座があるなかで、友人が生協の公務員
講座を受けるからという単純な理由で生協の講座に申し込みま
した。講座を受けていると、アルバイトやサークル活動などで出
席できないこともありましたが、そんな時は出席できなかった講
座のDVDを借りることができ、復習をすることもできます。模試
も学内で行われるため、負担が少なく受講できると感じ、学内の
講座にしてよかったと思いました。二次試験では、面接の先生が
実践方式で指導してくださったり、面接カードの添削をしても
らったりと筆記対策以外もサポートが充実しています。また、カウ
ンターに行くと先輩たちの記録が見られるので、とても参考に
なりました。合格まで対応していただけるので、公務員を志望し
ているみなさんもぜひ生協の講座を活用してみてください！

内定先 福岡国税局
一次試験合格先 国家一般職、国税専門官

片山 優希 さん （経済学部経済学科）

　私は国際文化学部で法律や経済を全く勉強したことがなかったので、
授業についていけるか、また合格点に達することができるか不安でした。
しかし、生協の公務員講座では先生との距離が近く質問がしやすいこと
や、授業のDVDを何回も見ることができるため、それらを利用しながら
わからないところを納得いくまで理解することで克服することができまし
た。筆記試験だけではなくその後の面接対策に関しても、一人一人の目
標に合わせて対策してくれるので、心配することは何もないと思います。
　また、生協の公務員講座の特徴は、同じ境遇の仲間を作りやすいとこ
ろだと思っています。私も講座の中で同じ学部の友達を見つけ、相談や
情報交換をしながら最後まで一緒に勉強しました。同じ不安を抱えた友
達だからこそ、最後まで一緒に頑張れたのではないかと思います。公務
員を目指すみなさん、今の段階では不安もあると思いますが、自分を信
じて頑張ってください！！応援しています！！

内定先 福岡入国管理局
一次試験合格先 国家一般職、裁判所職員（一般職）、国税専門官

柳田 陽美 さん （国際文化学部国際文化学科）

　公務員試験は勉強の期間が長く、科目数も多いので、勉強量
だけじゃなく、勉強や試験に関する情報も必要になります。生協
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一次試験合格先 国家一般職、国税専門官、福岡県庁
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た。面接や集団討論の練習も空いた時間にすぐ仲間と集まってできる。
学校の授業やテストと両立しやすい。これは受講生がみんな西南生で主
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くきにしなくて大丈夫です！実際私も初めて勉強するものばかりでした！
公務員試験は間違いなく大変です。精神的にも体力的にもきついです。
でも人生の半分近くが仕事と言われる中、公務員になりたい気持ちが
あるのに「きつそう・大変そう」という理由で諦めるのはもったいなくな
いですか？？
　きついと分かったうえで、夢や目標の為に自ら公務員挑戦を決意する
人を私は心から尊敬し、全力で応援をします！ぜひ覚悟を決めて仲間と
共に頑張って下さい！

内定先 福岡国税局
一次試験合格先 国税専門官

本山 覚也 さん （商学部商学科）

　私は公務員講座の申し込みギリギリまで、公務員を受けるか民間
を受けるか迷っていました。しかし休んだ分はDVDで補習できるこ
と・先輩方との交流があることを知り、両立できるのではないのかと
思い、生協の講座を受けました。試験勉強は思いのほか、科目・量共
に多く挫折しそうでした。そのような時支えになったのは、一緒に勉
強をしていた友達です。ライバルとして、模擬試験・本試験でも点数
を争っていました。また、先輩方からのアドバイスは自分の勉強の仕
方を見直すのに役立ちました。結果、私は最後まで民間企業も絞って
受けていましたが、公務員試験も数多く合格することができました。
　公務員試験は長期戦で、いかに友達と切磋琢磨できるか・情報を
入手できるかだと思います。また繰り返し復習し、毎日の勉強を定着
されせることで、合格は見えてきます。頑張ってください！

内定先 福岡財務支局
一次試験合格先 国家総合職、国家一般職、

裁判所職員（一般）、財務専門官、熊本県庁

谷崎 愛美 さん （商学部経営学科）

　公務員試験には沢山の科目があり、私は一度の授業で理解
できるかとても不安でした。生協の公務員講座ではDVDの貸出
を行ってくださるので、わからなかった所は何度でも見直すこと
ができます。先生方も質問に対して、親身になって対応してくだ
さるので理解できないままそのままにするということはありませ
んでした。また、一つ上の先輩方がサポーターとして相談できる
という点も先輩方の経験を聞くことができるので、すごく心強
かったです。
　公務員試験が長期戦です。最後まで頑張った人が公務員にな
れると思います。公務員を目指されている皆さんも生協の公務
員講座で最後まで諦めずに頑張ってみてください！応援していま
す！

