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の ご案内

京都大学の学生のためのオリジナル講座です。

募集
▶
定員

100

名

先着順
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担当：山口 まで

京都大学生活協同組合

HP は

こちら！

学内にある京大生協だからできること

生協のオリジナル講座はココが違います！
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京大生のための オリジナル

ライブ講義は
「京都大学の学内」
で開催！

時短

「授業、ゼミが終わってから予備校へ移動…」なんて悩みはありません。正課の授業を受けるイ
メージで受講いただけます。講義は全て学内の教室を使用し、学びやすい環境です。

学業と無理なく両立できる
「カリキュラム」
とサポート
京大生のためのオリジナル講座だから、受講生のニーズに的確かつ丁寧にお応えすることが可
能。講義日程も学内行事（定期試験、授業スケジュール、各種イベント）
を踏まえたスケジュール。
学業と両立しながら学習をすすめることができます。

京大生にマッチした講義・実績ある講師陣によるライブ講義
幅広い層の受講生が集まる市中のスクールと違う京大生だけの講座なので、京大生にあわせた
内容・レベルの講義を行います。本講座の講師陣は全国の主要国立大学等で同様の講座を受
け持つ
「公務員試験対策のプロフェッショナル」集団です。科目の知識だけでなく、様々なノウハウ
を持ち、合格に向けた効果的な講義を展開します。

オンラインでも講義を配信！選べる受講形態！
！
すべての講義を収録し、専用マイページにて配信します。欠席時や復習はもちろん、オンライン受
講も可能です！ 効果的、
かつ回数無制限に受講いただくことが可能です。

「自学自習」
の京大！仲間と日々切磋琢磨しあえる環境
本講座の受講生は
「公務員試験合格」
という目標を持った同志。共に講義を受け、面接や集団討
論の訓練をします。京大生どうし励まし合い、刺激し合える関係が築けます。

1 年かけてじっくり実力を UP、
「重要度が高い」二次試験対策も完全サポート
約 1 年の講義を通じて、公務員試験に必要な主要科目を修得し、基礎的な知識を身につけます。
また、公務員は
「立派な社会人として、多くの人に認められる」
ことも大切です。
マナーなど表面的な対策だけでなく、自分自身を理解し、的確にアピールするための知識や考え
方、表現方法のトレーニングも行います。

教養科目対策＋二次試験対策のみのコースも受講可能！ 詳しくはご相談下さい！
受講料

テキスト代等

230,000円 ＋ 69,800円
税込

税込

= 299,800円 税込

リーズナブルな価格！ 教科書・模擬試験等すべて税込み価格！ 京大生協だからできる価格です。
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独学では難しい

重要

二次試験対策をフルサポート
❶面接カード添削 ❷個別面接 ❸集団面接 ❹集団討論 ❺グループワーク ❻個別指導
ひとり一人が納得のいくまで、何度でも指導し合格へ導きます。

プロ講師による講義と実技指導後、納得できるまで何度でも練習できる場を設けます。

1 面接カード添削

4 集団討論

二次試験のポイントは自分自身に対する理解と、
それを仕事でどう活かすか、というところにあり
ます。講座では面接カード作成の練習・添削を繰
り返し行い、自分自身の強みと課題を言語化する
練習を行うとともに、志望する職種研究・対策を
一緒に練っていきます。

受験生複数名で集まり、所定の時間の中で、
1つのテーマを議論し結果を導きます。
講座では、実際に出題されたテーマを元に、受講生
同士でグループをつくって議論します。

5 グループワーク

2 個別面接

受験生複数名で集まり、所定の時間の中で、
1つのテーマに取り組み、結果発表します。

受験生1人ずつ個別に、
2〜5人程度の面接官から面接されます。

公務員の仕事はほとんどがチームプレイ。民間企
業だけでなく、近年公務員試験でも増加していま
す。
講座では、実際に出題されたテーマを元に、取
り組みます。

模擬面接 +官庁訪問対策を
プロの講師陣が指導します。
模擬面接

6 個別面談

最新の 2次試験情報を元に指導します。全国の大学
生協のネットワークで過去の面接情報等を提供する
ことができますので、試験内容や雰囲気などきめ細
かい情報をお伝えします。

