
「
公
務
員
」と
い
う

　
　
　
　
　選
択
肢

一次募集受付期間　4/14㊌～4/28㊌

香川大学・香川大学生活協同組合共催

香川大学生活協同組合

2021年度
受 講

2022年度
受 験

公務員試験
対策講座案内

各コース費用一覧

お申込方法
下記のものをご準備いただき、幸町キャンパスの生協ショップ空・海（ソラミ）でお申込みください。
代金については分割でのお支払い、郵便局からのお振込みもできます。
詳しくは店頭でお問い合わせください。

申込受付期間（一次締切）

4/14㊌ 4/28㊌

香川大学生協ショップ 空・海（ソラミ）
担当：安田・辻・東原

TEL:087-833-5755
E-mail :kadai-koumuin@fm2.seikyou.ne.jp

お申込み・
お問い合せ先

　今年も11月より『公務員試験対策入門
講座』を開講予定です。教養科目の数的
処理、法律、経済の講師による専門科目
への入門講座となっております。
　サークルやアルバイトで忙しい方も翌
年の準備をはじめてみませんか？
　民間と迷われている方も「入門講座」を
体験してみてください。
　10月頃にはご案内パンフレットをお
送りいたします。
　もうしばらくお待ちください。

ガイダンスに参加できなかった方
もっと詳しく話が聞きたい方
自分に合うコースがわからない方
受講を迷っている方
受講料の支払いについて相談したい方

※モノクロ・カラーは問いません。
※写真裏・封筒にそれぞれ学部・学科・学年・氏名の記入をお願いします。
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申込書（必要事項を記入したもの）

代金（講座受講料とテキスト代）

写真（たて４cm×よこ３cm）２枚をいれた封筒

個 別 相 談 会２年生の皆さまへご案内

期間　　４月15日㊍～5月7日㊎
　　　　上記期間内の大学開講日
　　　　12：00～16：00（随時）
会場　　幸町キャンパス 大学会館1階
　　　　生協ショップ空・海（ソラミ）

対象者

【予約優先】詳しくは下記までご連絡ください
香川大学生協　☎087-833-5755

Email : kadai-koumuin＠fm2.seikyou.ne.jp
※上記時間帯が厳しい方もご連絡いただければ出来る限り対応いたします。



公務員試験に向けて
法学部長　三 野　 靖

　公務員を目指す学生がイメージする「公務員像」ってどんなものですか？

　国のバリバリのキャリア官僚？、マルサの女（税務署）？、ダンダリン（労働基準監督官）？、

県庁の星、県庁おもてなし課（市より県の方が上だから）？、身近な市役所の職員

（自分は町（村）出身だけど町村役場なんて嫌だ）？、給料は高い？安い？普通？、安定しているからいい？、公のために働きた

いから民間より公務員？

　多分、こんな感じじゃないでしょうか。いずれもかなりバイアスがかかっています。まずは、行政の仕事や行政機関にはど

んなものがあるか、公務員の位置付けや実態を正しく知る必要があります。

　公務員になるためにはどうすればいい？

　一般に、１次試験は教養・専門問題ですので、大学の学修とは別に試験勉強をする必要があります。２次（３次）試験は面接！

面接！…です。１次試験は、勉強すれば受からない試験ではありませんが、最近は、面接！！重視（過剰な？）で、ある意味よ

くわかりません？

　以上の？に公務員講座は、まんべんなく対応してくれています。是非、計画的な試験準備をしてください。

　「堅苦しくてつまらなそう」「楽ちん、安定、5時あがり」など、公務員

なんて・・・とつまらなさそうに言う人ほど、意外と公務員の仕事を知

らない人が多いです。実は公務員という仕事は幅広く、民間にない魅力

がたくさんあります。例えば同じ官庁に就職しても、人事や総務、調査

や研究、広報部門、地域ブランドの営業など、民間以上に様々な職種が

あります。安易なイメージだけで「公務員を目指す」「公務員にならない」

と決めるのは残念な結果につながりかねません。

　「公務員」「民間」問わず選択肢を広げ自分の関心や価値観、自分の適性

など幅広い観点から進路を考えるのが大切です。

将来の進路は「民間」
　　　　　　それとも「公務員」！？

公務員の魅力とは！？幅広い公務員の仕事と種類

これらはほんの一例です。
特に大学生が多く受験している仕事を紹介します。

公務員になるためには「公務員試験への準備」が必要！
就職活動期になって「公務員の魅力」に気づいてからでは遅い！！
公務員という選択肢がゼロでなければ、まずは公務員ガイダンスに参加してみよう！

