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公務員講座開講にあたって

柿澤　宏昭

　公務員の魅力は、公のために働くという働きがいにあると思います。憲法15条には「すべて公務
員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」という規定がありますが、働くことを通し
て、すべての人々がよりよく生きられる社会をつくることに貢献するのが公務員です。近年、グロー
バル化や新自由主義的な改革が進む中で、社会的な格差の広がり、不安定な生活を余儀なくされ
る人々の増大、そして社会の分断化が進んでいます。こうした中で、公務労働が果たす役割はます
ます重要になってきています。公共性とは何かを改めて考え、再構築していく先導者としての役割
を果たすことが期待されており、市民と公務員がそのためにどう協力していくのかが問われていま
す。新しい社会のあり方を切り開いていく、創造的な仕事をするのが公務員であり、そのやりがい
はますます増してきていると思います。
　公務員の採用数は最近増加する傾向があり、公務員になるチャンスが広がっている時期といえ
ます。一方で、公務員試験に向けた指導に積極的に取り組む大学が増え始めるなど競争は厳しさ
を増しています。また試験において人物重視の傾向が強まるなど、傾向に合わせた準備も必要とさ
れるようになってきました。自分がこれまで学び、身につけてきたことを改めて見つめなおすとい
う、自分と向き合うことが求められているといえます。
　この公務員講座は北大生だけを対象として、北大生のために準備されたものです。高いレベル
の講義を受け、面接や集団討論対策への十全な支援を得ながら、目標を共にする仲間と切磋琢磨
しながら合格をめざすことができます。公務員をめざす北大生が、一人でも多く、この講座を有効
に活用され、志望する進路を切り開き、社会のために活躍されることを心より期待しています。

北海道大学生活協同組合 理事長
農学研究院 農学院
環境資源学部門
森林管理保全学分野
森林政策学教授

公務員試験合格を目指すあなたへ。

公務員志望の方に向けたガイダンスです。講師による公務員試験の概要説明のほか、試験に向けての勉強のコツ・講座
の活用方法などをわかりやすくご案内いたします。ガイダンス参加者には貴重な先輩たちの声が詰まった合格体験記を
差し上げます。また、参加出来なかった人には後日、収録ＤＶＤの貸し出しと当日の配布資料を差し上げています。

〈学内ポスターや食堂POP、北大生協twitter等で詳細をお知らせいたします。〉

公務員講座ガイダンス（行政系／技術系／函館）

北大生のための公務員講座 受講生たちのこれまでの主な公務員就職先

公務員試験対策は、長期間の勝負です。時に苦しみ、時に笑い、時
に悩み…社会に出るための経験、体験、試練がたくさん訪れます。
そんな時に皆さんの力になるのが、同期の講座受講生や先輩（合
格サポーター）、そして講座事務局です。講座事務局（キャリアサポ
ート店）スタッフ一同、いつも全力で、笑顔でみなさんの進路をサポ
ートしています。困った時や悩んだとき、相談などがあれば、いつで
もお気軽に立ち寄って下さい。生協会館２Fでお待ちしております！
一緒に、合格を勝ち取りましょう！！

私たちがサポートします。

公務員講座担当staff

北海道大学生活協同組合 キャリアサポート店 【開店時間】 平日 10：00～19：00  土曜 10：00～15：00

城地

鷲見 上田

川瀨 大畑髙橋

C O N T E N T
北大生協の公務員講座の実績
各種講座の紹介
　　　●行政職総合コース
　　　●土木職コース
　　　●技術職コース
　　　●心理職コース
　　　●教養コース
受講生の声
受講スケジュール
Q&A
講師紹介
お申し込み情報

4～5P
7～13P
8～9P
10P
11P
12P
13P

14～15P
16～17P
18～19P

20P
21～22P

スタッフ情
報

（※）2月4日（月）～3月29日（金）の平日は、春季短縮営業のため10:00～18：00です。

財務省(事務)
財務省 財務局(事務)
会計検査院(事務)
環境省(工学/理工系)
国土交通省(事務/工学/森林)
国土交通省 国土地理院(理工系)
厚生労働省(事務)
農林水産省(事務/農学)
農林水産省 林野庁(森林)
法務省(事務)
総務省(工学)
公安調査庁(事務)
警察庁(農学)
特許庁(工学)
参議院事務局(総合職)
裁判所事務官(総合職)
家裁調査官補(札幌/大阪ほか)

国家総合職
北海道開発局(行政/技術)
北海道経済産業局(行政)
北海道行政評価局(行政)
北海道総合通信局(行政)
北海道労働局(行政)
北海道防衛局(行政)
人事院北海道(行政)
札幌法務局(行政)
地方検察庁(行政)
内閣府(行政 本省)
文部科学省(行政 本省)
経済産業省(行政 本省)
会計検査院(行政 本省)
厚生労働省(行政 本省)
公正取引委員会(行政)
国土地理院(土木)
植物防疫所(農学)
地方整備局(行政)
農政局/事務所(行政)
漁業調整事務所(行政)

国家一般職 航空局(行政)
警視庁(行政)
北海道警察ほか
公安調査局(行政)
気象庁(札幌/仙台)
裁判所事務官(一般職)
衆議院事務局(一般職)

財務専門官
労働基準監督官Ａ／Ｂ
国税専門官
防衛省専門職員
大学法人 北海道大学ほか
(事務/技術)
法務省専門職員
皇宮護衛官
航空管制官
自衛隊幹部候補生

国家専門職

東京都(事務/土木/環境/畜産)
特別区(事務)
北海道庁(事務/教育/土木/
　　　　 建築/農業/水産)
札幌市(事務/福祉/土木/
　　　 電気/衛生/造園)
仙台市(事務)
横浜市(事務)
京都市(事務)
大阪市(事務)
神戸市(事務)
青森県(土木)
山形県庁(技術)
茨城県庁(事務/技術)
神奈川県庁(行政/水産)
新潟県庁(事務)
静岡県(事務・教育事務)
富山県庁(事務)
福岡県庁(水産)
　　　　　　　　　 ほか多数

地方公務員 4月上旬～中旬開催予定

参加希望者はこちらのQRコード、もしくはURLからエントリーください
日程など詳細が決まりましたら、事務局より案内メールをお送りしますhttp://urx.nu/POGR