講座期間中、複数回の個人面談を行います。学習の
進度や志望先を把握し、講座の内容に反映させます。
志望先や併願方法の悩みなども個人面談の際に相
談することで、安心して学習に打ち込めるようにサ
ポートします。

官庁訪問対策
国家公務員総合職／一般職は、最終合格後に、必
ず官庁訪問があります。志望先官庁の面接に合格し
なければ採用になりません。どの面接よりも厳しいと
いわれる官庁訪問対策を、最新の生データをもとに
アナライズし、指導します。

Option

夏期公務員業務研究セミナー

オリジナル公務員講座全国企画（参加費・交通費等別途）
大学生協の公務員講座受講生だけのために各省庁
の協力で行う企画です。全国の公務員受講生が一
同に霞ヶ関に集まり、官庁訪問を行い、各省庁の業
務の実際について学んだり、現役国家公務員との
意見交換を行います。独学や市中の予備校では触
れることの難しい
「現場」
の情報が手に入ります。
※2020年度は、
オンライン開催。

3 集団面接
受験生複数名で集まり、
2〜4人程度の面接官から面接されます。
講座では、実際によく質問される内容を元に、面接
の練習をします。
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90分講義
受講料金

×

299,800 円 税込

266コマ

映像配信
＋ 22コマ

●テキスト ●模試 3 回 ●論文添削（講義中実施）
●WEB フォロー 及び P3 掲載の全てのサービスを含みます。

暗記科目はコマ数を抑え、難易度が高い科目のコマ数は
多めに設定！国家総合職を軸に学習ができる。

※★マーク付き科目のみのコース受講も可能 ! 詳細はお問い合わせください。

教養試験対策
基礎能力 ★

基礎学力に合わせた講義です

ので無理や無駄なく効率的に知
識習得が図れます！
！

ライブ講義 計34コマ

専門試験対策
行政系専門科目を着実に学び
学問・研究ではなく、確実に点

のとれる試験対策を行います。

ライブ講義 計168コマ
映像配信

計22コマ

科目一覧
●数的処理／30

●資料解釈／4

文章理解や一般知識（人文科学・社会科学・自然科学）はセ

ンター試験レベルの問題で、内容的にも暗記中心の科目とさ
れています。京大生なら自学自習で十分合格ラインに届く科

目でもありますので、ガイダンス等で学習法と教材の紹介に

とどめ、総コマ数を抑えました。

科目一覧
●経済原論／44（ミクロ・マクロ） ●憲法／20
●民法／36

●行政学／8

●行政法／20

●財政学／15

●国際関係／4

●時事／3

●労働法／10

直前ライブ講座です。

●直前法律／14

●刑法／1２

科目一覧

ライブ講義 計26コマ

●経済事情／6

映像配信

直前対策

各科目ポイントを絞った

●政治学／12

●直前経済系／6

●直前数的処理／6

※いずれも1コマ =90分講義です。

全講義オンライン対応です !
新しい学習スタイル「オンライン受講」
に
全講義対応（収録配信形式）

大学内からはもちろん、
下宿先や遠方のご実家からでも受講が可能です !
※大学の講義実施方針に従い、全科目収録配信形式のみとなる場合がございます。
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国家公務員総合職をメインターゲットに一般
職・各種専門職・地方公務員にいたるまで、あ
らゆる職種の行政系公務員試験に対応し、必要
な科目と対策を網羅した総合的なコースです。
本コースで「最終合格」を目指せる職種（行政系）
国家総合職・国家一般職・国家専門職（国税専門官・
財政専門官）裁判所職員・東京都庁・特別区・地方上
級公務員・市役所職員・国立大学法人等職員など

