
講座別スケジュール表

1
月日 曜日 科目 コマ目 講師 No 時間割 月日 曜日 科目 コマ目 講師 No 時間割 科目 ｺﾏ数

5/6 木 数的処理 (1)(2) 太田　健 16:50～20:00 9/16 木 経営学 (7)(8) 田名加　忠 16:50～20:00 憲法 20

5/7 金 数的処理 (3)(4) 太田　健 16:20～19:30 9/17 金 経営学 (9)(10) 田名加　忠 16:20～19:30 民法 36

5/10 月 数的処理 (5)(6) 太田　健 16:20～19:30 9/21 火 経済原論 (23)(24) 多田　透 16:50～20:00 行政法 20

5/11 火 数的処理 (7)(8) 太田　健 16:50～20:00 9/27 月 社会科学（経済以外） (1)(2) 大久保 圭貴 16:20～19:30 経済原論 46

5/13 木 公務員研究講座 (1)(2) 京城　明日香 16:50～20:00 9/28 火 社会科学（経済以外） (3)(4) 大久保 圭貴 16:50～20:00 財政学 12

5/18 火 社会科学（経済） (1)(2) 多田　透 16:50～20:00 9/30 木 民法答練 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 政治学 12

5/20 木 数的処理 (9)(10) 太田　健 16:50～20:00 10/1 金 数的処理 (41)(42) 太田　健 16:20～19:30 行政学 12

5/21 金 数的処理 (11)(12) 太田　健 16:20～19:30 10/4 月 数的処理 (43)(44) 太田　健 16:20～19:30 労働法 10

5/24 月 憲法 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 10/5 火 経済原論 (25)(26) 多田　透 16:50～20:00 経済事情 4

5/25 火 憲法 (3)(4) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 10/7 木 数的処理 (45)(46) 太田　健 16:50～20:00 経営学 10

5/27 木 数的処理 (13)(14) 太田　健 16:50～20:00 10/8 金 経済原論 (27)(28) 多田　透 16:20～19:30 時事・社会政策 6

5/31 月 憲法 (5)(6) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 10/11 月 経済原論 (29)(30) 多田　透 16:20～19:30 専門記述憲法 4

6/1 火 憲法 (7)(8) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 10/12 火 経済原論 (31)(32) 多田　透 16:50～20:00 記述経済原論 2

6/3 木 数的処理 (15)(16) 太田　健 16:50～20:00 10/14 木 論作文講義 (1)(2) 有田　文男 16:50～20:00 数的処理 46

6/4 金 社会科学（経済） (3)(4) 多田　透 16:20～19:30 10/18 月 自然科学 (1)(2) 高橋　昌宏 16:20～19:30 資料解釈 3

6/7 月 憲法 (9)(10) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 10/19 火 自然科学 (3)(4) 高橋　昌宏 16:50～20:00 文章理解 4

6/8 火 憲法 (11)(12) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 10/21 木 経済原論 (33)(34) 多田　透 16:50～20:00 人文科学 12

6/10 木 数的処理 (17)(18) 太田　健 16:50～20:00 10/25 月 人文科学 (1)(2) 京城　明日香 16:20～19:30 自然科学 12

6/11 金 社会科学（経済） (5)(6) 多田　透 16:20～19:30 10/26 火 人文科学 (3)(4) 京城　明日香 16:50～20:00 社会科学（経済） 6

6/14 月 憲法 (13)(14) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 10/28 木 経済原論 (35)(36) 多田　透 16:50～20:00 社会科学（経済以外） 6

6/15 火 憲法 (15)(16) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 10/29 金 社会科学（経済以外） (5)(6) 大久保 圭貴 16:20～19:30 論作文講義 2

6/17 木 数的処理 (19)(20) 太田　健 16:50～20:00 11/1 月 経済原論 (37)(38) 多田　透 16:20～19:30 面接対策講義 6

6/21 月 憲法 (17)(18) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 11/2 火 面接対策講義 (1)(2) 森本　美穂 16:50～20:00 公務員研究講座 2

6/22 火 憲法 (19)(20) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 11/4 木 自然科学 (5)(6) 高橋　昌宏 16:50～20:00 憲法答練 2

6/24 木 数的処理 (21)(22) 太田　健 16:50～20:00 11/5 金 自然科学 (7)(8) 高橋　昌宏 16:20～19:30 民法答練 2

