
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

2024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での
お申込み、

お問い合わせは
こちらから

WEBでの
お申込み、

お問い合わせは
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
2種類のお申込み方法からお選びください。
①生協購買店カウンターへ申込用紙を提出
②QRコードを読み取ってWEB申込

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信販会社をご利用いただきます。
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、信販会社の承認後に受講を開始していた
　だきます。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

コロナウイルス感染防止のため、参加者数を制限することがあります。
オンライン（zoom）でも配信します。

支払い方法

申込期間

11月22日月　12月14日火
10：00～17：00

● 12月3日金　16:20～17:20

● 12月8日水　15:30～16:30

● 12月9日木　17:00～18:00

【会 場】

生協食堂2階

TEL：092-843-9627　FAX：092-822-5429
seinan.koumuin@univ.coop

お気軽にご相談ください メールからもOK ▼

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・
早期スタート講座体験コース

行政コース・教養コース

12月16日木開講

2022年5月開講

※ガイダンスは、講座の受講を強制するものではあ
りません。どなたでもお気軽にご参加ください。
※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。

申込はこちらから

予約はこちらから

（5月開講講座の受付は3月1日火開始を予定しています）



学内講座のながれ1

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
）

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。

※テキスト・問題集代込み

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
※テキスト・問題集代込み

国家公務員、県庁、市役所を目指すコースです 警察官、消防官を目指すコースです
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3年生5月から始めるコース3年生5月から始めるコース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

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

上記コースに合わせて開講予定です。受講を検討される方は、
講座カウンターまでお問い合わせください。

298,000円（税込）

1.5年
一括

（409コマ）

※テキスト・問題集代込み

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（30,000円/12月開講）＋行政コース（298,000円/5月開講）=328,000円を

受講料

1.5年一括コース

30,000円（税込）
※テキスト代込み

公務員に興味があるが、受験を迷っている方向け
早期スタート講座
体験コース
【12月～3月】のみ

受講料

早期スタート講座体験コース

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 （早期スタート講座） 3年 4年

入門講座
数的処理/法律/経済
※WEBによる講義動画配信

5月開講講座　教養試験対策 116コマ（174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 239コマ（358.5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

◆講義の開講形式についてのご案内◆

講義は対面実施を基本としますが、講義日翌日以降に受講生専用マイページにて講義動画を配信します。（大学の講義に準じ
て、対面講義を実施せず動画配信のみ行うことも想定されます）。欠席した講義のフォローや復習もマイページ上で行えます。

※コマ数を変更する場合があります

※コマ数を変更する場合があります
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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。

合格体験記

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

大学生協の公務員講座は全国の大学で開講され
ており、日常的に受験情報を共有しています。こ
のネットワークを使って、職種に応じた受験指導
や最新の情報提供を行っています。

全国とつながる
ネットワーク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

大学生協の公務員講座では、今年の公務員試験で内定を勝ち取った先輩が「合格サポー
ター」として皆さんを全力でサポートします。サポーターも皆さんと同じ目標を持ち、同じ悩
みを持って試験に合格しました。
・去年の今ごろ、どんな勉強をしていたか？
・大学の授業やアルバイトと両立させるための工夫は？
など、皆さんの悩みはサポーターが実体験をふまえて解決してくれるでしょう。
サポーターは皆さんの合格を後押しするために、様々なイベントを企画します。

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

筆記試験対策から2次試験対策まで全て学内で実施するため、移動時間がかか
らず効率よく学習できます。西南大生の学事やレベルに合わせた講義で、基礎
から実践レベルまで無理なく学べるように設計されています。

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

講義はオンラインで配信していますので、
講義日翌日以降も受講が可能です。イン
ターンシップや実習等の長期欠席もフォ
ローできますのでご相談ください。講座事
務局では4名の専属職員が常時学習サ
ポートを行っ
ています。

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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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。

合格体験記

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

大学生協の公務員講座は全国の大学で開講され
ており、日常的に受験情報を共有しています。こ
のネットワークを使って、職種に応じた受験指導
や最新の情報提供を行っています。

