
【講座は学内で実施】
　　講座は大学内の教室で実施します。他所へ通学の必要がなく、時間を有効に利用できます。
　　今年度は原則対面での講座の実施を予定しておりますが、感染症の状況をふまえ、
　　大学での対面授業ができない場合は、Webでの講座の配信になることもあります。

【大学の行事にあわせたスケジュール】
　　大学の行事に合わせてスケジュールを組み立てています。
　　大学の授業があるときは講義4限終了後の実施（16:40～19:50）にし、
　　夏期、冬期、春期休暇の際には朝からの実施（10:30～16:00）など、
　　授業や試験との両立が可能です。
　　
【休まれた方へのフォロー】
　　講座をビデオで撮影します。撮影した映像はオンデマンドで視聴できます。
　　講座を休まれた方や、復習のために利用されています。
　
【日常的な対応】
　　相談窓口は学内にあります。
　　公務員試験情報やガイダンスなどのおしらせ、その他、相談等にも対応します。

【この講座にお申込みいただける方】
●広島修道大学の在学生、または卒業生の方で広島修道大学生協の組合員の方
　　組合員でない方　→　組合員加入後お申込みいただけます。

（出資金２万円が必要。出資金は卒業時に全額、返還します）
　　卒業生の方　→　出資金２万円で一時加入することができます。

（脱退時には出資金は全額、返還します）

【申込方法】
●申込期限　A、B、C、Dコースは5月13日（金）16時まで

　　E、Fコースは9月22日（木）16時まで
　　Gコースは12月１日（木）～2023年1月12日（木）16時まで

（春休み実施の講座のため、今回は募集しません）

●お問い合わせ先　広島修道大学生活協同組合　学びカウンター　
℡（０８２）８４８－１０９６【平日11時～16時】　✉manabi@sings.jp

●お支払い方法　①現金でのお支払い（キャリア支援カウンターでお支払いください）
　　　　　　　　②振込　振込先をお知らせしますので、5月13日までにお振込みください。
　　　　　　　　③生協ローン　（分割支払いの場合）別途手続きします。
　　　　　　　　　（手続きに時間がかかりますので5月12日までに申込ください）

●申込方法
　①Webからの申込　右のQRコードからアクセスして申込

　②申込用紙に記入してキャリア支援カウンターへ持参、または以下に郵送
　　　　※申込書上部の確認事項にチェック「レ点」記入と署名も必ず記入して下さい

学内講座の特長

お申込み方法とその他ご案内

【郵送の場合送り先】

〒731-3195

広島市安佐南区大塚東１－１－１

広島修道大学生協 学びカウンター宛



※国家公務員（総合職、一般職）、地方上級、政令都市市役所　を目指す方

来年の受験をめざす3年生以上の方

　　行政職を受験するために必要な最低限の科目が含まれているコースです。
　　一括受講することで、割安な価格設定にしています。

1，2年生で再来年の受験を目指す方

　　行政職志望の2年生に特に早くから取り組んだ方がいいと思われる科目のコースです。
　　早くから取り組むことによって、3年になってからの学習がよりスムーズに取り組めます。

　　専門科目で特に出題数の多い3科目のコースです。

　　修道大学で特に苦手にされることの多い2科目のコースです。
　　　

※警察官、消防官、教養試験のみを課す市役所、町役場などを目指す方

来年の受験をめざす3年生以上の方

　　　警察官、消防官及び、教養試験のみを課す市役所、町役場等の試験に対応したコースです。
　　　大卒警察官、消防官はこちらのコースを受講してください。（消防官は一部専門科目が必要）
　　　行政職でも教養のみの試験で受験が可能な自治体を受験される方はこちらのコースがお勧めです。