内定先 門司税関
一次試験合格先 国家一般職 国税専門官 太宰府市役所

脇山史緒里 さん （経済学部経済学科）
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現役合格、内定実績日本一の大学生協オリジナル講座4 よくある質問5

Q
A

公務員は大きく分けると「国家公務員」と「地方公務員」に分けられます。職種は行政（事務）職から、専門
分野に携わる専門職、福祉職、心理職、公安系（警察・消防）など様々です。講座のガイダンスでご説明い
たしますので、ぜひご参加ください。
公務員のお仕事の魅力はなんといっても、社会への貢献度が高く、国や地方を動かし、国民・市民の生
活を支える誇りなど、やりがいが魅力です、勤務条件でも勤務地や給与面、育休制度、研修制度などワー
クライフバランスの面でみなさんの希望が叶いやすいのも魅力です。

公務員はどんな仕事？魅力は？

Q
A

公務員試験の勉強は独学だけではなかなか難しいかもしれません。中には独学で合格される方もい
らっしゃいますが、モチベーションの維持や情報収集面で何かと苦労があるようです。その点におい
て、講師や事務局からの情報提供、二次試験対策などで多くの方に評価を得ている講座を受講される
ことをお勧めしています。同じ目標に向かってがんばる仲間がいることが何より刺激になります。中でも
「学内講座」なら、学内で講義を受講できるので、移動時間等のロスもなく、西南学院大学の学事に合わ
せてカリキュラムが組まれているので、西南大生が受けやすい講座になっています。

公務員講座を受けるべきか迷っています。

Q
A

欠席の際には、すべての講義を録画していますのでDVDを借りて視聴することができます。ですが、でき
る限り日程を調整して生講義に出席することをおすすめします。インターンシップや実習など長期間受
講できない際はもちろん、出席した講義も復習のために何度でも見ることができます。

実習や部活・サークルで欠席が増えそうです…

Q
A

民間就職活動の解禁日の後ろ倒しや、試験内容が多様化しており併願はなかなか厳しい状況です。公務
員の試験が行われている期間中に、民間企業の面接試験や企業訪問などが重なり、スケジュール的に難
しい傾向があります。先輩たちの中には数社に絞って就職活動をした人もいますが、公務員試験を受験
する際は公務員対策を優先されることをおすすめします。

民間との併願を考えています。可能ですか？

Q
A

まずは自分が志望する職種の前年の試験科目を確認しましょう。受験先によって出題される科目がち
がいますので注意しましょう。迷われている方には、まず行政コースを選択することをおすすめします。
科目数は行政コース＞教養コースのため、途中で行政コースから教養コースへの変更することは可能
です。行政コースを受講していれば、受験できる職種が増えるので、将来の可能性が広がります。

行政コースにするか、教養コースにするか迷っています。

Q
A

公務員試験において学部は関係ありません。生協の講座でも法学部・経済学部以外の先輩たちが多数
合格しています。法学部・経済学部の人も、大学の授業とは少し違い「試験対策」として学んでいく必要が
あるため有利とも限りません。講座で効率よく学び、「何度も復習する」というサイクルに時間や労力を
かければ、どんな学部であっても筆記試験を合格できる可能性がぐんとあがります。