全国とつながる
ネットワーク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

大学生協の公務員講座では、今年の公務員試験で内定を勝ち取った先輩が「合格サポー
ター」として皆さんを全力でサポートします。サポーターも皆さんと同じ目標を持ち、同じ悩
みを持って試験に合格しました。
・去年の今ごろ、どんな勉強をしていたか？
・大学の授業やアルバイトと両立させるための工夫は？
など、皆さんの悩みはサポーターが実体験をふまえて解決してくれるでしょう。
サポーターは皆さんの合格を後押しするために、様々なイベントを企画します。

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

筆記試験対策から2次試験対策まで全て学内で実施するため、移動時間がかか
らず効率よく学習できます。西南大生の学事やレベルに合わせた講義で、基礎
から実践レベルまで無理なく学べるように設計されています。

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

講義はオンラインで配信していますので、
講義日翌日以降も受講が可能です。イン
ターンシップや実習等の長期欠席もフォ
ローできますのでご相談ください。講座事
務局では4名の専属職員が常時学習サ
ポートを行っ
ています。

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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大学生協 学内講座出身の先輩から
黄　色→2021年度、コロナ禍の就活を乗り越えた先輩より
水　色→2020年度以前に教室で講座を受講した先輩より先輩からのメッセージ3

　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）

公務員講座を最大限に活用し、大学の学習と両立できました

　大学生協の公務員講座では一次試験・二次試験ともに、とても手厚
いサポートをして頂けます。一次試験対策については、オンライン講義が
中心ではあったものの、講義の疑問点などはいつでも講師の先生方に
メールで質問することができます。zoomなどを用いた質問会なども定
期的に催され、疑問点をいつでも解決できる環境が整っています。おか
げで一次試験に自信を持って臨むことができました！二次試験に関して
も、面接の心構えや入室マナーなどの基礎的なことから細かく指導して
くださり、面接練習では生協講座事務局の方々や合格サポーターの先
輩方が何度も面接練習に付き合ってくださいました。特に面接試験では
「慣れ」が最も重要だと思うので、たくさん練習の機会を与えてくださっ
た事務局の方々、先輩方にはとても感謝しています。このような手厚い
サポートとご自身の努力で、必ず第一志望の官公庁に合格できます！ぜ
ひ合格を目指してひたむきに頑張りましょう！

内定先 福岡県庁
一次試験合格先 福岡県庁、国家一般職、国税専門官

石井 健太 さん （法学部法律学科）

オンライン受講でも、疑問点を解決できる環境が揃っていました
　私は水泳部に所属しながら、大学2年の冬に独学で生協公務
員試験の勉強を始めました。初めのうちはうまく両立できていた
のですが、次第にモチベーションを保てなくなり公務員講座を受
講することにしました。受講開始後は勉強も計画通りに進み、無
事に第一志望に合格することができました。生協の公務員講座
では、筆記試験だけでなく面接などの二次試験まで手厚くサ
ポートしてもらえるので、不安なく試験に臨むことができます。交
流会なども開催されますので、受講生同士の横の繋がりも多く
できます。公務員になりたいと考えている方は、切磋琢磨しあえ
る仲間がたくさんいる生協公務員講座で合格を目指しましょう！

内定先 福岡県庁
一次試験合格先

山下健太郎 さん （経済学部経済学科）

福岡県庁、裁判所職員一般職、
国税専門官、国家一般職、国立大学法人

部活と試験対策を両立させるために、生協講座を選びました
　生協公務員講座ではオリジナルテキストが使われており、講義も丁寧
でわかりやすかったです。新型コロナウイルスの影響で講義をオンライン
受講しましたが、動画は繰り返し視聴できますし、わからないところはメー
ルで先生に質問して、理解するまで教えてもらえます。中でも私が最も生
協講座を利用して良かったと思う点は、面接対策です。面接対策では
様々なタイプの先生がおり、『厳しいことをいって欲しい時』や『自信をつ
けて欲しい時』など自分のニーズに合わせた面接対策をすることができま
す。そして先生方も親身になって対策を練ってくださいます。また面接カー
ド（履歴書）は自分の気が済むまで添削をしてもらえ、とても手厚いサポー
トでコロナの影響はほぼ感じず、安心して試験に臨むことができました。
私は地元の岡山県での就職を希望し、不安もありましたが、生協講座の
先生方は全国の大学で指導されており、県別の試験情報を事細かに教え
てもらいました。こちらが本気ならば、先生も本気で相手をして下さりま
す。みなさんも生協講座で本気で公務員を目指してみませんか？