2 3



北大生協の公務員講座の実績

公務員志望の受講生は、なんと 84％超が採用に！ 
圧倒的な実績で公務員志望の皆さんをサポートします！

第6期生の
公務員内定者は

効果的な試験対策を
学内で提供！

各種公務員試験を徹底的に研
究した教材と実績ある講師陣
による講義を学内で提供。効率
的かつ効果的な試験対策で、
大学の学業とも無理なく両立で
きます。

表面的なテクニックに
陥らない

面接・集団討論の訓練

同じ環境で学ぶ者同士だからこそ
できる、表面的なテクニックに陥ら
ない面接や集団討論のトレーニン
グ。二次試験で試される「自分の良
さ」を、互いに引き出し合える環境が
あり仲間がいます。

学内組織と連携した
緻密な試験対策

北海道大学には公務員を目指す学
生を支援する組織がたくさんありま
す。生協は各組織と協力し、受講生
に有用な「経験・気づき・学び」をバ
ックアップ。より多くの受講生の合
格を実現します。

北海道大学
（第5期生）

合　格 最終合格

2018年卒

第6期生
〈2019年卒業〉

最終合格・進路内定数 （率はいずれも第6期生の内、公務員を志望する107名を母数としています。）

国家総合職
最終合格17名

国家一般職
最終合格60名

〈本府省〉●経済産業省 ●会計検査院 ●国土交通省 ●金融庁　他
〈地方〉●開発局 ●労働局 ●法務局 ●入国管理局 
　　　●検察庁 ●漁業調整事務所　他

札 幌 市
最終合格24名

北海道庁
最終合格46名

東京都庁
最終合格2名

合　格 最終合格

2017年卒

北大生のための
公務員試験対策講座

受講生の
進路状況

（2018年1月末現在）

国家公務員合計

国家総合職

国家一般職

裁判所事務官

専門官・法人など

東京都

北海道庁

東京都特別区（2３区）

札幌市

都道府県庁合計

政令指定都市合計

市町村役所・警察官・消防官合計

合 計

民間企業就職　11　　
大学院　14

86137

5878

2842

182295

1038

2034

3948

411

2344

913

3850

25

2635

北海道大学
（第6期生）

合　格 最終合格

2019年卒

民間企業就職　31
大学院　11

113193

6497

2949

213365

726

1734

6080

36

3373

29

4669

34

2441

民間企業就職　28
大学院　14

112184

5386

2333

205339

1535

2543

4161

39

4371

28

3858

33

1928

北海道大学
（第4期生）

公務員内定者数

公務員内定率 84％超
107名中90名

最終合格者と
採用者数の
傾向

2015卒
0名

50名

100名

150名

200名

2016卒 2017卒 2018卒 2019卒

117件

64名

108件

48名

182件

75名
95名 90名

205件 213件

最終合格者件数
採用者数

約104％
前年比

〈行政系〉●財務省財務局 ●農林水産省 ●内閣府
〈技術系〉●国土交通省 ●農林水産省林野庁 ●農林水産省農村振興局　他

6期生
内定先

国家公務員
最終合格36名

●財務専門官　●労働基準監督官
●航空管制官　●裁判所事務官
●国税専門官　他

6期生
内定先

6期生
内定先

90
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生協の講座はココが違います

つのコースから選べる

公務員対策講座
●行政職総合コース

●土木職コース

●技術職コース

●心理職コース

●教養コース

全国各地で経験と実績を重ねた講師陣
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」。
科目の知識だけでなく、公務員試験に関する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。また、面接や集
団討論の訓練、個別相談などにも親身に対応。受験生の心強い味方です！

大学の学業と無理なく両立できる「カリキュラム」と「サポート」
北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応えることが可能。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）を踏まえて組んでいるため、学業と両立しながら学習を進めることができます。
また、講義は全て学内の教室を使用し、講座事務局も北大生協会館店２階に常設。学びやすい環境が整っています。

生講義欠席時の対応も完備。効率的な勉強を支えます
講師が直接講義する「生講義」が80％以上（行政コース）のため、分からないことはその場で質問でき、すぐに疑問を解決できま
す。生講義以外でも、質問などはEメールや質問カードで随時受け付け、速やかに回答。講義の復習や欠席した場合の「講義
DVD無料貸し出し」も全ての科目・講義で対応しています。

同じ目標に向かう仲間と、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」という同じ目標を持った同志。共に講義を受け、共に面接や集団討論の訓練を行ううち
に、励まし合い、刺激し合える関係が築けます。また、先輩と交流する機会や、本州の大学との合同イベントもあり
ますので、人との関わり合いの中で大きく成長することができます。

１年かけてじっくり実力を蓄積、二次試験対策も
約１年の総合講座を通して、公務員試験に必要な主要科目を修得し、基本的な知識を身につけていきます。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。有効な二次試験対策として、マナーなど表面的な対策だけではな
く、自分自身を理解し、的確に自分を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。

講座事務局（キャリアサポート店） サポーター新聞はこちら

参考書籍も貸し出し中
進路ガイダンスでのワーク

職場見学ツアー

官庁をお招きし単独の業務説明会

サポーター新聞の編集風景

模擬面接訓練(平均8.6回実施) 書道教室「華」の美文字講座
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北海道庁や札幌市にも
対応!!

公務員試験では、いく
つかの職種を

併願するのが一般的
なため、技術

職のみを受験する方
以外は、可能

性を広げるためにもこ
ちらのコース

がオススメです。

スタッフの

オリジナル模試4回〔無料〕・サンケイ・LECなど公開模試

注目！

●公務員研究（2）
●進路ガイダンス（4）
●面接対策講座（6）
●SEQセミナー（2）

職種研究
グループワーク
全国公務員業務
研究セミナー

記述答案作成の練習と、その検討会
をゼミ形式で行うことで、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〉