法学部/経済学部 ではないのですが合格できますか？

2018年卒業 西南学院大学生協講座受講生 受験結果

国家公務員

地方公務員

1次試験 合格率

1次試験受験98名中
合格者84名

86%

2次試験 合格率

1次試験受験84名中
合格者60名

71%

内定率

最終合格者59名

60%

●歴代講座生の主な最終合格先

・国家総合職（法務省）　・国家一般職　・国税専門官
・裁判所一般職 ・財務専門官 ・労働基準監督官 ・航空管制官

県庁・
政令指定都市

・福岡県庁（上級行政・警察行政・教育行政・中級）

・福岡市役所（上級・中級）

・北九州市役所
・熊本県庁 ・熊本市役所 ・佐賀県庁（特別枠・上級行政）

・長崎県庁 ・大分県庁 ・鹿児島県庁
・山口県庁 ・東京特別区

その他
市役所・町役場

・久留米市 ・八女市 ・みやま市 ・嘉麻市
・福智町 ・大分市 ・鹿児島市 ・鳥栖市 ・唐津市
・下関市 ・周南市 他

警察・消防
・警視庁　・福岡県警　・福岡市消防
・長崎県警 ・大分県警 ・熊本市消防 ・山口市消防 他

＜国家一般職主な内定先＞
福岡地方検察庁、九州地方整備局、九州厚生局、九州管区警察局、門司税関、九州行政評価局、
九州運輸局、入国管理局他
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●歴代講座生の主な最終合格先

・国家総合職（法務省）　・国家一般職　・国税専門官
・裁判所一般職 ・財務専門官 ・労働基準監督官 ・航空管制官

県庁・
政令指定都市

・福岡県庁（上級行政・警察行政・教育行政・中級）

・福岡市役所（上級・中級）

・北九州市役所
・熊本県庁 ・熊本市役所 ・佐賀県庁（特別枠・上級行政）

・長崎県庁 ・大分県庁 ・鹿児島県庁
・山口県庁 ・東京特別区

その他
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・久留米市 ・八女市 ・みやま市 ・嘉麻市
・福智町 ・大分市 ・鹿児島市 ・鳥栖市 ・唐津市
・下関市 ・周南市 他

警察・消防
・警視庁　・福岡県警　・福岡市消防
・長崎県警 ・大分県警 ・熊本市消防 ・山口市消防 他

＜国家一般職主な内定先＞
福岡地方検察庁、九州地方整備局、九州厚生局、九州管区警察局、門司税関、九州行政評価局、
九州運輸局、入国管理局他
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受講料金 （価格は全て消費税込み）

一括受講特典 （両コース共通）

サンケイ模試5回割引無料 霞ヶ関官庁セミナー 面接カード添削

公務員受験ガイドブック 受験生手帳（講座オリジナル） 講座修了式あり

欠席時のDVD何度でも貸出● オリジナル模擬試験3回 が、無料！
● 面接実践練習が何度でも無料！
● 復習に便利なポイントマスターが、無料！
● 時事対策必須「速攻の時事」プレゼント！

その他にも、特典満載！！

（2019年2月上旬）

クーリングオフに関する確認書

西南学院大学生協「公務員講座」のお申し込みをご検討のみなさまへ
西南学院大学生協オリジナル公務員講座（以下、「公務員講座」といいます）のお申し込みにあたっては、
事前に下記事項を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

西南学院大学生活協同組合

住所：福岡市早良区西新7-4-63

電話：092-841-2400

【ご確認事項】
※ 内容を十分お確かめください。

1. 公務員講座は「公務員試験対策」のために、生講義中心の講座をおこないながら学内講座事務局が約1年間を通

して様々なサポートをおこないます。

2. 公務員講座の内容・スケジュールは変更する場合があります。ただし、変更の際は事前にご連絡いたします。

3. 公務員講座に関わるテキスト・問題集・レジュメ・その他の印刷物、使用データなど（以下、「教材」といいます）を

西南学院大学生活協同組合（以下、「大学生協」といいます）に無断で複製・複写することは一切できません。

4. 公務員講座を受ける権利を他人に譲渡することはできません。

（大学生協は特定商取引法の規制対象外の団体ですが、法に準じた対応を行っています。）

6. 中途解約（クーリング・オフが可能な期間の経過後の契約解除）に関する事項

(1) 公務員講座開始前までの契約解除の場合、講座受講料（教材代金含む）から15,000円及び使用された教材の
価格相当額を差し引いて返金いたします。

(2) 公務員講座開始後の契約解除の場合、講座受講料（教材代金含む）から①・②を差し引いた金額を返金いたし
ます。

① 講座受講料（教材代金含む）から解約申し出日までに実施された講義の対価に相当する受講料（解約お申し出
までに実施済みの講座の回数に講座の単価680（税込）円をかけた金額）及び使用された教材の価格相当額
を控除した金額。