内定先 岡山労働局
一次試験合格先

三宅 生人 さん （経済学部経済学科）

国家一般職、岡山県庁、津山市役所

人物試験対策が充実しており、安心して試験に望めました

　私は、公務員試験に向けて勉強した中で、何よりもモチベー
ションの維持が難しかったです。私の周りには公務員試験を受
験する友達が少なく、コロナ禍でなかなか人にも会えず、モチ
ベーションを管理することが大変でした。このような状況のな
か、大学生協の公務員講座ではメールや電話等のやり取りを通
じて勉強や面接に関する個別のアドバイスをいただきました。他
にも受験を経験したサポーターが面接対策や個別面談などを
して下さるなど、充実した手厚いサポート体制がありました。そ
のおかげで、私は常に前向きな気持ちで受験勉強を乗り越える
ことが出来ました。今不安を抱えている皆さんも、大学生協の公
務員講座で一緒に合格に向けて頑張っていきましょう。

内定先 福岡市役所
一次試験合格先 福岡市役所、国立大学法人等職員、国家一般職、労働基準監督官

北島 千春 さん （国際文化学部国際文化学科）

充実した手厚いサポート体制で、モチベーションが維持できました
　コロナ禍で講義がフルリモートになってしまったことは想定
外でしたが、動画での受講は巻き戻しや一時停止ができたの
で利点もありました。面接練習では、私はなるべく多くの講師
に指導をお願いして、それぞれの講師からタメになるアドバイ
スをたくさんいただきました。生協の公務員講座は様々な官庁
の合同説明会やサポーター交流会もあるので、モチベーショ
ンの維持に繋げることができます。ぜひ有効活用して合格を掴
んでください。

内定先 北九州市役所
一次試験合格先 北九州市役所、国家一般職、国税専門官

足柄 夏海 さん （国際文化学部国際文化学科）

面接練習では、多くの講師から指導を受けることができました

　大学生協公務員講座一番の利点は、学内の講座であるがためのアク
セスの容易さだと思います。私は剣道部に所属していましたので、週6日
の部活動と公務員試験対策を両立して行いました。授業は殆どオンライ
ンでしたが、部活動前後などに生協へ行けば直接相談ができ、丁寧なア
ドバイスがもらえました。人生初の公務員試験を前に、私が最も必要と
したのは試験の具体的なイメージでした。生協の担当者に何度も相談
することで試験のレベルや、勉強の方向性が明確になっていきました。で
すから、通いやすい大学内に公務員講座があったことには助けられまし
た。また、授業の内容に加え、問題集の内容もとても充実していました。
今受講されている皆さんにもしっかり講座について行って、志望する職
に就かれることを願っております。私も合格サポーターとして少しでも力
になれたらと思っておりますので、よろしくお願いします！