志望先を一足早く調べる機会が準備
されています！（一部交通費が必要）

注目！専門記述対策

〈合計346コマ〉

教養試験対策
（基礎能力）

※いずれも1コマ=90分講義です。※労働法・刑法・会計学は自由選択講義です。

専門試験対策

直前対策

講義前の「前説（マエセツ）」
では、時々の情報や、事務局
からの案内を「リアルタイム」
でお伝えします。

北大生の基礎学力に合わせ
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！！

行政系専門科目を着実に学び
試験対策を行います。

行政職総合コース

こんな方に

オススメ！
●幅広く併願したい！
●公務員希望。でもどんな仕事にするかは決まっていない・・・。

難易度が高い科目のコマ数は多めに設定！
国家総合職も視野に入れた学習ができるコース。

国家公務員の総合職・一般職・各種専門職から地方
公務員にいたるまで、あらゆる種類の行政系公務員
試験に対応し、必要な科目を網羅した標準的かつ総
合的なコース。
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・財務専門官など）
・裁判所職員・東京都庁・特別区・北海道庁・札幌市を始めとする地方
上級公務員・市役所職員・国立大学法人等職員など

5つのコースが選べます Ⅰ

●論作文講義（2）
●政策論文対策講義（2）

●記述法律（4） ●記述経済（2）

論文記述対策 面 接 対 策〈ライブ講義〉
〈ライブ講義〉 〈ライブ講義〉

〈ライブ講義〉

〈ライブ講義〉

〈DVD講義（教室で合同視聴）〉

〈ライブ講義〉

●開講オリエンテーション（1）
●数的処理（39）●資料解釈（3）
●文章理解（6）  ●社会科学（12）
　〔法律・政治・国際・社会経済（ミクロ・マクロ） 他〕
●自然科学（12）〔物理・化学・生物・地学〕
●人文科学（12）〔日本史・世界史・思想・文芸・地理〕
●時事（3）

●経済原論（42）〔ミクロ・マクロ〕●憲法（20）●民法（36）●行政法（20）
●政治学（12）●行政学（12）●財政学（12）●経済事情（3）
●社会政策（4）●国際関係（2）

●労働法（10）●刑法（12）●会計学（15）

●数的処理（6）●憲法（4）●民法（6）●行政法（4）●経済系（8）
●労働法（2）●刑法（2）●補講（2）

各科目ポイントを絞った
直前ライブ講座です。

模
擬
面
接
訓
練

苦
手
意
識
を
克
服
し
よ
う
！

講
座
講
師・担
当
者
が
面
接
官
と
し
て
ア
ド
バ
イ
ス

公務員模擬試験

全国47大学8，300名の生協公務員講座内の順位がわかります！

公務員試験は意外と採用プロセスがやや
こしいですし、特に官庁訪問の経験談等は
貴重だと思うので、先輩の合格サポーター
にどんどん聞いてください！

札幌から距離があることが心配でしたが、時
間がある時に講義を視聴でき、勉強は十分こ
なすことができました。また、担当の方が函館
まで面接訓練にいらしてくれるが本当に心強
かったです。長丁場ですが、得るものはとって
も大きいです。ぜひ頑張ってください！

大学に居ながらにして講義を受け
られる、さらに霞ヶ関に行けたり面
接対策を相当できるなどのサポー
トがかなり充実しているのでこの
講座に決めました。

周りが勉強している姿を見て、自分も頑張
ろうという気持ちになれましたし、講義に
出ているだけでも説明会やイベントの情
報を入手できるところがよかったです。

講座事務局にはこまめに顔を出して過去
問や情報をもらったり、面談をして頭の
中を整理したりしながら、就活スケ
ジュール作りにも活用しました。

第３期生　法学部
【内定】裁判所事務官

【最終合格】衆議院事務局、国家一般職、
財務専門官、金沢市

第６期生　水産学部海洋資源科学科
【進路】函館地方検察庁(国家一般職)

【最終合格】北海道庁・青森県庁

第５期生　法学部
【内定】北陸財務局
【最終合格】北海道庁、石川県庁、特別区

第４期生　経済学部
【内定】北海道庁

【最終合格】国家一般職、
国税専門官

第６期生　文学部
【進路】北海道労働局(国家一般職)
【最終合格】北海道庁・札幌市・財務専門官

行政職総合コースの

先輩からの
アドバイス

受講料金342,800円（税込）
公務員模擬試験（4回分）受験料もはいって、この価格です。

計88コマ

計200コマ

計34コマ

計4コマ 計14コマ

計6コマ

ココがポイント！
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技術職コースの

先輩からの
アドバイス

5つのコースが選べます Ⅱ

土木職コースの

先輩からの
アドバイス

自分に自信を持って、ガッツ出して勉強することが
大切だと思います。よく第一印象が大事と言われま
すが、公務員試験での第一印象は筆記試験だと思
うので、筆記試験で点を取りましょう。

地方創生に興味があり、日本をインフラを通して強く
靭やかな国にするのに関わりたいと考え、公務員講座
をペースメーカーとして活用しました。二次対策・官庁
訪問には添削や質問をたくさんしたことで自信を持っ
て臨むことができました。

第３期生　工学部
【進路】国家総合職(国土交通省)
【最終合格】民間企業

第６期生　工学部 環境社会学科
【進路】労働基準監督官(技術系)
【最終合格】国家一般職・札幌市

実験やレポートで忙し
い工学部生に最適！

工学部の学生にとっ
ては、実験やレポー

トな

どで過密なスケジュ
ールだと思います。で

も大

丈夫。本コースは、計
画的かつ効率的に学

習

を進められるほか、
参加できない講義で

も

DVDの貸し出しも可
能です！

スタッフの
ココがポイント！

5つのコースが選べます Ⅲ

注目！

●公務員研究（2）
●進路ガイダンス（4）
●面接対策講座（6）
●SEQセミナー（2）

職種研究
グループワーク
全国公務員業務
研究セミナー
志望先を一足早く調べる機会が準備
されています！（一部交通費が必要）

土木 職 コース

面 接 対 策

模擬面接訓練

〈ライブ講義〉

土木専門問題は、全
て合わせて300問
を超える数を出題・
演習！いずれも、最
新の過去問題から
厳選したものです！

教養試験対策
（基礎能力）

〈ライブ講義〉

〈ライブ講義〉

●開講オリエンテーション（1）
●数的処理（39）●社会科学（12）●資料解釈（3）
●自然科学（12）●文章理解（6）
●人文科学（12）●時事（3）　

●論作文講義（2）
教養記述対策

専門試験対策
〈DVD講義（合同視聴）〉
●土木職専門科目 〔講義＆演習（50）〕
　構造力学・材料、施工、設計・土質力学・
　土木計画・水理学・測量学・問題演習
●工学の基礎 〔講義＆演習（14）〕数学・物理・過去問演習