6/25 金 経済原論 (1)(2) 多田　透 16:20～19:30 11/8 月 経済原論 (39)(40) 多田　透 16:20～19:30 行政法答練 2

6/28 月 憲法答練 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 11/9 火 経済原論 (41)(42) 多田　透 16:50～20:00 経済原論答練 4

6/29 火 民法 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 11/15 月 行政法 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 数的処理答練 2

7/2 金 経済原論 (3)(4) 多田　透 16:20～19:30 11/16 火 行政法 (3)(4) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 直前憲法 4

7/5 月 民法 (3)(4) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 11/18 木 経済原論 (43)(44) 多田　透 16:50～20:00 直前民法 6

7/6 火 民法 (5)(6) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 11/19 金 数的処理答練 (1)(2) 太田　健 16:20～19:30 直前行政法 6

7/9 金 経済原論 (5)(6) 多田　透 16:20～19:30 11/22 月 経済原論 (45)(46) 多田　透 16:20～19:30 直前経済系 10

7/12 月 民法 (7)(8) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 11/25 木 文章理解 (1)(2) 京城　明日香 16:50～20:00 直前数的処理 6

7/13 火 民法 (9)(10) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 11/26 金 文章理解 (3)(4) 京城　明日香 16:20～19:30 直前自然科学 4

7/16 金 経済原論 (7)(8) 多田　透 16:20～19:30 11/29 月 行政法 (5)(6) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 直前社会科学 2

7/19 月 民法 (11)(12) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 11/30 火 行政法 (7)(8) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 直前社会科学 2

7/20 火 経済原論 (9)(10) 多田　透 16:50～20:00 12/2 木 自然科学 (9)(10) 高橋　昌宏 16:50～20:00 直前人文科学 4

8/17 火 数的処理 (23)(24)(25) 太田　健 10:00～15:30 12/3 金 自然科学 (11)(12) 高橋　昌宏 16:20～19:30 進路ガイダンス 1

8/18 水 民法 (13)(14)(15) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 12/6 月 行政法 (9)(10) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 合計 350

8/19 木 数的処理 (26)(27)(28) 太田　健 10:00～15:30 12/7 火 行政法 (11)(12) 古賀　靖嗣 16:50～20:00

8/20 金 経済原論 (11)(12)(13) 多田　透 10:00～15:30 12/9 木 経済原論答練 (1)(2) 多田　透 16:50～20:00 映像講座

8/23 月 民法 (16)(17)(18) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 12/13 月 行政法 (13)(14) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 会計学（映像） 15

8/24 火 民法 (19)(20)(21) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 12/14 火 行政法 (15)(16) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 心理職（映像） 36

8/25 水 数的処理 (29)(30)(31) 太田　健 10:00～15:30 12/16 木 人文科学 (5)(6) 京城　明日香 16:50～20:00 政策論文対策（映像) 4

8/26 木 数的処理 (32)(33)(34) 太田　健 10:00～15:30 12/17 金 人文科学 (7)(8) 京城　明日香 16:20～19:30 国総　経済（映像） 12

8/30 月 経済原論 (14)(15)(16) 多田　透 10:00～15:30 12/20 月 行政法 (17)(18) 古賀　靖嗣 16:20～19:30 国総　法律（映像） 12

8/31 火 民法 (22)(23)(24) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 12/21 火 行政法 (19)(20) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 国総　法律【記述】（映像） 12

9/1 水 数的処理 (35)(36)(37) 太田　健 10:00～15:30 12/23 木 行政法答練 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:50～20:00 国総　経済【記述】（映像） 6

9/2 木 民法 (25)(26)(27) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 1/6 木 人文科学 (9)(10) 京城　明日香 16:50～20:00

9/3 金 経営学 (1)(2)(3) 田名加　忠 10:00～15:30 1/7 金 人文科学 (11)(12) 京城　明日香 16:20～19:30

9/7 火 数的処理 (38)(39)(40) 太田　健 10:00～15:30 1/8 土 面接対策講義 (3)(4) 森本　美穂 10:00～13:10

9/8 水 民法 (28)(29)(30) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 1/11 火 経済原論答練 (3)(4) 多田　透 16:50～20:00

9/9 木 経済原論 (17)(18)(19) 多田　透 10:00～15:30 2/14 月 行政学 (1)(2)(3) 竹本   孝 10:00～15:30

9/10 金 経営学 (4)(5)(6) 田名加　忠 10:00～15:30 2/15 火 行政学 (4)(5)(6) 竹本   孝 10:00～15:30

9/13 月 民法 (31)(32)(33) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 2/16 水 政治学 (1)(2)(3) 田井　敏雄 10:00～15:30