内定先 島根県警
一次試験合格先 島根県警

仁科進太朗 さん （経済学部経済学科）

相談窓口が学内にあり、丁寧なアドバイスをいただきました
　私は公務員講座に所属していながらも、年内はオンデマンドの講義を好
きな時に見る程度で、これと言って特別な勉強法はしてきませんでした。こ
んな私でも第一志望、第二志望に合格できたのは公務員講座の講師やス
タッフ、先輩の方々を頼りにしてきたからだと思っています。だから、皆さん
にも公務員講座を頼りに頼って欲しいと思っています。どんな悩みや疑問で
も構いません。例えば、受験生を悩ます大きな要因は、試験に対する不安や
焦燥だと私は思っています。「友人が民間でどんどん内定を貰っている！！」
「試験までの時間が足りるか分からない！！」など、受験勉強には様々な悩み
が押し寄せてくるでしょう。しかし、私たちサポーターも同じような壁を乗り
超えて、第一志望に合格しています。皆さんがこれから経験するだろう事を
経験しています。だからこそ、気軽に講座事務局や内定者サポーターを
頼って欲しいと思っています。悩み解決は自信に繋がることも多くあると思
います。私たちサポーターは全力で皆さんに寄り添って、全力で応援してい
ます。合格に向かって公務員講座と共に頑張っていきましょう！！

内定先 福岡市消防局
一次試験合格先 福岡市消防局、東京消防庁、佐賀県警察

山口 大貴 さん （法学部法律学科）

先生方や講座事務局、合格サポーターの先輩方が頼りになりました

　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）

挫折しそうな時、共に公務員を目指す友人が支えになりました

　筆記試験、面接、集団討論など…、公務員試験は合格に向けて乗り越
えなければならない壁がいくつも存在し、不安な気持ちになることもたく
さんあると思います。そんな時、生協公務員講座の手厚いサポートが必
ず力になってくれます。公務員試験のプロである先生方が、授業から面
接に至るまで、丁寧に指導してくださいますし、精神的に弱ってしまった
り、迷ったりした時はカウンターや先輩方に気軽に相談できる環境が整っ
ています。特に、実際に合格を勝ち取った先輩方と交流できる点は、大き
な魅力です。就職は人生の大きな岐路で、迷って不安になるのが当たり
前だと思います。たくさん悩んで自分の進みたい道を決めてください。そ
してその上で、公務員を目指すと決意したなら、是非生協の公務員講座
を最大限活用してください。一人で頑張るのはとても苦しいですが、周囲
の力を借りながら、友人たちと励まし合って取り組むことできっと乗り越
えられます。月並みな表現ですが、諦めずに努力を続ければ、結果は着い
てくるはずです！目標に向かって進む皆さんを心から応援しています。

内定先 裁判所職員（福岡高裁管轄）
一次試験合格先 裁判所職員、福岡県庁、国立大学法人

大東 鈴奈 さん （法学部法律学科）

合格を勝ち取った先輩によるサポーター制度が、生協講座の魅力です 「学内で受講できること」「動画で補講や復習ができること」が魅力でした
　公務員試験は長期戦となるため、どれだけ勉強や面接に対するモ
チベーションを保つことができるかが重要になると思います。私は生
協公務員講座の「学校内で受講できるため通いやすいこと」や「DVD
を用いて補講や復習ができること」に魅力を感じて受講を決めまし
た。受講中は初めて学ぶ分野が多いうえに内容も難しく、範囲も広い
ため何度も挫折しそうになりました。しかし、一緒に受講している友人
と励まし合い、合格した先輩方との交流会を通して志望度を更に高め
ました。生協講座スタッフの方々には手厚くサポートしていただき、継
続してアドバイスをもらいました。モチベーションを保つことのできる
環境があったことが心の支えになり、最後まで諦めず合格を勝ち取る
ことができました。公務員を志望している方は、是非生協の公務員講
座を活用して、合格に向け頑張ってください！応援しています！！

内定先 福岡国税局
一次試験合格先 国税専門官、国家一般職、国立大学法人

田中久美子 さん （商学部商学科）

　「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）

本番を見据えたプログラムで、効率よく学習できました
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黄　色→2021年度、コロナ禍の就活を乗り越えた先輩より
水　色→2020年度以前に教室で講座を受講した先輩より先輩からのメッセージ3