●面接対策講義／6

ライブ講義 計6コマ

注目

記述対策特別講座
ライブ講義 計28コマ

●政策論文／2
●記述経済／8

●記述法律系／14
●記述財政学／4

記述答案作成の練習と、その検討
会を時間をとってしっかり行うこと
で、 記 述 試 験が課される職 種も
バッチリ！
！
〈国家総合職・裁判所・東京都庁 他〉
また、講義中に作成した論作文は
随時添削し、
フィードバックします。

注目
職種研究
グループワーク
全国公務員業務
研究セミナー

担当講師・担当者がアドバイス

●論作文講義／4

ライブ講義 計4コマ

模 擬 面 接 訓 練

面接対策 ★

納得いくまで面接準備が行えます︒

論文記述対策 ★

★

人物試験重視の傾向に対応する
ためには、仕事に対する知識は必
須。
講座だからできる、仕事に触れる
機会を早くから設けています。
掲載写真はイメージです。

国家総合職試験（大卒程度） 採用までの流れ（2021年度）こんなスケジュールで実施予定です。
〜
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合格者から受講を検討中の皆さまへメッセージ

生協講座より多くの方が公務員合格を掴み取りました。
講座出身合格者の方々より皆さまへメッセージです。
氏

名

A.Nさん
学

部

文学部
最終内定先
京都府庁

氏

名

I . I さん
学

部

法学部
最終内定先
国家総合職

〇生協講座を受講してよかった事

〇受講検討中の後輩の皆さまへメッセージ

公務員試験の仕組みについてほとんど何も知らない状
態で受講を開始しましたが、詳しく説明していただけた
ので、安心して受験に臨むことができました。また、
授業の内容は録画されており、授業後も何度も確認で
きるので、自分のペースで勉強を進めることができた
のも嬉しい点でした。面接試験に対して苦手意識を持っ
ていましたが、エントリーシートの添削をはじめ、面接
練習を何度もしてくださったので、緊張せずに本番に臨
むことができました。

公務員試験は科目数が多い上に試験種によって必要な
科目も異なるので、受験にあたって迷うことも多いと思
います。また、新型コロナウイルスの流行で就職活動
に対して不安を感じている方も多くいらっしゃるのでは
ないかと思います。その点、生協講座では分からない
ことや不安なことをすぐに先生方に相談することができ
るので、安心して試験に臨めます。迷っていらっしゃる
方はぜひ！

〇生協講座を受講してよかった事

〇受講検討中の後輩の皆さまへメッセージ

ライブでの対面授業だけでなく録画形式でも講義を受

公務員試験の勉強は大学受験とはことなり勉強のペー

けられることが可能なため、普段は同じ受講生がいる

スがつかめず不安になることが多々あると思いますが、

対面授業で自分のモチベーションを維持しつつ、大学

最後まで講師の先生や生協の担当者を信じて勉強を続

の講義やアルバイト等都合が合わない時はビデオを見

ければ自ずと結果はついてくると思います。自身の将

ることで講義にキャッチアップすることが出来、自分の

来の職業選択の可能性をひろげるためにも是非生協の

ペースを保ちつつ最後まで無理なく試験範囲を終わら

公務員講座の受講をおすすめします。

せることが出来たことが良かったです。

氏

名

N.Hさん
学

部

法学部
最終内定先
国家総合職

〇生協講座を受講してよかった事

〇受講検討中の後輩の皆さまへメッセージ

生協の公務員講座を選ぶにあたって、学内で開講され
ている点及び講義動画の配信がある点が大きな決め手
でした。通いやすく、欠席時のフォローもしやすいため、
秋口まで部活に忙しかった私にとって無理なく勉強でき
る環境が整っていました。また、教材も充実しており、
特に問題集に繰り返し取り組むことで確かな実力が身
についたと感じます。悩んだときには、経験豊富な先
生方の確実なアドバイスのおかげで方向性をつかむこ
とができました。