直前対策 〈ライブ講義〉
●数的処理（6）●工学の基礎（2）●土木専門科目（3）

〈合計179コマ〉 ※いずれも1コマ=90分講義です。

オリジナル模試4回〔無料〕・
サンケイ・LECなど公開模試

受講生特別価格！公務員模擬試験

受講料金189,800円（税込）
公務員模擬試験（4回分）受験料もはいって、この価格です。　

計88コマ

計2コマ

計64コマ

計11コマ

計14コマ

こんな方に

オススメ！

教養科目と工学の基礎に加え、
独特な科目が多い「土木各科目」を
効率的に身につけることができるコース。
国家・地方を問わず、土木系の職種に絞って志望されている方を対象としたコース。
試験突破を念頭にした講義や重要過去問の演習・解説を通して、対策が難しい
と言われる土木系科目を着実に修得できます。

●学部で学んだ土木の専門知識を、公務員として社会に活かしたい。
●工学部環境社会工学科に在籍しており、
　公務員の土木系職種に行くことは決めている。

全国47大学8，300名の生協公務員講座内の
順位がわかります！

注目！

●公務員研究（2）
●進路ガイダンス（4）
●面接対策講座（6）
●SEQセミナー（2）

職種研究
グループワーク
全国公務員業務
研究セミナー
志望先を一足早く調べる機会が準備
されています！（一部交通費が必要）

面 接 対 策

模擬面接訓練

〈ライブ講義〉

第６期生　環境科学院 地球圏科学専攻
【進路】札幌市(造園)
【最終合格】北海道庁・気象庁(国家一般職)・民間

第４期生　工学院
【進路】国家総合職（特許庁）
【最終合格】国家一般職（機械）、
札幌市(機械)、東京都Ⅰ類B(機械)等

技術系職種では工学の基
礎（数学・物理）は必須！講
義+演習を通して、早めに
身に付けておこう。また、今
年から直前対策演習も開
始。効果的な試験対策を
サポートします。

教養試験対策
（基礎能力）

〈ライブ講義〉
●開講オリエンテーション（1）
●数的処理（39）●社会科学（12） ●資料解釈（3）
●自然科学（12） ●文章理解（6）  ●人文科学（12）
●時事（3）

●論作文講義（2）教養記述対策

専門試験対策 〈DVD講義（合同視聴）〉
●工学の基礎 〔講義＆演習（14）〕
　数学・物理・過去問演習

直前対策 〈ライブ講義〉
●数的処理（6）●工学の基礎（2）

〈合計126コマ〉 ※いずれも1コマ=90分講義です。

各教科の担当の先生方や講座事務局の方々、たくさんの
公務員を受験する方がいたので、色々な情報を教えてもら
い一人だけでは得ることができない情報を得ることがで
き、モチベーションの維持にとても役立ちました。

知りたいこと聞きたいことがあったら事務局や先
生方に遠慮なく聞いた方がいいと思います。多少
図々しいかもしれない…と躊躇しても、人生か
かってる相談や質問・要望ですから、親身に対応
してくれますよ絶対！

オリジナル模試4回〔無料〕・
サンケイ・LECなど公開模試

受講生特別価格！公務員模擬試験

計88コマ

計2コマ

計14コマ

計8コマ

計14コマ

こんな方に

オススメ！

教養試験でもっとも出題数の多い数的処理を重点に、
教養科目を確実に修得できるコース。
国家・地方を問わず、技術系の職種に絞って志望されている方を対象としたコースです。受講科
目を技術系職種の受験に必要な範囲に限定しているので、より重点的に効率よく学習すること
ができます。また、面接対策などは他コースと同様に進めていきますので、最終合格を念頭に計
画的かつ着実に試験対策を進めることができます。

●自分の専門を活かして、公務員として社会に貢献したい。
●機械・電気・電子など、土木職以外の技術系職種に絞っている。

工学の基礎をマスター
できる！

技術系職種に絞って
いる方は、

こちらのコース！特殊
な技術

系独自の問題などを
、より

重点的に学習できま
すよ！

スタッフの
ココがポイント！

全国47大学8，300名の生協公務員講座内の
順位がわかります！

技 術 職 コース
受講料金148,800円（税込）
公務員模擬試験（4回分）受験料もはいって、この価格です。　

10 11



心 理 職 コース 教 養 コース

5つのコースが選べます Ⅳ 5つのコースが選べます Ⅴ

第４期生　教育学部
【進路】家裁調査官補
最終合格】法務省専門職員（法務教官B）、
札幌市（福祉コース）

第３期生法学部
【進路】家裁調査官補

【最終合格】法務省専門職（法務教官）、
国家総合職（人間科学区分）

心理職コースの

先輩からの
アドバイス

教養職コースの

先輩からの
アドバイス

オリジナル模試4回〔無料〕・
サンケイ・LECなど公開模試

受講生特別価格！公務員模擬試験

心理系職種に圧倒的
な合格率を誇る心理
系講義です。専門科目
の高橋美保先生を含
めやる気のある受講生
には、徹底的に全力サ
ポートする講座です！

教養試験対策
（基礎能力）

〈ライブ講義〉
●開講オリエンテーション（1）
●数的処理（39）●社会科学（12）●資料解釈（3）
●自然科学（12）●文章理解（6）  ●人文科学（12）
●時事（3）

●論作文講義（2）教養記述対策

専門試験対策
〈DVD講義（合同視聴）〉
●心理職専門科目〔講義＆演習（36）〕
   基礎心理・臨床心理・心理測定・
　発達心理・社会心理・記述・面接対策

直前対策 〈ライブ講義〉
●数的処理（6）

〈合計146コマ〉 ※いずれも1コマ=90分講義です。

とにかく、常に自分から情報を探さない限りは情報が入っ
てこないのが心理系公務員のつらさです。気づいたら説明
会もインターンシップも終わってた、なんてことがないよう
に講座事務局の方々にアドバイスや情報をもらいながら、
アンテナを張っておいたほうがいいと思います。

ライブ講義が受けられることと、講座生が北大生に限ら
れ無駄な勉強や遠回りもなく安心した雰囲気で受けられ
ること、場所的に最も便利なことを決め手に生協講座を
選びました。２次対策も、講座担当の職員さんが痩せてき
たら勝ちだと思って甘えまくって利用していました。