　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）

公務員講座を最大限に活用し、大学の学習と両立できました

　大学生協の公務員講座では一次試験・二次試験ともに、とても手厚
いサポートをして頂けます。一次試験対策については、オンライン講義が
中心ではあったものの、講義の疑問点などはいつでも講師の先生方に
メールで質問することができます。zoomなどを用いた質問会なども定
期的に催され、疑問点をいつでも解決できる環境が整っています。おか
げで一次試験に自信を持って臨むことができました！二次試験に関して
も、面接の心構えや入室マナーなどの基礎的なことから細かく指導して
くださり、面接練習では生協講座事務局の方々や合格サポーターの先
輩方が何度も面接練習に付き合ってくださいました。特に面接試験では
「慣れ」が最も重要だと思うので、たくさん練習の機会を与えてくださっ
た事務局の方々、先輩方にはとても感謝しています。このような手厚い
サポートとご自身の努力で、必ず第一志望の官公庁に合格できます！ぜ
ひ合格を目指してひたむきに頑張りましょう！

内定先 福岡県庁
一次試験合格先 福岡県庁、国家一般職、国税専門官

石井 健太 さん （法学部法律学科）

オンライン受講でも、疑問点を解決できる環境が揃っていました
　私は水泳部に所属しながら、大学2年の冬に独学で生協公務
員試験の勉強を始めました。初めのうちはうまく両立できていた
のですが、次第にモチベーションを保てなくなり公務員講座を受
講することにしました。受講開始後は勉強も計画通りに進み、無
事に第一志望に合格することができました。生協の公務員講座
では、筆記試験だけでなく面接などの二次試験まで手厚くサ
ポートしてもらえるので、不安なく試験に臨むことができます。交
流会なども開催されますので、受講生同士の横の繋がりも多く
できます。公務員になりたいと考えている方は、切磋琢磨しあえ
る仲間がたくさんいる生協公務員講座で合格を目指しましょう！

内定先 福岡県庁
一次試験合格先

山下健太郎 さん （経済学部経済学科）

福岡県庁、裁判所職員一般職、
国税専門官、国家一般職、国立大学法人

部活と試験対策を両立させるために、生協講座を選びました
　生協公務員講座ではオリジナルテキストが使われており、講義も丁寧
でわかりやすかったです。新型コロナウイルスの影響で講義をオンライン
受講しましたが、動画は繰り返し視聴できますし、わからないところはメー
ルで先生に質問して、理解するまで教えてもらえます。中でも私が最も生
協講座を利用して良かったと思う点は、面接対策です。面接対策では
様々なタイプの先生がおり、『厳しいことをいって欲しい時』や『自信をつ
けて欲しい時』など自分のニーズに合わせた面接対策をすることができま
す。そして先生方も親身になって対策を練ってくださいます。また面接カー
ド（履歴書）は自分の気が済むまで添削をしてもらえ、とても手厚いサポー
トでコロナの影響はほぼ感じず、安心して試験に臨むことができました。
私は地元の岡山県での就職を希望し、不安もありましたが、生協講座の
先生方は全国の大学で指導されており、県別の試験情報を事細かに教え
てもらいました。こちらが本気ならば、先生も本気で相手をして下さりま
す。みなさんも生協講座で本気で公務員を目指してみませんか？

内定先 岡山労働局
一次試験合格先

三宅 生人 さん （経済学部経済学科）

国家一般職、岡山県庁、津山市役所

人物試験対策が充実しており、安心して試験に望めました

　私は、公務員試験に向けて勉強した中で、何よりもモチベー
ションの維持が難しかったです。私の周りには公務員試験を受
験する友達が少なく、コロナ禍でなかなか人にも会えず、モチ
ベーションを管理することが大変でした。このような状況のな
か、大学生協の公務員講座ではメールや電話等のやり取りを通
じて勉強や面接に関する個別のアドバイスをいただきました。他
にも受験を経験したサポーターが面接対策や個別面談などを
して下さるなど、充実した手厚いサポート体制がありました。そ
のおかげで、私は常に前向きな気持ちで受験勉強を乗り越える
ことが出来ました。今不安を抱えている皆さんも、大学生協の公
務員講座で一緒に合格に向けて頑張っていきましょう。