国家公務員国家公務員 地方公務員地方公務員
国の機関（司法府・立法府・行政府）の職員として、
日本全体を考えるスケールの大きな仕事を担います。

都道府県や市町村など
地方公共団体の職員として
地元に密着した仕事を担います。

国家総合職
日本の将来を担う行政の中枢で政策の企画・
立案、法律の制定など業務に従事。

国家一般職
企画・立案された事項を、地方出先機関で
実際に執行する業務。

財務専門官
財政・金融機関などのプロフェッショナル。
財政に関する業務や金融に関する業務に従
事するほか、地域経済情勢の調査・分析な
どの業務にも従事。

国税専門官
税務のスペシャリスト。国の財政を支える
税の公正で円滑な確保を図る。適正な申告
が行われているかを調査する国税調査官、
滞納税金の督促や納税指導をする国税徴収
官、脱税嫌疑者への強制捜査や告発を行う
国税査察官など。

労働基準監督官
労働者の健康や安全を守るために、法で定
められた労働条件や安全・衛生の確保、改善、
指導にあたる。また労働災害の調査や、事
業者の法律違反の捜査・告発など業務は多
岐にわたる。

都道府県
一般行政事務や技術系職種に従事。都道府
県レベルでの様々な政策立案、各種基本計
画の策定、広域的な行政や国と市町村の連
絡調整事務など職務は幅広く、いろいろな
業務を経験することでジェネラリストとし
ての道を歩む。

市町村
住民生活に密着した行政サービスの担い手
として業務を行う。住民の保健衛生、安全・
地域づくり、各種台帳の整備、管理など直
接住民と接する行政活動により、住民福祉
の増進に貢献。

警察官・消防官
個人の生活・生命の安全を守るため、警察
官は主に公共の安全・秩序の維持に関わる
業務に従事。消防官は消火業務・救急・救助・
火災予防などの業務に従事。

公務員の仕事の魅力は、何より社会に貢献する仕事という
多きな働き甲斐があるとこです。その目的は「全体の奉仕者」
として、常に国民・住民の将来にわたる幸せを作ること。仮
に地方の行政組織の窓口であっても、一人ひとりと向き合い
公平公正な手続きをすすめます。一つ一つの仕事は小さくて
も、人々の幸せな暮らしには欠かせない仕事です。
さらに部署や役割によっては、民間ではありえないような
大きなプロジェクトなどもあり、スケールの大きさもやりが
いにつながっている人も多いことでしょう。政策の企画・立
案にかかわる人々の生活に直結します。責任も重大ですが、
人生をかけて従事する価値のある仕事がたくさんあります。

公務員の特徴の一つは、研修制度がとても充実しているこ
とです。公平公正に処理を行っていくためには、法律を中心
に多くの知識が必要ですし、その業務にあたる人をしっかり
育てる必要があります。例えば労働基準監督官や国税専門官
などは専用の研修施設で約3か月にわたる研修があります。
専門的な知識や技能を身に着け、自信をもって役割を果たせ
るように育てられることになります。
公務員の仕事は幅広いため、様々な業務や海外を含めた勤
務地など、多くの知識や経験を得ることができます。そうい
う意味では仕事を通じて民間以上にスキルアップを図れると
いえるかもしれません。

仕事と家庭生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の
諸制度が整っており、産前・産後休暇、育児休暇、育児短時
間勤務など女性が結婚・出産・子育てを経て、長く働き続け
られる制度や風土は、民間より充実しています。
そのほかにも、有給休暇や介護休暇、男性の育児休暇の取
得などにおいても民間より取得率は高くなっています。もち
ろん時期や部署によっては民間以上に残業などが発生する場
合がありますが、これら休暇など各種制度が整備されていま
す。

「公務員＝安定」とよく言われておりますが、確かにその側
面が強いといえます。その一つが給与をはじめとする勤務条
件の水準の高さです。その水準は、国家公務員は大企業並み
であり、地方都市においてもその地域の優良企業並みとなっ
ています。残業手当をはじめとする各種制度もきちんと整備、
支給されています。
もう一つは、景気や流行の影響を受けにくく安定した雇用
待遇が守られている点です。昨今では財政破綻をした自治体
もありますので一概には言えないですが、安定した生活設計
をしやすいという点で大きな魅力の一つであるといえるで
しょう。

「公務員」
という
選択肢！

裁判所職員
各地の裁判所の裁判部門で、裁判の適正で
迅速な運営を図るための事務全般を担当。
また、裁判部門をサポートする行政部門を
担当することもできる。一定期間在職後、
内部試験により裁判所書記官へ道が開かれ
ている。

国立大学法人等職員
事務区分の合格者は大学などで総務、人事、
企画財務会計、学生支援、研究支援、国際
交流などの業務。技術系の合格者は施設管
理業務、もしくは各専門分野に応じた教育
研究のテクニカルサポート業務。

自衛隊幹部候補生
自衛官としての基礎教育・幹部教育を受け
たのち、陸・海・空自衛隊の各部隊などで
中堅幹部として活躍。日本の防衛はもちろ
ん、国際協力・災害派遣などに備え、日夜
努力を続け国民の生命や暮らしを守る。

その1 その2

その3 その4働きやすい職場

大きな「働き甲斐」

安定している

スキルアップ

講座開講メッセー
ジ
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●　今年は新型コロナ感染症のリスクを少なくするために、生講義とビデオ講義のハイブ
リッド型といたします。