1，2年生で再来年の受験を目指す方

　　　本試験でも問題数の多い数的処理はしっかり学習して早めに対応しておく必要があります。
　　　公務員試験の中で最重要な科目です。

※12月から募集します。

　　　2023年2月～3月にかけて、1、2年生向けに数的の基本から学習します。
　　　来年度から勉強を始めようと思われる方は、入門コースからの受講をおすすめします。

テキスト代金は別途必要です。使用テキスト一覧をご覧ください。
受講する科目のテキストを購入して受講してください。（テキストのみの申込はできません。）

受講科目一覧表　（税込価格）

コマ数 価格 ＜Ａ＞ ＜Ｂ＞ ＜Ｃ＞ ＜D＞ ＜E＞ ＜F＞ ＜G>

憲法 22 ¥24,200 ○ ○
民法 40 ¥44,000 ○ ○ ○
行政法 22 ¥24,200 ○
経済原論 48 ¥52,800 ○ ○ ○ ○
政治学 12 ¥13,200 ○
行政学 12 ¥13,200 ○
財政学 12 ¥13,200 ○
数的処理 42 ¥46,200 ○ ○ ○ ○ ○ ○
自然科学 15 ¥16,500 ○ ○
人文科学 15 ¥16,500 ○ ○
社会科学 16 ¥17,600 ○
資料解釈 4 ¥4,400 ○ ○
文章理解 6 ¥6,600 ○ ○
時事 6 ¥6,600 ○ ○
論作文 3 ¥3,300 ○ ○

専門記述憲法 4 ¥4,400 ○
面接対策講義 3 ¥0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
数的処理入門 20 ¥22,000 ○
合計 302 266コマ 155コマ 133コマ 93コマ 110コマ 45コマ 20コマ

行政職を目指す方

警察、消防官、市役所を目指す方

科目
行政コース科目 教養コース科目

＜Ａ＞行政一括コース

＜Ｂ＞2年お勧めコース

＜D＞経済、数的コース

＜E＞教養一括コース

＜F＞数的コース

＜Ｃ＞民法、経済、数的コース

＜G＞数的入門コース



※受講価格
テキストの明細については、別紙をご参照ください。
昨年度のテキストをお持ちの方は、一部昨年度のテキストを使用できますので
ご確認の上、購入するようにお願いします。

　　249,243円　　（講座代金　200,000円　テキスト代金　49,243円）
　　　一括受講されることで、割安な価格設定にしています。

　　191,417円　　（講座代金　167,200円　テキスト代金　24,217円）

　　162,357円　　（講座代金　143,000円　テキスト代金　19,357円）

　　111,926円　　（講座代金　99,000円　テキスト代金　12,926円）

　　122,389円　　（講座代金　99,500円　テキスト代金　22,889円）
　　　一括受講されることで、割安な価格設定にしています。

　　53,009円　　（講座代金　46,200円　テキスト代金　6,809円）

※春休み実施の講座です。12月から募集をいたします。

　　25,400円　　（講座代金　22,000円　テキスト代金　3,400円）

その他、1科目からの受講も対応しております。

昨年度、本講座を受講された方は、同講座を申込された場合、講座の半額を値引きします。
また、春休み期間に数的入門講座を受講された方は11,000円を値引きします。
（数的以外の科目を受講された場合は値引きはありません）

（例）①　昨年度　Dコース（数的、経済原論）を受講し、今年は行政一括を受講する場合
受講料　200,000円から49,500円を値引き　150,500円の受講料
　　（テキストについては、ほとんど買換えが必要ですので、テキスト代がかかります）

②昨年度　人文科学を受講し、今年はBコースを受講する場合
昨年度と同じ科目を受講されていないため、値引きはありません。

＜F＞数的コース

＜G＞数的入門コース

＜Ａ＞行政一括コース

＜Ｂ＞2年お勧めコース

＜D＞経済、数的コース

＜E＞教養一括コース

＜Ｃ＞民法、経済、数的コース

※＜E＞、＜F＞コースは後期開講です。申込締切は9月22日です。



講座の日程は変更になることもあります。
感染症の状況によりましては、Webでの講座になる可能性もありますので、ご承知ください。 1/2
月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割 月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割