内定先 福岡市役所
一次試験合格先 福岡市役所、国立大学法人等職員、国家一般職、労働基準監督官

北島 千春 さん （国際文化学部国際文化学科）

充実した手厚いサポート体制で、モチベーションが維持できました
　コロナ禍で講義がフルリモートになってしまったことは想定
外でしたが、動画での受講は巻き戻しや一時停止ができたの
で利点もありました。面接練習では、私はなるべく多くの講師
に指導をお願いして、それぞれの講師からタメになるアドバイ
スをたくさんいただきました。生協の公務員講座は様々な官庁
の合同説明会やサポーター交流会もあるので、モチベーショ
ンの維持に繋げることができます。ぜひ有効活用して合格を掴
んでください。

内定先 北九州市役所
一次試験合格先 北九州市役所、国家一般職、国税専門官

足柄 夏海 さん （国際文化学部国際文化学科）

面接練習では、多くの講師から指導を受けることができました

　大学生協公務員講座一番の利点は、学内の講座であるがためのアク
セスの容易さだと思います。私は剣道部に所属していましたので、週6日
の部活動と公務員試験対策を両立して行いました。授業は殆どオンライ
ンでしたが、部活動前後などに生協へ行けば直接相談ができ、丁寧なア
ドバイスがもらえました。人生初の公務員試験を前に、私が最も必要と
したのは試験の具体的なイメージでした。生協の担当者に何度も相談
することで試験のレベルや、勉強の方向性が明確になっていきました。で
すから、通いやすい大学内に公務員講座があったことには助けられまし
た。また、授業の内容に加え、問題集の内容もとても充実していました。
今受講されている皆さんにもしっかり講座について行って、志望する職
に就かれることを願っております。私も合格サポーターとして少しでも力
になれたらと思っておりますので、よろしくお願いします！

内定先 島根県警
一次試験合格先 島根県警

仁科進太朗 さん （経済学部経済学科）

相談窓口が学内にあり、丁寧なアドバイスをいただきました
　私は公務員講座に所属していながらも、年内はオンデマンドの講義を好
きな時に見る程度で、これと言って特別な勉強法はしてきませんでした。こ
んな私でも第一志望、第二志望に合格できたのは公務員講座の講師やス
タッフ、先輩の方々を頼りにしてきたからだと思っています。だから、皆さん
にも公務員講座を頼りに頼って欲しいと思っています。どんな悩みや疑問で
も構いません。例えば、受験生を悩ます大きな要因は、試験に対する不安や
焦燥だと私は思っています。「友人が民間でどんどん内定を貰っている！！」
「試験までの時間が足りるか分からない！！」など、受験勉強には様々な悩み
が押し寄せてくるでしょう。しかし、私たちサポーターも同じような壁を乗り
超えて、第一志望に合格しています。皆さんがこれから経験するだろう事を
経験しています。だからこそ、気軽に講座事務局や内定者サポーターを
頼って欲しいと思っています。悩み解決は自信に繋がることも多くあると思
います。私たちサポーターは全力で皆さんに寄り添って、全力で応援してい
ます。合格に向かって公務員講座と共に頑張っていきましょう！！

内定先 福岡市消防局
一次試験合格先 福岡市消防局、東京消防庁、佐賀県警察

山口 大貴 さん （法学部法律学科）

先生方や講座事務局、合格サポーターの先輩方が頼りになりました

　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）

挫折しそうな時、共に公務員を目指す友人が支えになりました

　筆記試験、面接、集団討論など…、公務員試験は合格に向けて乗り越
えなければならない壁がいくつも存在し、不安な気持ちになることもたく
さんあると思います。そんな時、生協公務員講座の手厚いサポートが必
ず力になってくれます。公務員試験のプロである先生方が、授業から面
接に至るまで、丁寧に指導してくださいますし、精神的に弱ってしまった
り、迷ったりした時はカウンターや先輩方に気軽に相談できる環境が整っ
ています。特に、実際に合格を勝ち取った先輩方と交流できる点は、大き
な魅力です。就職は人生の大きな岐路で、迷って不安になるのが当たり
前だと思います。たくさん悩んで自分の進みたい道を決めてください。そ
してその上で、公務員を目指すと決意したなら、是非生協の公務員講座
を最大限活用してください。一人で頑張るのはとても苦しいですが、周囲
の力を借りながら、友人たちと励まし合って取り組むことできっと乗り越
えられます。月並みな表現ですが、諦めずに努力を続ければ、結果は着い
てくるはずです！目標に向かって進む皆さんを心から応援しています。