●　学内（幸町キャンパス）で実施。平日18時からの講義なので、５限目に授業があっても、
移動もなく効率的に勉強できます。

●　夏期休暇中も、18時開講です。集中講義・インターンシップがあっても、講義を欠席
することなく受講できます。土曜日は、15時終了なので、夕方からのアルバイトや余
暇の時間も楽しむ事ができます。日・祝日は基本的に講義はありません。

●　試験期間中や学内イベント（大学祭等）がある時などは、講義はありません。試験勉強に
集中でき、学生生活も楽しめます。

●　全国で活躍する経験豊かで実力ある講師が、香川大学で質の高い講義と丁寧な指導を行
います。

●　講師は全国の国公立・私立大でも講義を担当し、受講生からも高い評価を得ています。
●　全国で講義を行っている講師なので、各地の試験・面接情報も豊富に持っています。
●　講義で分からないことは、いつでも質問できます。講義の前後の他に、メールでの質問
も対応しています。

　成功の秘訣は明確な目標設定。なんとなく公務員ではやる気が続かない。５年後、10年後にどんな公務

員になっていたいのか。いつまでにどの試験で合格点をクリアするのか。ゴールから逆算して１週間前、１ヶ

月前、３ヶ月前、６ヶ月前、そして１年前にやるべきことを書き出してみよう。次に大学の講義、ゼミナー

ルなど、受験勉強にあてられない時間を書き出す。受験勉強にあてられる時間がはっきりしたら、その時間

に何をするか、優先順位を決める。長期計画、中期計画、短期計画。だんだんやるべきことが明確になって

いくだろう。あとは勉強を進めていく中で修正しながらゴールへ。講座出席と過去問の反復学習を中心に、

一歩一歩進めていこう。受験生の悩みの95%以上は解決可能。不安があれば、遠慮なく講師、職員等に相談を。

●　復習等のためや、講義を欠席された場合にもビデオ講義や講義DVDを無料貸し出しします。
●　講義の進行に合わせて、適宜小テストや５回の模試を実施
●　講座担当者の面談のほかに、秋には４年生との面談も行い、学習や試験・面接情報など
直接聞くことができます。

●　近年重要視されている二次試験（面接）対策も納得いくまで何度でも行います。もちろん
追加料金は不要です。※各コースをお申込みの方に限ります。

試験に合格した先輩（現職公務員・
4年生）たちから試験の話を聞く機
会や試験に向けて共に頑張る受講
生の仲間との交流会があります！

担当者やOBと、自分の進路について
とことん一緒に考える面談を行います。
試験種に応じたアドバイス・指導もあ
ります。

公務員試験において、２次試
験の対策も重要です。
面接の様子も受験したばかり
の最新情報が聞けます！

学内公務員講座の様々なイベント「交流会」「相談会」「個別面談」「面接練習」などのあらゆる場面
で試験に受かった講座OBがサポートしてくれます！！

９月には、大学生協オリジナル「霞が関夏季公務員研究セミナー」では、霞が関の各省庁を訪問し、現職の公務
員の方からお話を伺う機会や、全国の生協公務員講座受講生との交流も行います。３月には、四国官庁オープ
ンゼミでは、中四国の生協公務員講座受講生との交流会など、情報収集やモチベーションアップの企画も有り
ます。

香大生のための講義スケジュール 先輩のサポート・仲間との交流

全国の仲間との交流・情報収集

実績ある講師陣による生講義

学習サポート・欠席時の対応も完備

長年続いている講座には理由がある！ 香川大学・香川大学生協共催 公務員試験対策講座

【講師プロフィール】
【過去指導大学】

早稲田大学法学部卒
秋田大学、金沢大学、大阪市立大学、
岡山大学、愛媛大学、熊本大学　他

数的処理科目担当　有田　文男 講師

最大のサポート！先輩・OBのチカラ！

学内講座な
らでは

交流会・
合格者
座談会

面接練習は講師の先生からのレク
チャー・練習のほか、OBによる面接
練習や、担当者による練習も数多くあ
ります。
学内講座では、対策をとことんします！

面接練習

２次試験
対策

進路相談・
指導

合格した先輩が、家庭教師のように個人指
導してくれます。
また様々な相談にも乗ってくれます。

先輩による勉強会・面談・面接練習
（10月～2月頃）受講生へ

メッセージ

４つの特徴

講義時間（予定）

講座数 大学の講義がある日・夏期休暇 大学の講義がない日（土・春期休暇）

1コマ 18：00〜19：30 9：20〜10：50
2コマ 19：40〜21：10 11：00〜12：30
3コマ 13：30〜15：00

※夏期休暇は、集中講義やインターンシップのため、夜講座の開講です（土曜は朝講座）。

04



●　今年は新型コロナ感染症のリスクを少なくするために、生講義とビデオ講義のハイブ
リッド型といたします。

●　学内（幸町キャンパス）で実施。平日18時からの講義なので、５限目に授業があっても、
移動もなく効率的に勉強できます。

●　夏期休暇中も、18時開講です。集中講義・インターンシップがあっても、講義を欠席
することなく受講できます。土曜日は、15時終了なので、夕方からのアルバイトや余
暇の時間も楽しむ事ができます。日・祝日は基本的に講義はありません。