5/24 火 開講ガイダンス (1) 北村　祐人 16:40～18:10 10/4 火 社会科学（経済） (1)(2) 入江　帝 16:40～19:50

5/24 火 憲法 (1) 北村　祐人 18:20～19:50 10/5 水 公務員研究講座 (1) 高田　哲寛 16:40～18:10

5/25 水 経済原論 (1)(2) 入江　帝 16:40～19:50 10/5 水 面接対策講義 (1) 高田　哲寛 18:20～19:50

5/27 金 経済原論 (3)(4) 入江　帝 16:40～19:50 10/6 木 数的処理 (1)(2) 高田　哲寛 16:40～19:50

5/30 月 経済原論 (5)(6) 入江　帝 16:40～19:50 10/7 金 専門記述憲法 (3)(4) 北村　祐人 16:40～19:50

5/31 火 憲法 (2)(3) 北村　祐人 16:40～19:50 10/11 火 社会科学（経済以外） (1)(2) 大久保 圭貴 16:40～19:50

6/1 水 経済原論 (7)(8) 入江　帝 16:40～19:50 10/12 水 数的処理 (3)(4) 高田　哲寛 16:40～19:50

6/3 金 憲法 (4)(5) 北村　祐人 16:40～19:50 10/13 木 数的処理 (5)(6) 高田　哲寛 16:40～19:50

6/6 月 経済原論 (9)(10) 入江　帝 16:40～19:50 10/14 金 行政法 (1)(2) 北村　祐人 16:40～19:50

6/7 火 憲法 (6)(7) 北村　祐人 16:40～19:50 10/18 火 社会科学（経済以外） (3)(4) 大久保 圭貴 16:40～19:50

6/8 水 政治学 (1)(2) 高津　澄人 16:40～19:50 10/19 水 数的処理 (7)(8) 高田　哲寛 16:40～19:50

6/13 月 憲法 (8)(9) 北村　祐人 16:40～19:50 10/20 木 数的処理 (9)(10) 高田　哲寛 16:40～19:50

6/14 火 経済原論 (11)(12) 入江　帝 16:40～19:50 10/21 金 行政法 (3)(4) 北村　祐人 16:40～19:50

6/15 水 政治学 (3)(4) 高津　澄人 16:40～19:50 10/24 月 社会科学（経済） (3)(4) 入江　帝 16:40～19:50

6/20 月 経済原論 (13)(14) 入江　帝 16:40～19:50 10/25 火 社会科学（経済以外） (5)(6) 大久保 圭貴 16:40～19:50