内定先 裁判所職員（福岡高裁管轄）
一次試験合格先 裁判所職員、福岡県庁、国立大学法人

大東 鈴奈 さん （法学部法律学科）

合格を勝ち取った先輩によるサポーター制度が、生協講座の魅力です 「学内で受講できること」「動画で補講や復習ができること」が魅力でした
　公務員試験は長期戦となるため、どれだけ勉強や面接に対するモ
チベーションを保つことができるかが重要になると思います。私は生
協公務員講座の「学校内で受講できるため通いやすいこと」や「DVD
を用いて補講や復習ができること」に魅力を感じて受講を決めまし
た。受講中は初めて学ぶ分野が多いうえに内容も難しく、範囲も広い
ため何度も挫折しそうになりました。しかし、一緒に受講している友人
と励まし合い、合格した先輩方との交流会を通して志望度を更に高め
ました。生協講座スタッフの方々には手厚くサポートしていただき、継
続してアドバイスをもらいました。モチベーションを保つことのできる
環境があったことが心の支えになり、最後まで諦めず合格を勝ち取る
ことができました。公務員を志望している方は、是非生協の公務員講
座を活用して、合格に向け頑張ってください！応援しています！！

内定先 福岡国税局
一次試験合格先 国税専門官、国家一般職、国立大学法人

田中久美子 さん （商学部商学科）

　「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）

本番を見据えたプログラムで、効率よく学習できました
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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。
社会への貢献度が高く、国民・市民生活を支える公務員の仕事にやりがいを感じる方は多いでしょう。
勤務条件（勤務地・給与・育児休暇や研修制度）も充実しており、ワークライフバランスを実現しやすい
のも魅力です。

公務員はどんな仕事？魅力は？

Q
A

独学での試験対策は困難で、特に学習ペースの配分や試験情報の収集、人物試験対策に苦労すること
が予想されます。生協講座は学内で開講され、カリキュラムは学部の学習と両立できるように設計され
ています。筆記試験対策だけでなく、職種ごとの情報提供や人物試験対策（面接カード添削、模擬面接な
ど）を複合的に実施しますので、「学部の学習や部活サークル、アルバイトで忙しい」「どんな試験対策を
すればいいか分からない」といった方には特に受講をおすすめします。

公務員講座を受けるべきか迷っています。

Q
A

講義は毎回収録を行い、動画配信しますのでWEB受講ができます。WEB受講が難しい方には、講座カウ
ンターでDVDの貸し出しを行っています。インターンシップや実習など長期の欠席にも対応しています
し、受講済みの講義を再度視聴することもできます。

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？

Q
A

講義は対面実施を基本としますが、講義日翌日以降に受講生専用マイページにて講義動画を配信しま
す。（大学の講義に準じて、対面講義を実施せず動画配信のみ行うことも想定されます）。欠席した講義
のフォローや復習もマイページ上で行えます。

講義は生講義（対面講義）で行われますか？

2021年採用 西南学院大学生協講座受講生 受験結果

1次試験合格者数

国家公務員

地方公務員

●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

のべ154名

最終合格者数 のべ70名
（国家公務員80名/地方公務員74名）

（国家公務員36名/地方公務員34名）
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受講料金 （テキスト・問題集代金を含む税込み価格） ※コマ数を変更する場合があります

一括受講特典 （早期スタート講座体験コースを除く）

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

講義をオンライン配信● 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！
● 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！！

（2023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

（https://kyushu.seikyou.ne.jp/nus_im/webapp/data_file_im/html_file/seinan-coop/privacy.pdf）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 体験コース 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 16,800円 12 16,800円