●　試験期間中や学内イベント（大学祭等）がある時などは、講義はありません。試験勉強に
集中でき、学生生活も楽しめます。

●　全国で活躍する経験豊かで実力ある講師が、香川大学で質の高い講義と丁寧な指導を行
います。

●　講師は全国の国公立・私立大でも講義を担当し、受講生からも高い評価を得ています。
●　全国で講義を行っている講師なので、各地の試験・面接情報も豊富に持っています。
●　講義で分からないことは、いつでも質問できます。講義の前後の他に、メールでの質問
も対応しています。

　成功の秘訣は明確な目標設定。なんとなく公務員ではやる気が続かない。５年後、10年後にどんな公務

員になっていたいのか。いつまでにどの試験で合格点をクリアするのか。ゴールから逆算して１週間前、１ヶ

月前、３ヶ月前、６ヶ月前、そして１年前にやるべきことを書き出してみよう。次に大学の講義、ゼミナー

ルなど、受験勉強にあてられない時間を書き出す。受験勉強にあてられる時間がはっきりしたら、その時間

に何をするか、優先順位を決める。長期計画、中期計画、短期計画。だんだんやるべきことが明確になって

いくだろう。あとは勉強を進めていく中で修正しながらゴールへ。講座出席と過去問の反復学習を中心に、

一歩一歩進めていこう。受験生の悩みの95%以上は解決可能。不安があれば、遠慮なく講師、職員等に相談を。

●　復習等のためや、講義を欠席された場合にもビデオ講義や講義DVDを無料貸し出しします。
●　講義の進行に合わせて、適宜小テストや５回の模試を実施
●　講座担当者の面談のほかに、秋には４年生との面談も行い、学習や試験・面接情報など
直接聞くことができます。

●　近年重要視されている二次試験（面接）対策も納得いくまで何度でも行います。もちろん
追加料金は不要です。※各コースをお申込みの方に限ります。

試験に合格した先輩（現職公務員・
4年生）たちから試験の話を聞く機
会や試験に向けて共に頑張る受講
生の仲間との交流会があります！

担当者やOBと、自分の進路について
とことん一緒に考える面談を行います。
試験種に応じたアドバイス・指導もあ
ります。

公務員試験において、２次試
験の対策も重要です。
面接の様子も受験したばかり
の最新情報が聞けます！

学内公務員講座の様々なイベント「交流会」「相談会」「個別面談」「面接練習」などのあらゆる場面
で試験に受かった講座OBがサポートしてくれます！！

９月には、大学生協オリジナル「霞が関夏季公務員研究セミナー」では、霞が関の各省庁を訪問し、現職の公務
員の方からお話を伺う機会や、全国の生協公務員講座受講生との交流も行います。３月には、四国官庁オープ
ンゼミでは、中四国の生協公務員講座受講生との交流会など、情報収集やモチベーションアップの企画も有り
ます。

香大生のための講義スケジュール 先輩のサポート・仲間との交流

全国の仲間との交流・情報収集

実績ある講師陣による生講義

学習サポート・欠席時の対応も完備

長年続いている講座には理由がある！ 香川大学・香川大学生協共催 公務員試験対策講座

【講師プロフィール】
【過去指導大学】

早稲田大学法学部卒
秋田大学、金沢大学、大阪市立大学、
岡山大学、愛媛大学、熊本大学　他

数的処理科目担当　有田　文男 講師

最大のサポート！先輩・OBのチカラ！

学内講座な
らでは

交流会・
合格者
座談会

面接練習は講師の先生からのレク
チャー・練習のほか、OBによる面接
練習や、担当者による練習も数多くあ
ります。
学内講座では、対策をとことんします！

面接練習

２次試験
対策

進路相談・
指導

合格した先輩が、家庭教師のように個人指
導してくれます。
また様々な相談にも乗ってくれます。

先輩による勉強会・面談・面接練習
（10月～2月頃）受講生へ

メッセージ

４つの特徴

05



「グループワーク演習」で対策！！

最終合格の「カギ」 ＝ 論作文、面接・グループディスカッション

　１次試験の論作文や２次試験の面接・グループディスカッションが採用で重要視される傾向にあります。論作文
や面接・グループディスカッションの出来が最終合格の「カギ」と言えます。
　グループワーク演習は日々、行政の動きを伝える日本経済新聞を教材に今、そして将来の行政が目指しているこ
とを理解し、課題を見つけ、解決策を考えることで論作文や面接・グループディスカッションに対応します。この
演習で「こうなりたい公務員」像を自らの中に作ることを目的としています。