6/21 火 憲法 (10)(11) 北村　祐人 16:40～19:50 10/26 水 数的処理 (11)(12) 高田　哲寛 16:40～19:50

6/22 水 政治学 (5)(6) 高津　澄人 16:40～19:50 10/27 木 数的処理 (13)(14) 高田　哲寛 16:40～19:50

6/27 月 経済原論 (15)(16) 入江　帝 16:40～19:50 10/28 金 行政法 (5)(6) 北村　祐人 16:40～19:50

6/28 火 憲法 (12)(13) 北村　祐人 16:40～19:50 11/7 月 社会科学（経済） (5)(6) 入江　帝 16:40～19:50

7/1 金 政治学 (7)(8) 高津　澄人 16:40～19:50 11/8 火 社会科学（経済以外） (7)(8) 大久保 圭貴 16:40～19:50

7/4 月 経済原論 (17)(18) 入江　帝 16:40～19:50 11/9 水 数的処理 (15)(16) 高田　哲寛 16:40～19:50

7/5 火 憲法 (14)(15) 北村　祐人 16:40～19:50 11/10 木 数的処理 (17)(18) 高田　哲寛 16:40～19:50

7/11 月 経済原論 (19)(20) 入江　帝 16:40～19:50 11/11 金 行政法 (7)(8) 北村　祐人 16:40～19:50

7/12 火 憲法 (16)(17) 北村　祐人 16:40～19:50 11/14 月 人文科学 (1)(2) 高津　澄人 16:40～19:50

7/13 水 政治学 (9)(10) 高津　澄人 16:40～19:50 11/15 火 人文科学 (3)(4) 高津　澄人 16:40～19:50

7/19 火 憲法 (18)(19) 北村　祐人 16:40～19:50 11/16 水 数的処理 (19)(20) 高田　哲寛 16:40～19:50

7/20 水 憲法 (20)(21) 北村　祐人 16:40～19:50 11/17 木 数的処理 (21)(22) 高田　哲寛 16:40～19:50

7/21 木 政治学 (11)(12) 高津　澄人 16:40～19:50 11/18 金 行政法 (9)(10) 北村　祐人 16:40～19:50

8/1 月 経済原論 (21)(22)(23) 入江　帝 10:30～16:00 11/21 月 行政法 (11)(12) 北村　祐人 16:40～19:50

8/2 火 進路ガイダンス (1) 北村　祐人 10:30～12:00 11/22 火 人文科学 (5)(6) 高津　澄人 16:40～19:50

8/2 火 憲法 (22) 北村　祐人 12:50～14:20 11/24 木 数的処理 (23)(24) 高田　哲寛 16:40～19:50

8/3 水 民法 (1)(2)(3) 湯本　和宏 10:30～16:00 11/25 金 行政法 (13)(14) 北村　祐人 16:40～19:50

8/4 木 経済原論 (24)(25)(26) 入江　帝 10:30～16:00 11/28 月 人文科学 (7)(8) 高津　澄人 16:40～19:50

8/16 火 経済原論 (27)(28)(29) 入江　帝 10:30～16:00 11/29 火 文章理解 (1)(2) 沼口　洋幸 16:40～19:50

8/17 水 専門記述憲法 (1)(2) 北村　祐人 10:30～14:20 11/30 水 数的処理 (25)(26) 高田　哲寛 16:40～19:50

8/18 木 民法 (4)(5)(6) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/1 木 数的処理 (27)(28) 高田　哲寛 16:40～19:50

8/19 金 民法 (7)(8)(9) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/2 金 行政法 (15)(16) 北村　祐人 16:40～19:50

8/22 月 民法 (10)(11)(12) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/6 火 論作文講義 (1)(2) 沼口　洋幸 16:40～19:50

8/25 木 民法 (13)(14)(15) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/7 水 数的処理 (29)(30) 高田　哲寛 16:40～19:50

8/26 金 経済原論 (30)(31)(32) 入江　帝 10:30～16:00 12/8 木 数的処理 (31)(32) 高田　哲寛 16:40～19:50

8/29 月 民法 (16)(17)(18) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/9 金 行政法 (17)(18) 北村　祐人 16:40～19:50

8/30 火 経済原論 (33)(34)(35) 入江　帝 10:30～16:00 12/12 月 人文科学 (9)(10) 高津　澄人 16:40～19:50

9/2 金 民法 (19)(20)(21) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/13 火 文章理解 (3)(4) 沼口　洋幸 16:40～19:50

9/5 月 民法 (22)(23)(24) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/14 水 数的処理 (33)(34) 高田　哲寛 16:40～19:50

9/6 火 経済原論 (36)(37)(38) 入江　帝 10:30～16:00 12/15 木 数的処理 (35)(36) 高田　哲寛 16:40～19:50

9/8 木 民法 (25)(26)(27) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/16 金 行政法 (19)(20) 北村　祐人 16:40～19:50

9/9 金 経済原論 (39)(40)(41) 入江　帝 10:30～16:00 12/19 月 社会科学（経済以外） (9)(10) 大久保 圭貴 16:40～19:50