② ①の金額から消費税分を控除した金額の20%に相当する金額（100円未満は切り捨てとする）
または、50,000円のいずれか低い金額。

7. 講座開始後に、募集する、オプション講座等についてもこの規定を適用します。

8. 頂いた個人情報は西南学院大学生活協同組合個人情報保護法方針

（http://kyushu.seikyou.ne.jp/seinan-coop/rijikai/privacy_policy01.html）に則り西南学院大学生協が管理

します。

5. クーリング・オフに関する事項

(1) 公務員講座は、申込金を所定の大学生協窓口が受理した時点をもって契約成立とします。
(2) 契約書面を受け取った日を含む8日間は、書面により無条件に公務員講座の役務提供契約の申し込みの撤回

（当該契約が成立した場合は当該契約の解除）を行うこと（以下、「クーリング・オフ」といいます）ができます。
(3) 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送して頂いた日（郵便消

印日付）から生じます。
(4) この場合は、お申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。既に公務員講座受講料（教材代金含

む）の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに大学生協よりその金額の返還をうけることがで
きます。

(5) クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、改めて
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日を経過するまでは、クーリング・オフができます。
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 2年生12月開講 3年生5月開講
1.5年コース お試しコース 行政コース 教養コース

科目の特徴
科目 コマ数 受講料 コマ数 受講料 コマ数 受講料 コマ数 受講料

入
門
講
座

法律入門 12 8400 12 8400 公務員試験の主要科目である法律・経済・数的処
理の基本を学びます。特に法学部や経済学部以外
の方は用語に慣れたり、勉強の仕方に慣れていき
ましょう。いきなり 5 月開講の講座を申しむの
が不安な方もお試しコースで公務員講座を体感
してみてください

経済入門 12 8400 12 8400
数的処理入門 14 9800 14 9800
公務員研究講座 2 1400 2 1400

専

門

科

目

憲法 26 36,400 26 36,400 

公務員試験の法律系科目において最も基本とな
る法律で、行政法・民法・経済原論・数的処理と
合わせて「主要 5 科目」とされています。各種
法律の根本的なルールという性格から、体系が比
較的シンプルで、法律系科目の中ではわかりやす
く得点源にしやすい科目です。他の法律系科目の
基礎となる科目なので、しっかりと理解しましょ
う。

民法 44 61,600 44 61,600 
国民生活の私的領域を規律する基本法です。出題
数が多く、範囲が広いので、多くの受験生が苦手
意識を感じやすい科目です。

行政法 28 39,200 28 39,200 

行政法は、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で
す。公務員採用後の仕事に必須の行政庁・行政官
の基本法・専門用語が多いですが、「行政作用と
その侵害に対する救済」という流れを抑えれば、
比較的覚えやすく、得点源にしやすい科目です。

経済原論 60 84,000 60 84,000 

経済原論は「ミクロ経済学」「マクロ経済学」の
2 科目から成り立ち、財政・金融等の応用分野の
基礎となる経済分野の基幹科目です。経済用語だ
けでなく、数式やグラフ、微分積分を用いた問題
も出題されるため、苦手に感じる受験生が多いで
す。講座では時間をかけてわかりやすく学んでい
きます。

財政学 12 16,800 12 16,800 
経済事情 4 5,600 4 5,600 
政治学 12 16,800 12 16,800 主要 5 科目に続く準主要科目で、国家一般職、

国税 / 財務専門官、地上上級試験など多くの試験
で出題されます。「経営学」は行政でも民間経営
の感覚を求められ、国でも地方でも比重が高まっ
ています。※労働法もしくは会計学が DVD 講義
になる場合があります。

行政学 12 16,800 12 16,800 
経営学 10 14,000 10 14,000 
労働法 10 14,000 10 14,000 

会計学 16 22,400 16 22,400 国税専門官で必須、財務専門官では選択科目で
す。西南大生は併願する人が多い試験種です。

専門記述憲法 4 5,600 4 5,600 裁判所職員一般職試験で必須科目、国家総合職・
国税専門官で選択科目です

記述経済原論 2 2,800 2 2,800 記述憲法と共に多くの国家公務員試験、地方上級
試験の一部で出題されます。

教
養
科
目

数的処理 54 75,600 54 75,600 54 75,600 「一般知能」と呼ばれる科目で、ほとんどの試験
で必ず出題される必修最重要科目と言えます。特
に「数的処理」は多くの西南大生が苦手とし、苦
労している科目です。逆に言えば、最も格差がつ
く科目なので、繰り返し学習して身につけましょ
う。「文章理解」は現代文の要約や英文和訳など
が出題されます。