自分の軸をもった論議ができるようになろう
● 時事問題の事実、背景、今後が理解できます。

● 行政の課題の全体像、各テーマについて理解できます。

● 「取り敢えず公務員」から「こうなりたい公務員」にモチベーションをあげることができます。

受講コースのご案内

コース科目一覧

演習は3 ステップ　情報収集法・行政論点整理・グル－プディスカッション
日本経済新聞から効率的な情報収集法を学びます。

日本経済新聞の記事をテーマに分け理解します。

課題ごとにグループ分けしグループでディスカッション解決策を検討します。

各種試験、複数合格を目指す方におすすめのコースで
す。
国家総合職・国家専門職（国税専門官など）・裁判所職
員等受験予定の方は、記述対策もついたこちらがおす
すめです。

フルパック
コース

380,000円
 受講料 279,000円
 テキスト代 101,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。

教養コースの科目に、工学の基礎（数学・物理のDVD
講義）がセットになったコースです。
国家公務員、地方公務員問わず、化学職、建築職、機
械職など、数学・物理が受験科目の技術職を目指す方
におすすめです。

技術職
コース

187,800円
 受講料 129,800円
 テキスト代 58,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。

国家一般職、地方公務員を目指す方におすすめのコー
スです。
受験に必要な主要科目は、パックされていますが、教養
科目の『社会科学（法律・経済分野など）』が含まれてい
ません。法律・経済系を初めて学ぶ方等、追加でお申
込みもできます。

行政職
コース

353,500円
 受講料 258,500円
 テキスト代 95,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。

教養科目のみの試験に対応しています。
警察・消防、大学法人職員、数学・物理等が受験科目
にない技術職、試験科目が教養試験しかない一部の地
方公務員を目指す方におすすめです。

教養
コース

151,000円
 受講料 96,000円
 テキスト代 55,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。

技術職コースの科目に加え、土質、水理、構造力学といっ
た三力学や都市計画、河川工学といった計画系までを
幅広く学べます。公務員試験を土木職で受験する方対
象です。土木職

コース

267,000円
 受講料 202,000円
 テキスト代 65,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。
※受講料には、8月に実施される1泊2日
の土木職合宿の参加費も含まれていま
す。（交通費のみ実費負担・会場は岡
山または香川を予定）

全コース

必修科目
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ません。法律・経済系を初めて学ぶ方等、追加でお申
込みもできます。

行政職
コース
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 テキスト代 95,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。

教養科目のみの試験に対応しています。
警察・消防、大学法人職員、数学・物理等が受験科目
にない技術職、試験科目が教養試験しかない一部の地
方公務員を目指す方におすすめです。

教養
コース

151,000円
 受講料 96,000円
 テキスト代 55,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。

技術職コースの科目に加え、土質、水理、構造力学といっ
た三力学や都市計画、河川工学といった計画系までを
幅広く学べます。公務員試験を土木職で受験する方対
象です。土木職

コース

267,000円
 受講料 202,000円
 テキスト代 65,000円
※テキスト代には「グループワーク演習」で
使用する日経新聞6ヶ月購読料も含まれ
ています。
※受講料には、8月に実施される1泊2日
の土木職合宿の参加費も含まれていま
す。（交通費のみ実費負担・会場は岡
山または香川を予定）

全コース

必修科目
科　目

コース名 科目別 
費用 
（円）

フル 
パック 行政職 教養 技術職 土木職

憲法 20 20 22,000
民法 36 36 39,600
行政法 20 20 22,000
経済原論 44 44 48,400
財政学 12 12 13,200
政治学 12 12 15,400
行政学 12 12 13,200
経済事情 6 6 5,500
記述憲法 4 5,500
記述経済原論 4 3,300
直前憲法 6 6 6,600
直前民法 6 6 6,600
直前行政法 6 6 6,600
直前経済原論 6 6 6,600
労働法 

（ＤＶＤ講義） 10 10 11,000

経営学 
（ＤＶＤ講義） 10 10 11,000

会計学 
（ＤＶＤ講義） 15 16,500

科　目
コース名 科目別 

費用 
（円）

フル 
パック 行政職 教養 技術職 土木職

国際関係・ 
時事・社会政策 12 12 12 12 12 8,800 

数理処理 42 42 42 42 42 46,200 
資料解釈 4 4 4 4 4 3,300 
文章理解 6 6 6 6 6 6,600 
人文科学 15 15 15 15 15 15,400 
自然科学 15 15 15 15 15 15,400 
社会科学 16 16 16 16 16,500 
論作文講義 6 6 6 6 6 6,600 
面接対策講義 6 6 6 6 6 6,600 
直前数理処理 8 8 8 8 8 6,600 
進路ガイダンス 3 3 3 3 3 3,300 
グループワーク
演習 10 10 10 10 10 11,000 