試　験　名 区　　分
国家公務員総合職 人間科学

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

警視庁・都道府県警職員 心理

裁判所職員 総合職 家庭裁判所調査官補

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

受講料金192,800円（税込）
公務員模擬試験（4回分）受験料もはいって、この価格です。

受講料金136,800円（税込）
公務員模擬試験（4回分）受験料もはいって、この価格です。　

計88コマ

計2コマ

計36コマ

計6コマ

注目！

●公務員研究（2）
●進路ガイダンス（4）
●面接対策講座（6）
●SEQセミナー（2）

職種研究
グループワーク
全国公務員業務
研究セミナー
志望先を一足早く調べる機会が準備
されています！（一部交通費が必要）

面 接 対 策

模擬面接訓練

〈ライブ講義〉計14コマ

こんな方に

オススメ！

１次試験合格率100％の実績を誇る
心理科目の講義が、北大で視聴できる！
国家・地方を問わず、心理系公務員を志望されている方を対象としたコー
ス。圧倒的な合格実績を誇る心理科目講座で、質の高い効果的な学習が
できます。また、面接対策などは他コースと同様に進め、着実な試験対策を
行います。

●大学の講義で「心理学」を専攻しており、将来
　「心理系の公務」に就きたいと考えている方。

福島大学とのコラボレ
ーション！

過去受講生の1次試
験合格率

（国家総合職も含
め）が、

100％の福島大学
の講義

を、北大でも視聴で
きるの

が最大のメリット！

スタッフの
ココがポイント！

全国47大学8，300名の生協公務員講座内の
順位がわかります！

オリジナル模試4回〔無料〕・
サンケイ・LECなど公開模試

受講生特別価格！公務員模擬試験

全国47大学8，300名の生協公務員講座内の
順位がわかります！

教養試験対策
（基礎能力）

〈ライブ講義〉
●開講オリエンテーション（1）
●数的処理（39） ●社会科学（12） 
●資料解釈（3） ●自然科学（12）
●文章理解（6） 
●人文科学（12）
●時事（3）

●論作文講義（2）教養記述対策
2コマ

直前対策 〈ライブ講義〉
●数的処理（6）

〈合計110コマ〉※いずれも1コマ=90分講義です。

何もしなければただ過ぎ去
る夏休みや休日。公務員に
なるためには、その時間を
有意義に使うことが求めら
れます。
アルバイト・サークル・ゼミ
ナール・ボランティアなど、
積極的な行動で大学時代
の経験を増やしておくこと
が必要です。

注目！

●公務員研究（2）
●進路ガイダンス（4）
●面接対策講座（6）
●SEQセミナー（2）

職種研究
グループワーク
全国公務員業務
研究セミナー
志望先を一足早く調べる機会が準備
されています！（一部交通費が必要）

面 接 対 策

模擬面接訓練

〈ライブ講義〉計14コマ

第６期生　農学院 環境資源専攻
【進路】滋賀県庁(農業)

【最終合格】
国土地理院(国家一般職)

第４期生　工学部
【最終合格】国家総合、
国家一般、労働基準監督B、
東京都、静岡県

第５期生　生命科学院
【進路】東京都庁Ⅰ類B
【最終合格】国家一般職、
労働基準監督官B

同じように公務員試験に取り組んでいる
友人の存在は心の支えになります。面接
が苦手な人は何よりも場数を踏むことが
大切だと思うので、講師や事務局の方々
に沢山見てもらうといいと思います。

どこで運命的な出会いが待って
いるかわからないので、興味が
ない官庁でも自分の試験区分で
採用があるなら説明会に行って
みるべきだと思います。

研究室の先輩や部活の同期に
公務員志望がほとんどおらず、情
報収集しやすいように講座を受
け、モチベーションが保つことが
できました。

計88コマ

計6コマ

こんな方に

オススメ！

教養科目のみを課される
「大卒警察官」「大卒消防官」などにも対応したコース。
地方公務員の中でも「警察官」「消防官」などの教養試験のみを課される職種を目指してい
る方を対象としています。また、面接対策などは他コースと同様に進めていきますので、土木
職コース・技術職コース以外の技術職を目指す方にもオススメです。最終合格を念頭に計
画的かつ着実に試験対策を進めることができます。

●教養試験に特化した勉強をしたい。 
●教養試験のみを課される職種に行くことを決めている。

効率的に教養科目を学
習しよう！

教養科目に特化して
学習したい

方はこちらのコース
が最適！

教養科目で足を引っ
張ら

れることもあるので
、基本

はしっかり学習しよ
う！

スタッフの
ココがポイント！
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第6期生 合格・進路内定祝賀会は
毎年大いに盛り上がります。

9月 サポーター決起集会にて 12月 サポーターによる就活メイク女子会にて

苦しい時は思いっきり泣いたり、
誰かに愚痴ったりしてください！

前半サボりすぎて後半かなり辛かったので、計画的な勉強をお
すすめします（汗）。講座の同期とは悩みの共有を沢山して、先輩
や講師の方からは試験に関する様々な情報を教えていただきま
した。事務局の職員さんとも雑談したりお菓子を食べたりして気
分転換していました。

第6期生　文学部
新田　あゆ
【採用】国家一般職　北海道開発局（行政）
【最終合格】国家一般職、北海道庁、札幌市、帯広市、
　　　      大学法人（北海道大学）

講座の同期と勉強したり
模試の結果を見せ合ったり
切磋琢磨しました

（道外出身だけど）北海道で働きたかったこと、大学の専攻を仕
事で活かしたい（インフラ整備、防災など）と思ったことが進路決
定に繋がりました。理系は３年の秋ターム、冬タームまでみっち
り授業が入っているため、先を見越して早め早めに勉強を進め
るのが安全です。

第6期生　工学部 環境社会工学科
吉沢　朋樹
【採用】札幌市（土木）
【最終合格】北海道庁、労働基準監督官、国家一般職、
　　　　   札幌市

不安に苛まれたときは
「慢心せず気楽にがんばる」
ことが大事

できるだけ志望先の選択肢は狭めずたくさんの試験種を受験
するのがいいと思います。面接は練習あるのみです。私は１２回
ほど練習をし、おかげで本番でもパニックになりませんでした。
講座の「合同面接対策会」で他の人の面接を見たことも役に立
ちました。