独学ではなく受講を選択する1番のメリットは、多くの
情報が手に入りやすいことだと考えます。生協の公務
員講座においては、長年指導に携わっている先生方か
らリアルな情報を得ることができます。京大では開講
されたばかりのこの公務員講座ですが、日本各地の大
学生協とのネットワークがしっかり存在しているため、
情報の不足は感じませんでした。通いやすく、
手厚いフォ
ローと豊富な情報を得られる京大生協公務員講座、お
すすめです。

2020年度 最終合格先一覧（第１期生）
国家総合職（厚生労働省、防衛省、国税庁など複数）
、国家一般職、
東京都庁、地方上級（京都府庁、滋賀県庁、徳島県庁、群馬県庁、
岡山県庁、福井県庁）、国立大学法人等職員
１次試験通過後の試験辞退なども複数ある為、
１次試験通過をされた試験種は、
上記以外にも多くございます。
ご参考ください。
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京都大学生活協同組合
京都大学生協オリジナル公務員試験対策講座のお申し込みをご検討のみなさまへ
（概要書面）
京都大学生協オリジナル公務員試験対策講座
（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。
事業者名：京都大学生活協同組合
住所：京都府京都市左京区吉田二本松町

京都大学内

電話：075-753-7640

※ 内容を十分にお確かめください。

【ご確認事項】
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開講期間を通して様々なサポートをおこない
ます。
2. 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）を京都大学生活協同組合（以下、
「大
学生協」といいます）に無断で複製・複写・配布・上映・公開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。

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、お申込者は違約金を支払う必要はありません。既に申込金（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。

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、申込金（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）第 1 回講義開始後の契約解除の場合、申込金（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 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義の回数に講義の単価（税込）770 円
をかけた金額）、使用された教材の価格相当額、およびシステム登録費を含む初期費用 9,664 円の合計額
②申込金（教材代金含む）から①の金額を控除した額の 20% に相当する金額または、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。
9. 頂いた個人情報は京都大学生活協同組合個人情報保護法方針（https://www.s-coop.net/about̲seikyo/privacy̲policy/）に則り京都大学生
協が管理します。
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公務員試験対策講座 ガイダンス実施予定
講座受講の有無にかかわらず、
どなたでもご参加いただけます。
対面形式・オンラインの選べる参加形態！
公務員を目指すなら今がチャンス！！

4月27日（火）

5月10日（月）

時間：18:30〜20:00

時間：18:30〜20:00

開催場所等の詳細については、京大生協ホームページ
「京大生のための学内公務員試験対策講座」サイトにて
随時ご案内致します！ 官公庁とのコラボ企画等、
イベント情報も随時発信予定！
ガイダンスに
参加できない！
という方に

ショップルネ1階 住まいカウンターにて

随時相談受付中！

講座受講について、公務員の仕事についてなど、
気になることや不安なことがあれば何でもご相談ください！

お申し込み方法

1
2

Webから登録してください。
京大生協ホームページ
（https://www.s-coop.net/）の
「京大生のための学内公務員試験対策講座」サイトからご登録ください。
京大生協 HP

返信メールで申込番号が交付されます。

代金の支払いは、コンビニエンスストアでお支払いください。
料金のお支払いが確認できた時点で、担当者よりその後の流れについて案内致します。

3 「初回ガイダンス」に参加し、今後のスケジュールと提出書類を受け取ってください。
・具体的な日時については担当者より連絡がございますので、ご確認ください。
・初回ガイダンスでは講義スケジュールや使用テキスト等についての説明を行います。

Web
登録
期間

4月 12日
（月）11時〜5月 21日
（金）17時迄（一次締切）
教室の座席定員の都合により、受付期間中でも申込受付を終了またはキャンセル待ちとする場合がございます。
またお電話によるご予約や店頭でのお申込み受付・支払いは行っておりません。
ご了承ください。

本 講 座に関するお問合せは

京都大学生活協同組合
ショップルネ 住まいカウンター

Tel 075-771-0823
E-mail
: komuin@s-coop.net
税込
https://www.s-coop.net/