工学の基礎 
（ＤＶＤ講義） 12 12

土木職 
（ＤＶＤ講義） 50

土木職合宿 6
模試5回 〇 〇 〇 〇 〇
SEQ受診 〇 〇 〇 〇 〇
総コマ数 372 333 143 155 211

� ※表中の数字は、各科目のコマ数（1コマ：90分）です。
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3年生 4年生

必須科目実力養成 選択科目 直前対策 集中対策 合格した人は
合格サポーターとして活躍！

5～6月は毎週のように試験が行われます。秋以降に一次試験が実施された官庁は、年内に二次試験が実施されます。
※2019年度の日程です。2020年度はご自身でご確認ください。

一
次
試
験

二
次
試
験

選択科目
受験先を確定し、受験に
必要な選択科目の学習を
開始します。合格にため
の点数に繋がる効果的な
学習を進めます。

オリジナル模擬試験
本試験を想定した精度が高いオ
リジナル模擬試験により、現在の
位置を把握します。目標達成に
向けて弱点を克服できる、効率
的な学習指針です。

OB・OGとして受講生をサポート必須科目実力養成
効果的な学習の習慣づけからスタートし、年内をめどに合格に
直結する必須科目の大部分の学習を一通り終えます。

合格した先輩のサポート
合格した先輩たちが、後輩のために学習指導や二次対策、不
安解消などのサポートに取り組む、一番うれしいサポートです。

～

試験期は
休講

タイムリーなガイダンスと指導
開講ガイダンスでは、試験制度、合格するための
学習方法、合格した先輩たちの経験や教訓などを
聞くことができます。その後も随時合格のための
ガイダンスを実施します。

試験期は
休講

直前対策
主要科目を中心に、答
案練習を行うおさらいの
時期。合格するために
も早く効率よく解答でき
る訓練は重要です。

開講から合格までサポートします

2019年度香川大学卒業生では、公務員内定の4人に1人が　学内講座受講生です

■国家公務員
国家総合職、国家一般職、裁判所事務官、財務専門官、国税専門官、
労働基準監督官、自衛隊幹部候補生、国立大学法人

■地方公務員
兵庫県庁、岡山県庁、香川県庁、徳島県庁、愛媛県庁、高知県庁、
岡山市役所、倉敷市役所、高松市役所、徳島市役所
他16市町村

■国家公務員
国家一般職（気象庁、行政評価局、検察庁、厚生局、地方整備局、
労働局）、裁判所事務官、国税専門官

■地方公務員
兵庫県庁、岡山県庁、香川県庁、徳島県庁、愛媛県庁、高知県庁、
岡山市役所、倉敷市役所、高松市役所、観音寺市役所　
他７市町村

※一次試験・最終合格は延べ人数、内定は実人数です。　※一次試験合格者には、二次試験辞退者も含まれます。　※2020年度は2021年３月現在の合格者数です。

写真は2017年度のものです。 写真は2017年度のものです。

47名
（延べ132名）

実人数

一次
合格者 40名

（延べ61名）

実人数

最終
合格者
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�R.H　経済学部　岡山県庁（行政）�

　私は大学３年生の冬までアルバイトと講座
を両立していました。平日は問題集のその日
に習った範囲を復習するようにしていまし
た。
 　面接対策では、当初質問に答えることができず黙ってしま
うほどでした。
 　そこで二次試験までの間、答えられないところを調べ直し
たり、過去の先輩方のデータから試験の傾向と対策を練り、
再び講座スタッフに指導して頂くことを繰り返しました。
 　面接試験当日はアルバイトやサークル活動についても聞か
れるので、勉強と両立を続けたことが役に立ちました。
　生協公務員講座の良いところは、講座スタッフに一次試験
だけではなく、最終合格まで親身になって頂けることです。
　合格まで約一年半の長い道のりになりますが、最後まで諦
めずに講座の仲間やスタッフの方々と合格を勝ち取れるよう
応援しています。

M.O　経済学部　徳島県庁（行政）�

　プロジェクト活動や民間のインターンシッ
プに参加し、勉強時間の確保が難しい時期が
あったり、試験科目の多さに不安になったり
することもあり、合格した先輩の体験談を聞
くことができる機会や生協スタッフの方々に相談に乗ってい
ただける環境は本当にありがたかったです。私自身、講義で
教わる解き方のコツをもとに、粘り強く取り組むうちに、少
しずつ正解できる問題が増えていきました。２次試験につい

Q.面接・集団討論が不安です
A. 公務員講座の講師は、全国の大学生協で講座を行っ
ており、各地の試験情報を持っています。また、多くの大
学生協では、各地の面接情報をまとめており、他地区の
面接・集団討論の情報を他大学から提供していただく場
合もあります。また、3年次の秋からは、公務員試験を経
験した4年生が試験や面接情報などの提供や、学習方法
などの相談会を実施します。また、2次対策として、講師
や講座スタッフ、受講生同士の模擬面接や集団討論を実
施します。何回でも納得がいくまで、追加料金なしで面
接練習を行います。