第6期生　法学部 総合法政コース
今野　晴菜
【採用】札幌市（行政）
【最終合格】国家総合職、国家一般職、財務専門官、
　　　　　札幌市、北海道庁

人と話すことが苦手でも、
行動次第で自分は変えられます

自分は人と話すことがあまり得意ではなかったので、始めの頃
はとにかく面接が不安でした。ですが講座の懇親会や面接練
習、グループワークなどに参加したことで苦手意識がなくなり、
本場の面接には自信を持って臨むことができました。

第6期生　法学部
中村　昂太
【採用】裁判所事務官（総合職）
【最終合格】海上自衛隊一般幹部候補生

上手く自分でペース配分
することがモチベーション維持に
繋がります

週末の野球サークルと週2回のバイトは続けていました。やる気
が出ない時は飲みに出かけたり遊びに行ってストレス発散し、
講座を休む日はDVD受講を活用していました。一人で戦うのは
精神的に疲れるので、講座等で一緒に勉強できる同期を作って
おくことをお勧めします。

第6期生　工学部 環境社会工学科
東城　佑樹
【採用】北海道庁（土木）

スケジューリングと
メリハリが大切です！
息抜きも確保しましょう

苦手科目は遅くとも春休み中には集中的に勉強するなどして基
本的な問題は解けるようにしておけば後々とても楽になるはず
です。春休み以降はどんどん人と話す機会が減っていってしまう
ので、たまに講座生や友達と会っておしゃべりをすることもメン
タル維持に大事です。

第6期生　教育学部 教育学科
小西　あおい
【採用】国家専門職　北海道財務局
【最終合格】国家一般職、財務専門官、札幌市、北海道庁

物事を継続してやり続けるのは
辛いですが、
最後は根性だと思います

法学部でもないので法律の知識はゼロですし，高校で政治経済
などもやっていなかったので知識ゼロから勉強するのは辛かっ
たですが、不安や焦りを取り払うための解決法は勉強する事し
かないと思いやり続けました。時には部活の同期や後輩と飲み
に行き気分転換しました。

第6期生　文学部 人部科学科
伊藤　大誠
【採用】国家総合職 農林水産省（事務系）
【最終合格】国家総合職 

講座の仲間がいたことが
大きな支えになりました

生講義にはできるだけ出席し、3年の12月に部活を引退後、本格
的に勉強を始めたのが2月からでした。模試でなかなか良い成
績が出ず苦しい時期もありましたが、諦めず自分のペースで勉
強しました。同じ公務員を目指す講座の仲間がいたからこそ乗
り切れたと思います。

第6期生　教育学部 教育学科
川島　光道
【採用】国家一般職  文部科学省（行政 関東甲信越）
【最終合格】国家一般職、埼玉県庁

公務員試験はメンタルと
体力が最も大切と感じました

勉強はとにかくがむしゃらにやることも大切ですが、講師や友達
にアドバイスをもらって効率的に進めた方が良いと思います。講
師の方には志望先や面接の相談、添削までたくさんお世話にな
り、先輩は一番気持ちをわかってくれるので本当に参考になりま
した。 

第6期生　法学部
佐藤　朱莉
【採用】国家総合職　内閣府（事務系） 
【最終合格】国家総合職、労働基準監督官 

つらいなーと思いながら
勉強したことも
後からいい思い出になります

公務員試験を見越して大学の単位は３年前期で取りきりまし
た。民間就職の友達が先に内定をもらっていく中でモチベーシ
ョンを保つのが大変でしたが、終わったらやりたいことリストを
作って踏ん張りました。モチベーションが下がった時は素直に休
むことも大切です。

第6期生　経済学部 経済学科科
岩城　航大
【採用】国家一般職｠ 総務省 北陸総合通信局（行政）
【最終合格】石川県庁、国家一般職

弱音を吐きたいときには
ぜひ私たち先輩を
活用してください！

普段から人と話すこと、相手の話を引き出す練習が必要です。面
接練習で修正箇所はきちんと修正して、やれることはやった上
で、最後は自分らしくいることも大切なのかなと思います。札幌
を離れることは最後まで不安でしたが、自分が成長できる場で
あると思い決断しました。

第6期生　法学部
佐々木　里紗
【採用】国家一般職　経済産業省（行政）
【最終合格】北海道庁、財務専門官、国家一般職、札幌市

問題をこなすことで
達成感を得ながら乗り切りました

私は森林・林業分野のため専門試験は学科の同期や先輩と勉
強しました。研究との両立のために担当教員と事前に相談して
おくのも大切です。面接も一人では乗り切れないので、面接練習
の時に講師の方と話せたのが良かったです。

第6期生　農学部 森林科学科科
片桐　琴羽
【採用】国家総合職　林野庁（技術）
【最終合格】北海道庁、国家一般職、国家総合職

自分のやる気の出し方や
勉強スタイルを
把握することが第一歩

民間企業と決めかねていましたが、どちらの道も選べるよう公務
員試験対策を始めました。事務局に入り浸り、よく職員の方とお
しゃべりをさせてもらっていました。説明会や面接の時期は引き
こもりがちだったので、何気ない会話や励ましの言葉がモチベ
ーションになりました。

第6期生　法学部
奥山　夏帆
【採用】国家一般職　北海道開発局（行政）
【最終合格】国家一般職、財務専門官、北海道庁

面接練習や説明会への参加など
事前の積み重ねが
強い気持ちを作ります

民間就職と悩みましたが、9月に行われた講座主催の霞が関セ
ミナーに参加した際、やりたいと思っていたことができる官庁に
出会えたので公務員専願にしました。受験は団体戦とよくいい
ますが、精神的な苦しさをわかちあえる同期の存在は非常にあ
りがたかったです。

第6期生　法学部
中村　一葉
【採用】国家一般職　会計検査院（行政） 
【最終合格】国家一般職、財務専門官

受講生の声 励ましあい、学びあって難関を突破した
受講生の喜びの声をご紹介します。
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有料オプション 希望者向けのオプション講座です。

●SEQパワーアップセミナー2019年12月
SEQ(スチューデントEQ)を活用した取組を通じて、受講生自身の振り返りを元
にした今後の行動の指針を身につけることを狙いとしています。