9/14 水 経済原論 (42)(43)(44) 入江　帝 10:30～16:00 12/20 火 行政法 (21)(22) 北村　祐人 16:40～19:50

9/15 木 民法 (28)(29)(30) 湯本　和宏 10:30～16:00 12/21 水 数的処理 (37)(38) 高田　哲寛 16:40～19:50

9/16 金 民法 (31)(32) 湯本　和宏 10:30～14:20 12/22 木 数的処理 (39)(40) 高田　哲寛 16:40～19:50

9/20 火 民法 (33)(34) 湯本　和宏 16:40～19:50 12/23 金 時事（通年） (3)(4) 大久保 圭貴 16:40～19:50

9/21 水 民法 (35)(36) 湯本　和宏 16:40～19:50 12/27 火 数的処理 (41)(42) 高田　哲寛 10:30～14:20

9/22 木 経済原論 (45)(46) 入江　帝 16:40～19:50 1/10 火 面接対策講義 (2) 高田　哲寛 16:40～18:10

9/26 月 民法 (37)(38) 湯本　和宏 16:40～19:50 1/10 火 資料解釈 (1) 高田　哲寛 18:20～19:50

9/27 火 民法 (39)(40) 湯本　和宏 16:40～19:50 1/11 水 自然科学 (1)(2) 高橋　昌宏 16:40～19:50

9/30 金 経済原論 (47)(48) 入江　帝 16:40～19:50 1/12 木 自然科学 (3)(4) 高橋　昌宏 16:40～19:50

10/3 月 時事（通年） (1)(2) 大久保 圭貴 16:40～19:50 1/16 月 自然科学 (5)(6) 高橋　昌宏 16:40～19:50

2022年度　広島修道大学　公務員講座スケジュール（行政一括コース）



2/2
月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割 科目 ｺﾏ数 講師

1/17 火 自然科学 (7)(8) 高橋　昌宏 16:40～19:50 憲法 22 北村　祐人

1/18 水 人文科学 (11)(12) 高津　澄人 16:40～19:50 民法 40 湯本　和宏

2/6 月 進路ガイダンス (2) 高田　哲寛 10:30～12:00 行政法 22 北村　祐人

2/6 月 資料解釈 (2) 高田　哲寛 12:50～14:20 経済原論 48 入江　帝

2/7 火 時事（通年） (5)(6) 大久保 圭貴 10:30～14:20 財政学 12 入江　帝

2/8 水 人文科学 (13)(14)(15) 高津　澄人 10:30～16:00 政治学 12 高津　澄人

2/9 木 財政学 (1)(2)(3) 入江　帝 10:30～16:00 行政学 12 湯浅　耕二

2/13 月 自然科学 (9)(10) 高橋　昌宏 12:50～16:00 専門記述憲法 4 北村　祐人

2/14 火 自然科学 (11)(12)(13) 高橋　昌宏 10:30～16:00 時事（通年） 6 大久保 圭貴

2/15 水 自然科学 (14)(15) 高橋　昌宏 10:30～14:20 数的処理 42 高田　哲寛

2/16 木 資料解釈 (3)(4) 高田　哲寛 10:30～14:20 資料解釈 4 高田　哲寛

2/16 木 面接対策講義 (3) 高田　哲寛 14:30～16:00 文章理解 6 沼口　洋幸

2/17 金 文章理解 (5)(6) 沼口　洋幸 10:30～14:20 人文科学 15 高津　澄人

2/17 金 論作文講義 (3) 沼口　洋幸 14:30～16:00 自然科学 15 高橋　昌宏

2/21 火 財政学 (4)(5)(6) 入江　帝 10:30～16:00 社会科学（経済） 6 入江　帝

2/22 水 行政学 (1)(2)(3) 湯浅　耕二 10:30～16:00 社会科学（経済以外） 10 大久保 圭貴

2/28 火 財政学 (7)(8)(9) 入江　帝 10:30～16:00 論作文講義 3 沼口　洋幸

3/1 水 行政学 (4)(5)(6) 湯浅　耕二 10:30～16:00 面接対策講義 3 高田　哲寛

3/2 木 行政学 (7)(8)(9) 湯浅　耕二 10:30～16:00 公務員研究講座 1 高田　哲寛

3/3 金 行政学 (10)(11)(12) 湯浅　耕二 10:30～16:00 直前憲法 4 北村　祐人

3/7 火 財政学 (10)(11)(12) 入江　帝 10:30～16:00 直前民法 8 湯本　和宏

直前行政法 4 北村　祐人

直前経済系 8 入江　帝

直前数的処理 9 高田　哲寛

直前時事 4 大久保 圭貴

進路ガイダンス 1 北村　祐人

進路ガイダンス 1 高田　哲寛

開講ガイダンス 1 北村　祐人

合計 323

※非対面授業になった場合は、オンデマンド配信になります。
上記の時間の配信ということではありません。

<講座の時間>

大学授業期間中

1コマ目 １６：４０～１８：１０

2コマ目 １８：２０～１９：５０

土曜日、および夏期、冬期、春期休暇中

1コマ目 １０：３０～１２：００

2コマ目 １２：５０～１４：２０

3コマ目 １４：３０～１６：００
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この申込書は、お申込み時にコピーし契約書面とともにお渡しいたします。　必ず受領の上、大切に保管してください。