Q.講座の価格が高いので迷っています
A. 金額としては、かなりの高額になります。生協取扱いのスクールと比較し
た際、総額では低価格のスクールがありますが、講座の科目・コマ数、教室で
の講義形式の講座かDVD講座かを比較してみると、生協講座は1時間当た
りの価格は、低価格で内容も充実しています。（フルパックの場合。1コマ90
分/約748円）講座価格を比較する際は、必要な科目・コマ数があるか、教室
での講義形式の講座かDVD講座か、テキストの追加購入や模試受験料な
どの追加支払いがないか、などを確認してください。
　また、独学と異なり、受講生の状
況に合わせた講師の指導のもと効
果的に学習ができます。受講生同
士、仲間同士で高め合い・励まし合
いをしながら、生協の身近なサポー
トを受けられるなど学内講座ならで
はの魅力がたくさんあります。

ても、志望先に合わせた面接練習を何度もしていただく中で、
話し方や表情にも気を配れるようになりました。長期戦では
ありますが、諦めず努力すれば自信につなげることができま
す。応援しています！

T.A　工学部　香川県庁（土木）�

　公務員講座では、１次試験から最終面接の
対策までお世話になりました。私は、工学部
生なので、幸町キャンパスまでは距離があ
り、また、アルバイトもしていました。しか
し、公務員講座には、授業を録画したDVDがあるため、そ
れを閲覧することで、勉強が出来ました。
　また、面接対策は、練習の中で細かく指導していただける
ため、本番に向けて自信をつけることが出来ました。新型コ
ロナウイルスへの対策として、オンラインでも面接の練習を
していただき、とても助かりました。
　「学部が違うから不安」「アルバイトや部活を続けたい」な
どという方は多いと思いますが、そういった方でも公務員試
験は合格できます。悔いの残らないよう最後まで頑張ってく
ださい。応援しております。

Y.M　工学部　香川県庁（農業土木）�

　土木職コースでは、構造力学等の専門科目
もDVDでわかりやすく学ぶことができます。
授業で難しかった部分も克服して、一次試験
を乗り越えることができました。試験に向け
てモチベーションを保つことは大変ですが、同じ講座を受け

合格した先輩からのメッセージ

よくある質問
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Q.サークル・アルバイトとの両立はできますか
A. これまでの先輩方も多くの方が、部活動・サークルやアルバイトを続けながら、受講
されていました。ただし、部活動・サークルやアルバイトがどの程度の頻度のものかに
よってアドバイスが変わってきますが、それまでの学習状況によっては、秋・冬以降は、
部活動・サークル・アルバイトのペースを控えて公務員試験の勉強に比重を置かないと
いけない場合があります。個別にご相談ください。
　また、やむを得ず講義を欠席された場合は、早めにDVDを見るようにしましょう。
多くのスクールでは、DVD視聴（科目によってはDVDがないところもあります）がで
きても、スクール内の自習室等でしかできないようです。追加料金を支払えば、自宅で
のストリーミングサービスがあるところもあります。生協講座では、基本は1泊2日で4
コマ貸出（実習や帰省などの場合は、4コマ以上・長期貸し出しも可能）です。授業の空
き時間に図書館やパソコンがあれば、移動の手間なくDVDを見ることができます。そ
ういった意味でも時間を有効に使い、効率的に学習できるようサポートしています。
　講座を受講するに当たり、部活動・サークルやアルバイトをすることを否定するもの
ではありません。学習に影響がなければ、社会経験や人間関係を構築するうえで、積
極的に行っていただきたいと思います。

Q.�学習を続けられるかどうか
不安です

A. 独学では、他の公務員志望者がどれくらい
学習しているか不安になることがあると思いま
す。講座を受講することにより、他の受講生と
情報交換を行ったり、お互い仲間として切磋琢
磨することにより、学習を続けることができま
す。また、講師からは他大学の受講生の学習
状況、生協担当者からは、過去の先輩の学習
方法など、時期に応じたアドバイスを受けられ
ます。
　学習時間については、毎日〇時間と決めて
学習するよりも、計画的に1週間で〇時間と決
めたり、〇問解くと決めて学習する習慣をつけ
ましょう。

ている人たちを見て「私も頑張ろう」と自分を奮い立たせる
ことができました。また、二次試験対策では、講師の方や生
協職員の方々がアドバイスをしてくださったおかげで、どん
どん上達できたと感じています。本番ではもちろん緊張しま
したが、これまでの練習で学んだことを活かすことができた
と思います。公務員試験は大変なこともありますが、頑張っ
てきたことが自信に繋がります。応援しています。

M.S　法学部　裁判所事務官�

　分厚いオリジナル問題集、合格された先輩
との相談会、面接カードの添削、二次試験の
練習など、振り返ってみると多方面で支えら
れた一年半でした。皆さんは大学生活と並行
しながら、公務員試験対策に取り組むと思います。生協の公
務員講座では、大学の試験期間等を考慮して講義日程が組ま
れています。講義日程にも助けられながら、私は、学部の勉
強と公務員試験対策を両立できました。また、気軽に相談で
きる方が近くにいたからこそ、長期的な公務員試験を乗り越
えられたと感じています。生協の講座担当の方々は、受講生
の熱意に応えようと親身になって接してくれる方ばかりです。
焦らず、自分のペースで大丈夫です。長丁場になると思いま
すが諦めず頑張ってください！