開講から合格までの流れ

公務員志望者なら5～10回受ける模擬試験。本講座受講生に向け、特別価格、特別会場で提供します。
2020年1月 ●公務員模試 1月～数回実施

2020年6月

一次試験に合格できても、その先には面接や集団討論などの形で人物評価試験が
待っています。面接やプレゼンが苦手という方もご安心ください。本講座では、講師と
担当職員が一体となって、受講生一人ひとりのトレーニングをお手伝いいたします。

2020年4月 ●直前二次試験対策 （4月～10月頃まで随時）

2020年5月
官庁訪問を皮切りに、記述試験・集団面接・集団討論・個人面接など様々な形態で、
人物・資質を評価する試験が行われます。

●各種ニ次試験 （6月～10月頃）

●合格・内定

●東北合同北海道地区面接対策大会

2020年10月
長い期間の努力が報われる時期です。内定後の手続きまで気を抜かずに慎重に行いましょう。この後卒業までは、皆さんの
体験を後輩に伝え、一人でも多くの北大生を公務員合格に導けるよう、「合格サポーター」として活躍していきます。

●合格サポーター活動開始!

●開講生オリエンテーション（予定） 5/17（金）18：25～
開講生オリエンテーションは、1年間の長丁場となる本講座を上手に活用するための様々なご案内や留意事項などのご説明、
質疑応答を行います。ここで疑問や不安を解消して、気持ちよく受講をスタートしましょう。

2019年5月

●スチューデントEQ受診（お申し込み後、随時）

2019年6月 ●6月～7月 受講生面談

面接時に使用する「面接カードの書き方」や、面接時にアピールするための基本知識・自身
の経験・体験の振り返りを、グループワークを通じて行います。合格サポーターの先輩も参加
しますので、何でも相談できます。

●面接対策特別講座 11月～2018年1月

自分の知識習得度合いや、全国の大学生の中で自分が相対的にどのような位置にいるかを知ることはとても重要です。数回
開催されるオリジナル模試を通して、自分の実力を確認しながら、弱点克服ができます。

●オリジナル模試 12月より直前期にかけて数回開催

全国各地の生協公務員講座受講生が霞が関に大集合（2018年は950名）。各省庁の業務について説明を受け不明点
を質問し、公務員の業務について考える機会です。（交通費は各自負担） 注）日程は変更となる場合があります。

●全国公務員業務研究セミナー in 霞ヶ関（生協公務員講座生限定企画）2019年9月
9/10（火）・11（水）・12（木）のうち1泊2日

●英語対策特別講座 

国際化が進む中、公務員にも語学力は必須。TOEIC対策を念頭に置いた「実践的英語講座」を講座受講生向けの特別カリ
キュラムで実施。より可能性を広げる特別講座です。（平日のみ13：30～18：00×10日間）

2019年8月
8月下旬（予定）

●「美文字講座」

講座受講生を複数のグループに分けて、グループ毎に志望先の調査・まとめ・発表を行う
グループワーク。10月頃の発表会では講師・担当職員からの講評も加わり、より理解が深
まります。

●10月～11月 職種研究グループワーク2019年10月

2019年11月 ●「合格サポーターとの交流会」
●サポータートーキング（不定期開催）

今度はあなたの番です！

2020年3月
本講座は1年に及ぶ長い期間の開催です。そのため、開催当初の内容などは意外に忘れがち。直前対策では、試験に出やす
いポイントを中心に集中的に復習・対策を行います。

●直前対策

●職場訪問ツアー  1月中旬予定
2020年2月 ●「女性のためのメイクアップ講座」

●「スーツ着こなし講座」

水産学部・院がある函館キャンパ
スにも年10回ほど講座事務局が
赴き、時期に応じて必要な進路ガ
イダンスやＳＥＱセミナー、面談、
面接訓練、模試運営などを手厚く
行います。普段は札幌キャンパス
での講義を収録したＷＥＢ動画の
視聴がメインとなりますが、１人で
はペースを保つのもなかなか大
変です。同期がいるから頑張れる！

２０１8年は、１人平均『8.6回』の
個人面接訓練を行いました。志
望職種に合わせ官庁訪問の相談
会や、集団討論訓練、英語面接
訓練等も対応します。

同期のつながりを強め、事務局や
サポーターとの距離を縮めるた
め、講座だけでなくインターンや
留学や旅行にアルバイト、部活な
ど、普段忙しく活動する皆さんの
貴重な情報交流の場を用意して
います。

１人１人の経験や知識を皆で共有
することで、今まで知らなかった
職種との出会いをどんどん促進
します。せっかく一生懸命取り組
んだので、参加者からの投票によ
って賞を決め、ささやかながら副
賞もご用意。楽しみながら職種研
究とマッチングが進みます。

全国４7の大学で開講している公
務員講座が霞ヶ関で開催。官庁を
訪れ、施設見学や説明会に参加し
ます。昨年は、全国から過去最高
の９００名が集結しました！志望職
種や自分を見つめ直す格好の機
会になります。
セミナー後の交流会にはＯＢＯＧ
も加わって、大学の垣根を越え、
活発な情報交換やフリートークが
行われます。

諸官庁の協力を得て、実際に働
いている様子を見学し、公務の最
前線を間近に見ることができま
す。イメージとは違った職場の雰
囲気に志望順位が大きく変わる
きっかけにもなっています。職員
の方々との座談会には生協講座
生のＯＢＯＧも顔を出してくれる
ことも・・！ 

有料オプション

有料オプション

有料オプション

有料オプション

面接訓練

「函館キャンパ
スにて」

「業務研究セミ
ナー in 霞ヶ関」

「夏の大懇親会
！」

「職種研究グル
ープワーク」

「職場訪問ツア
ー」
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本講座は、合格するための最適なカリキュラム・スケジュールで構成されていますが、漫然と受講し
ていてもいい結果はでません。特に二次試験では、知識よりも人格的要素を総合的に評価されます。
面接・集団討論の訓練、自己分析など、本講座の有用なサポートを明確な目標を持って積極的に活
用しながら、時間をかけて主体的・総合的に自分を高めることが必要です。

よくある　ご質問・ご相談Q&A

講座にちゃんと出席していれば、合格できますか？

学部生であれば、直接的な試験対策は３年生（卒業の２年前）から始めれば十分に間に合います。
大切なのは、しっかりとした目標を持って集中的に取り組む姿勢。公務員に限らず就職活動におい
ては、大学生活の過ごし方、経験と成長が問われます。１～２年生のうちは、学業のほか、サークルや
ボランティアなどで人との関わりや社会体験を重ね、自分を磨くことも大切です。