資料解釈 3 4,200 3 4,200 3 4,200 

文章理解 4 5,600 4 5,600 4 5,600 

人文科学 16 22,400 16 22,400 16 22,400 「一般知識」と呼ばれる科目です。一般知能と比
べると出題範囲は狭いですが、全く対策しない
訳にはいきません。「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・時事が出題されます。

自然科学 16 22,400 16 22,400 16 22,400 

社会科学 16 22,400 16 22,400 16 22,400 

時事・社会政策 6 8,400 6 8,400 

総
合
対
策

論作文講義 2 2,800 2 2,800 2 2,800 
「行政の課題」などの出題実績から、論作文にお
ける認識や意見のまとめ方について学び、実際に
記述して添削もします。

面接対策講義 6 8,400 6 8,400 6 8,400 二次試験で必須の「面接」。自分をアピールする
ために自己分析や、職種研究を通し志望動機を面
接カードにまとめたり、実際に模擬面接を行いま
す。多くの試験で二次試験の比重が高くなってい
ます。早めの準備が大切です。

個別面接指導 無制限 0 無制限 0 無制限 0 

公務員研究講義 3 4,200 3 4,200 3 4,200 試験の種類と対策、仕事内容など、試験と仕事に
ついての理解を深めます。

進路ガイダンス
オリジナル模試

3 回 0 3回 0 3回 0 
12 月～ 4 月の間に大学生協オリジナルの模試を
行います。全国の大学生協講座受講生が受験する
ので全国レベルで比較ができます。

生講義合計 406 568,400 0 0 366 512,400 126 176,400
組合員一括価格 238,000 54,000 238,000 78,210 

非組合員一括価格 261,800 59,400 261,800 86,031 



西南大生の学事に合わせた
西南大生のための　　講座

公務員試験
対策学内講座

総合案内

2021年採用
生協主催

学 内

幅広い合格実績！
全国で8000人以上の大学生が
受ける安心の講座
先輩のサポートが充実!

WEBは
こちらから
WEBは

こちらから

11

10回払いの場合

298,000円 31,000円

（初回のみ31,426円）
月
々 ×9回

24回払いの場合

298,000円 13,600円

（初回のみ13,927円）
月
々 ×23回

36回払いの場合

298,000円 9,400円

（初回のみ12,150円）
月
々 ×35回

お申込み方法

ガイダンスに参加 ● 現金一括

申 込 み
西南大生協購買店でお申込みください。
お申込みは、同封の「申込み用紙」に必要事項を記入の上、
代金を添えて、購買店「講座カウンター」までお越しください。

分割払いもできます。

（5月開講講座は3月4日月▶4月26日金）

〈12月開講講座〉

購買店「講座カウンター」へ現金をご持参ください。

● 銀行振り込み
口座番号をお知らせしますので、購買店「講座カウンター」へ
ご連絡ください。
（振り込みの際、ご本人様のお名前でお願いします）

● 分割払い（ローン）
西南学院大学生協が指定するローンとなります。（低手数料です。）
詳しくは学内講座担当にお問い合わせください。

※分割払いの場合、受講は信販会社の承認後となります。
　手続きが完了次第、テキスト等をお渡しします。

講座申込みのキャンセルについては、9ページ「クーリングオフに関する確認書」をご覧ください。

お友達と受講でお得に♪ 詳しくはカウンターにお問い合わせください

お問合せ/お申し込み窓口 

西南学院大学生活協同組合
購買店「講座カウンター」

友達割 2,000円引き友達割 2,000円引き

参加費無料 ! 事前申込不要

支払い方法

10月25日木　11月30日金
10：00～17：00

申込期間

● 11月8日木 
● 11月19日月
● 11月28日水

【会 場】 西南会館（予定）

【時 間】15：10～／16：50～

　　　 （各2時間程度）

TEL：092-841-2400　FAX：092-822-5429
seinan-koumuin@kyushu.seikyou.ne.jp

お気軽にご相談ください メールからもOK ▼

※講座受講の有無に関わらず、どなたでも参加できます。
※ガイダンスに参加できない方は、生協購買店内講座カウンターへ
　いつでもご相談ください。
※1月以降も随時ご案内します。

生協購買店内講座カウンターへ
いつでもご相談ください

1.5年コース・お試しコース
12月10日月開講