以下は生協記入欄（記入しないようにお願いします。）

<F> ¥46,200 ¥6,809 ¥53,009

<他>

<E> ¥99,500 ¥22,889 ¥122,389

<C> ¥143,000 ¥19,357 ¥162,357

<D> ¥99,000 ¥12,926 ¥111,926

¥24,217 ¥191,417

申込をする講座とテキスト金額に〇をつけてください。部分受講などは一番下に金額を記入してください。

<A> ¥200,000 ¥49,243 ¥249,243

講座代金 テキスト代金 合計 値引き 合計

<B> ¥167,200

氏　　　　　名

フリガナ

組合員番号

　　６８７８　－　　　　　－
※組合員番号が不明の場合は空欄で構いません

携帯電話
番号

メール
アドレス

学籍番号

〒　　　　－　　　　　　　住所：

お支払い方法

①現金

金額

領収印

②振込 ③生協ローン

メモ

契約前にご確認いただきたい事項（生協からのお願い）
☐ 私は、「広島修道大学生協講座約款」及び別紙「ご契約の前にご確認いただきたい事項（概要書面）」を

契約の内容とすることに同意し、下記講座の受講を申込みます。（チェック必須）
※この講座は、広島修道大学生協講座約款を適用します。

広島修道大学（生協）オリジナル公務員講座（以下「公務員講座」）のお申込みにあたっては、事前に

別紙「ご契約前にご確認いただきたい事項（概要書面）」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

別紙「ご契約前にご確認いただきたい事項」を受領し、確認しました。

２０２２ 年 月 日 署名欄 （必須） .

広島修道大学 公務員講座 申込書



2022年　公務員対策講座テキスト申込書 以下のテキストを注文します。　学籍番号　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【注意】テキストは返品できませんので、確認の上、ご注文をお願いします。

科目 種類 昨年との比較 買換え 価格 ＜Ａ＞ ＜Ｂ＞ ＜Ｃ＞ ＜D＞ ＜E＞ ＜F＞ ＜G＞ 個別注文

テキスト 改訂 要 2,095 2,095 2,095
問題集 改訂 要 1,885 1,885 1,885

ポイントマスター 改訂 要 880 880 880
テキスト 改訂 要 3,666 3,666 3,666 3,666
問題集 改訂 要 1,885 1,885 1,885 1,885

ポイントマスター 改訂 要 880 880 880 880
テキスト 改訂 要 2,095 2,095
問題集 改訂 要 1,885 1,885

ポイントマスター 改訂 要 880 880
テキスト テキスト変更 要 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142
問題集 改訂なし・誤植修正 不要 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095

ベーシックトレーニング 改定 要 880 880 880 880 880
テキスト 改訂 要 1,980 1,980
問題集 改訂 要 1,870 1,870
テキスト 改訂 要 1,760 1,760
問題集 改訂 要 1,870 1,870

財政学 テキスト 秋改訂 要 2,310 ※（１）
テキスト 改訂 要 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714
問題集 改訂 要 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095 2,095

テキスト・問題集 改訂 要 3,352 3,352 3,352
ポイントマスター 改訂 要 880 880 880
テキスト 改訂 要 2,640 2,640 2,640

ポイントマスター 改訂 要 880 880 880
テキスト 改訂 要 2,514 ※（２） 2,514

ポイントマスター 改訂 要 880 ※（２） 880
資料解釈
文章理解
論作文 テキスト 改訂 要 550 550 550

専門記述憲法 テキスト 改訂 要 1,650 ※（３）
面接対策講義 テキスト 改訂 要 1,870 1,870 1,870
数的処理入門 市販テキスト 3,400 3,400

合計 ¥49,243 ¥24,217 ¥19,357 ¥12,926 ¥22,889 ¥6,809 ¥3,400

※買い換え不要のテキストは昨年度のテキストが使用できます。一括でなく個別に注文の場合、右端に記入してください。

※（１）テキストが11月頃できあがります。11月頃購入のご案内をいたしますので、その際に購入してください。
※（２）行政一括コースの方は購入できますので、希望者は購入してください。
※（３）受験先によって受講が必要になりますので、受講希望の方は購入してください。
※数的処理入門のテキストは、価格変更となる可能性があります。

憲法

2,514

行政法

民法

経済原論

政治学

行政学

自然科学

数的処理

人文科学

要

社会科学

合計

テキスト
改訂 2,514 2,514