9/14 火 民法 (34)(35)(36) 古賀　靖嗣 10:00～15:30 2/17 木 政治学 (4)(5)(6) 田井　敏雄 10:00～15:30

9/15 水 経済原論 (20)(21)(22) 多田　透 10:00～15:30 2/18 金 進路ガイダンス (1) 古賀　靖嗣 10:00～11:30
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講座別スケジュール表

大学名 【仮】2021年度　公務員講座 2
月日 曜日 科目 コマ目 講師 No 時間割

2/18 金 専門記述憲法 (1)(2) 古賀　靖嗣 11:40～15:30

2/19 土 資料解釈 (1)(2)(3) 太田　健 10:00～15:30

2/21 月 政治学 (7)(8)(9) 田井　敏雄 10:00～15:30

2/22 火 政治学 (10)(11)(12) 田井　敏雄 10:00～15:30

2/24 木 行政学 (7)(8)(9) 竹本   孝 10:00～15:30

2/25 金 行政学 (10)(11)(12) 竹本   孝 10:00～15:30

2/28 月 財政学 (1)(2)(3) 多田　透 10:00～15:30

3/1 火 財政学 (4)(5)(6) 多田　透 10:00～15:30

3/2 水 直前数的処理 (1)(2)(3) 太田　健 10:00～15:30

3/3 木 直前人文科学 (1)(2) 京城　明日香 10:00～13:10

3/4 金 直前自然科学 (1)(2) 高橋　昌宏 10:00～13:10

3/5 土 直前数的処理 (4)(5)(6) 太田　健 10:00～15:30

3/7 月 労働法 (1)(2)(3) 那須　仁彦 10:00～15:30

3/8 火 労働法 (4)(5)(6) 那須　仁彦 10:00～15:30

3/9 水 労働法 (7)(8) 那須　仁彦 10:00～13:10

3/10 木 労働法 (9)(10) 那須　仁彦 10:00～13:10

3/11 金 財政学 (7)(8)(9) 多田　透 10:00～15:30

3/12 土 直前自然科学 (3)(4) 高橋　昌宏 10:00～13:10

3/14 月 財政学 (10)(11)(12) 多田　透 10:00～15:30

3/15 火 直前経済系 (1)(2) 多田　透 10:00～13:10

3/16 水 面接対策講義 (5)(6) 森本　美穂 10:00～13:10

3/22 火 直前人文科学 (3)(4) 京城　明日香 10:00～13:10

3/23 水 専門記述憲法 (3)(4) 古賀　靖嗣 10:00～13:10

3/23 水 直前憲法 (1) 古賀　靖嗣 14:00～15:30

3/24 木 時事・社会政策 (1)(2)(3) 大久保 圭貴 10:00～15:30

3/25 金 時事・社会政策 (4)(5)(6) 大久保 圭貴 10:00～15:30

3/26 土 直前憲法 (2)(3)(4) 古賀　靖嗣 10:00～15:30

3/28 月 直前民法 (1)(2)(3) 古賀　靖嗣 10:00～15:30

3/29 火 直前民法 (4)(5)(6) 古賀　靖嗣 10:00～15:30

4/4 月 直前社会科学 (1)(2) 多田　透 16:20～19:30

4/5 火 直前社会科学 (3)(4) 大久保 圭貴 16:50～20:00

4/7 木 経済事情 (1)(2) 萩原　豊章 16:50～20:00

4/8 金 経済事情 (3)(4) 萩原　豊章 16:20～19:30

4/14 木 直前経済系 (3)(4) 多田　透 16:50～20:00

4/15 金 直前経済系 (5)(6) 多田　透 16:20～19:30

4/18 月 記述経済原論 (1)(2) 多田　透 16:20～19:30

4/21 木 直前行政法 (1)(2) 古賀　靖嗣 16:50～20:00

4/22 金 直前経済系 (7)(8) 多田　透 16:20～19:30

4/25 月 直前行政法 (3)(4) 古賀　靖嗣 16:20～19:30

4/26 火 直前行政法 (5)(6) 古賀　靖嗣 16:50～20:00

4/28 木 直前経済系 (9)(10) 多田　透 16:50～20:00
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