主要科目である法律・経済・数的処理の基本を中
心に学びます。

経済原論入門 12 16,800円 12 16,800円

数的処理入門 12 16,800 12 16,800

面接入門 2 2,800 2 2,800

公務員研究入門 2 2,800 2 2,800

専

門

科

目

憲法 20 31,980 20 31,980
民法 / 行政法 / 経済原論 / 数的処理と並ぶ主要 5
科目のひとつです。他の法律系科目の基礎となる
科目です。

憲法答練 2 2,800 2 2,800

直前憲法 4 6,040 4 6,040

専門記述憲法 4 6,150 4 6,150

民法 36 55,951 36 55,951
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。

民法答練 2 2,800 2 2,800

直前民法 6 8,840 6 8,840

行政法 20 31,980 20 31,980 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。

行政法答練 2 2,800 2 2,800

直前行政法 6 8,840 6 8,840

経済原論 46 69,637 46 69,637 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丁寧に進めます。

経済原論答練 4 5,600 4 5,600

直前経済系 10 14,440 10 14,440

記述経済原論 2 4,230 2 4,230

財政学 12 19,110 12 19,110 最新時事にも通じ、ポイントが限られるので短時
間で習得しやすい科目です。

経済事情 4 7,030 4 7,030 白書等で掲載されているマクロ指標、トピック等
を中心に出題されます。

政治学 12 20,650 12 20,650 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 20,430 12 20,430

経営学 10 17,850 10 17,850

労働法 10 16,200 10 16,200

会計学（動画配信のみ） 15 21,000 15 21,000 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。

教
養
科
目

数的処理 46 71,209 46 71,209 46 71,209
「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。

数的処理答練 2 2,800 2 2,800 2 2,800

直前数的処理 6 8,840 6 8,840 6 8,840

資料解釈 4 6,857 4 6,857 4 6,857

文章理解 4 6,857 4 6,857 4 6,857

人文科学 12 19,440 12 19,440 12 19,440

「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。

直前人文科学 4 5,600 4 5,600 4 5,600

自然科学 12 20,152 12 20,152 12 20,152

直前自然科学 4 5,600 4 5,600 4 5,600

社会科学 12 19,314 12 19,314 12 19,314

直前社会科学 4 5,600 4 5,600 4 5,600

時事・社会政策 6 10,490 6 10,490 6 10,490

総
合
対
策

論作文講義 2 3,350 2 3,350 2 3,350 「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 10,270 6 10,270 6 10,270 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 無制限 無制限

公務員研究講義 2 2,800 2 2,800 2 2,800 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 1 1 0 1 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。オリジナル模試 3 3 0 3 0

科目別コマ数・受講料合計 409 629,537 40 56,000 369 573,537 130 199,179
コース受講コマ数・受講料合計 409 298,000 40 30,000 369 298,000 130 98,500
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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での
お申込み、

お問い合わせは
こちらから

WEBでの
お申込み、

お問い合わせは
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
2種類のお申込み方法からお選びください。
①生協購買店カウンターへ申込用紙を提出
②QRコードを読み取ってWEB申込

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信販会社をご利用いただきます。
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、信販会社の承認後に受講を開始していた
　だきます。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

コロナウイルス感染防止のため、参加者数を制限することがあります。
オンライン（zoom）でも配信します。

支払い方法

申込期間

11月22日月　12月14日火
10：00～17：00

● 12月3日金　16:20～17:20

● 12月8日水　15:30～16:30

● 12月9日木　17:00～18:00

【会 場】

生協食堂2階

TEL：092-843-9627　FAX：092-822-5429
seinan.koumuin@univ.coop

お気軽にご相談ください メールからもOK ▼

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・
早期スタート講座体験コース

行政コース・教養コース

12月16日木開講

2022年5月開講

※ガイダンスは、講座の受講を強制するものではあ
りません。どなたでもお気軽にご参加ください。
※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。

申込はこちらから

予約はこちらから

（5月開講講座の受付は3月1日火開始を予定しています）