M.H　教育学部　国家一般職（検察庁）�

　公務員試験は勉強量も多く、大変な試験で
す。とくに地方上級や国家公務員を目指すの
であれば、専門科目も勉強しなくてはなら

ず、早めの対策が合格の可能性を上げると思います。
　試験対策は、予備校や独学など様々な方法がありますが、
私は大学の授業後にそのまま講座を受講できることと相談し
やすいことを理由に大学生協の公務員講座を選択しました。
　受講して個人的によかった点は、面接対策と問題集です。
試験前には面接練習を何度も手厚くしていただきました。ま
た、私はたくさんの問題集に手をつけてしまいましたが、結
局はじめにもらった本講座の問題集がもっともわかりやすく、
試験範囲も無駄なく網羅されていました。
　わからないこと、不安なことが多い時期だと思います。進
路決定のひとつの意見になれば幸いです。厳しい状況ですが、
みなさんの就職活動を応援しています。

H.W　法学部　国家一般職（行政評価局）�

　私はアルバイトを続けながら公務員講座を
受講していました。日々勉強の中でのアルバ
イトは良い息抜きになっていました。ただ試
験勉強中は何度も心が折れ、諦めそうになっ
た時もありました。苦しい時期を乗り越えて、最終的に第１
志望から内定を頂いた時は、頑張って良かったと心の底から
思いました。こうして最後まで頑張り抜くことができたのは、
諦めない気持ちと、何より近くで支えて下さった生協職員の
方々や友達のおかげです。本当に心強かったです。
　将来について悩み、不安に思うことも多々あると思います
が、あまり気負いせずに、自分の意志を大事にして下さい。
そして周りの人に沢山頼りながら頑張って下さい。皆さんの
こと全力で応援しています！！

VOICE

Q&A
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一次募集受付期間　4/14㊌～4/28㊌

香川大学・香川大学生活協同組合共催

香川大学生活協同組合

2021年度
受 講

2022年度
受 験

公務員試験
対策講座案内

各コース費用一覧

お申込方法
下記のものをご準備いただき、幸町キャンパスの生協ショップ空・海（ソラミ）でお申込みください。
代金については分割でのお支払い、郵便局からのお振込みもできます。
詳しくは店頭でお問い合わせください。

申込受付期間（一次締切）

4/14㊌ 4/28㊌

香川大学生協ショップ 空・海（ソラミ）
担当：安田・辻・東原

TEL:087-833-5755
E-mail :kadai-koumuin@fm2.seikyou.ne.jp

お申込み・
お問い合せ先

　今年も11月より『公務員試験対策入門
講座』を開講予定です。教養科目の数的
処理、法律、経済の講師による専門科目
への入門講座となっております。
　サークルやアルバイトで忙しい方も翌
年の準備をはじめてみませんか？
　民間と迷われている方も「入門講座」を
体験してみてください。
　10月頃にはご案内パンフレットをお
送りいたします。
　もうしばらくお待ちください。

ガイダンスに参加できなかった方
もっと詳しく話が聞きたい方
自分に合うコースがわからない方
受講を迷っている方
受講料の支払いについて相談したい方

※モノクロ・カラーは問いません。
※写真裏・封筒にそれぞれ学部・学科・学年・氏名の記入をお願いします。

1

2

3

申込書（必要事項を記入したもの）

代金（講座受講料とテキスト代）

写真（たて４cm×よこ３cm）２枚をいれた封筒

個 別 相 談 会２年生の皆さまへご案内

期間　　４月15日㊍～5月7日㊎
　　　　上記期間内の大学開講日
　　　　12：00～16：00（随時）
会場　　幸町キャンパス 大学会館1階
　　　　生協ショップ空・海（ソラミ）

対象者

【予約優先】詳しくは下記までご連絡ください
香川大学生協　☎087-833-5755

Email : kadai-koumuin＠fm2.seikyou.ne.jp
※上記時間帯が厳しい方もご連絡いただければ出来る限り対応いたします。

携帯電話・
スマートフォンは
こちらから

コース名 受講料 テキスト代※1 合計費用

フルパック 279,000円 101,000円 380,000円

行政職 258,500円 95,000円 353,500円

教養 96,000円 55,000円 151,000円

技術職 129,800円 58,000円 187,800円

土木職 202,000円※2 65,000円 267,000円

※１　テキスト代には「グループワーク演習」で使用する日経新聞６ヶ月購読料も含まれています。
※２　受講料には、８月に実施される１泊２日の土木職合宿の参加費も含まれています
　　　（交通費のみ実費負担・会場は岡山または香川を予定）。