公務員になるためには、何をいつ頃から始めればよいのでしょうか？Q

本講座は、北海道大学の授業時間や学事日程に合わせてスケジュールを組み立てております。
やむを得ない事情で欠席してしまった場合も、講義を収録したDVDによる自宅受講が可能ですので
ご安心ください。ただしスケジュール的には両立可能であっても、結局はあなたの努力次第であるこ
とはご承知おきください。

大学の授業と両立できますか？Q

一口に公務員と言っても、仕事の分野は多種多様。民間企業でもできる仕事もあります。「民間企業
か公務員か」ではなく、自分が何をしたいのか、どういう人生を歩んでいきたいのか、まずは将来の
ビジョンを描いてみてください。ただ、公務員試験対策は時間がかかります。本講座は民間企業への
就職活動にも活かせますので、試験対策をしながら進路を考えることが最良かと思います。

民間企業か公務員かで悩んでいます。Q

原則として、北大生協の組合員であることが受講条件です。未加入でしたら、必ずご加入ください。
加入は各キャンパスの購買店カウンターにて手続きができます。加入の際は、出資金20，000円を
お願い致します。出資金は、脱退（卒業）時に返還いたします。講義の出席管理に、組合員証または受
講証を使用いたします。

大学生協の組合員でなくても受講できますか？Q

公務員採用試験は、法律や経済に関わる科目が多いことは事実です。だからといって、法学部や経済
学部の学生が必ずしも有利とは限りません。本講座では、どの科目も初学者ということを前提に内
容を構成しています。講義に毎回きちんと出席し、しっかりと復習をすれば、法律や経済に関わる科
目にも十分対応できるようになります。

法律や経済の知識が無く、講義についていけるか不安。やはり不利でしょうか？Q

できません。本講座は公務員採用試験に合格するための最適なカリキュラムで構成されています。
どの科目も合格のために不可欠な講義であり、すべて受講して初めて最大限の効果を発揮できるも
のとお考えください。

いくつかの科目だけ選んで受講することは可能ですか？Q

受講料には、テキスト代・スチューデントEQ受診料・二次試験対策サポート代といった料金が含ま
れております。また、受講生であれば個別相談も無料で受けられます。なお、本講座に直接関わる費
用以外にも、「霞ヶ関OPENゼミ」への参加・試験本番・官庁訪問などの際に、交通費や宿泊費などと
いった費用がかかりますので、前もって心づもりをしておきましょう。

受講料以外に、かかる費用はありますか？Q

Q

例年受講生の1.5割くらいが大学院生（工学、農学、理学、文学など）ですので研究が忙しくなかなか
出席ができない学生は過去にも多くいました。講義は毎回ビデオ撮影しており、DVDにして無料貸
し出ししていますので、そのような方たちもDVDを借りて図書館や自宅で視聴することで、生講義に
出席している方と同じように合格を目指しています。

大学院生なので、研究の都合で欠席が多くなりそうですが？Q

工学以外の技術系科目に特化したコースをご用意していないため、工学以外の方のほとんどは「教
養コース」を選択しています。その場合、専門科目についてはご自身で勉強していただくことになりま
すので、すでにご自身の学部で勉強している内容や、学部の先生、先輩などから情報収集することを
おすすめしています。

工学以外の理系学部（院）で技術職を目指す場合、どのコースを選択すればいいですか？Q

もちろん可能です。（第6期9名第7期6名が在籍中です）LIVE講義は基本的に札幌キャンパスで実
施しますが、その様子を収録した映像を「講座専用のWEBシステム」から視聴できます。また、面談
や面接訓練についても、講座担当者が頻繁に函館キャンパスに赴いて実施しております。もちろん、
札幌にお越しの機会があれば「生講義」に参加していただけますので是非ご活用ください。

水産学部函館キャンパスでも受講できますか？Q
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合格に向けて皆さんを全力でサポートします。
最新の正しい情報 ポイントを絞った学習 やる気の継続 の3つが大切です！

大学生協が公務員予備校？ 不思議に思われた方もいらっしゃるか
もしれません。
全国の大学生協で約２０年前に産声を上げた「大学生協の公務員
講座」が北大で開講して７年が経過し、これまで多くの北大生を国
家公務員や地方公務員へと送り出してきました。その大きな特長と
して大学に深く根ざした大学生協の公務員講座では、ＯＢＯＧ・内
定者とのつながりはとても強く温かいものです。やはりそこは母校の
後輩のため、何かとお骨折りいただいてます。現役生にとっては頼れ
る先輩達の存在にどれほど勇気づけられることでしょう。
我々講座事務局スタッフは生協の食堂や購買の職員達と同じく、毎
日のように顔を合わせる、とても身近な存在です。このフレンドリーで

アットホームな環境に加えて、学内で全て完結する学内講座の安心
感が北大生から多くの支持を受けて８期目に突入します。同時に事
務局も進化を続け、貪欲に知識を吸収し、経験を積み、受講生と共
に成長し続けていきます。
全国各地４８大学で開講している大学生協公務員講座のネットワ
ークを活かして、国家公務員はもとより「お膝元」札幌市・道庁だけ
でなく全国各地の都府県庁、政令市等にも充実の対応を行っていま
す。事務局では、毎日お申込みだけでなく志望者からのご相談を受
け付けています。ぜひ一度、事務局（北大生協キャリアサポート店）
までお越しください。ご学友やご家族とご一緒の方もどうぞお気軽
に。職員一同、心よりお待ちしております。

広がる大学生協の公務員講座
全国47大学で開催中！（2019年度は京都大・
一橋大などを加え52大学に）

講師紹介  ＆ メッセージ

技術系の公務員試験対策は、情報が少な
く、対策が困難と言われますが、大学での
学習範囲と公務員試験の出題範囲とは大
きく重なるため，公務員試験に合わせて勉
強すれば、しっかり実力を伸ばすことがで
きます。私の講義では、技術系の専門科目
全体を広い視野で眺め，的確な対策を取
ることで、技術系公務員試験合格に必要か
つ確実な実力をつけていきます。

土木専門科目
担当講師

丸山 大介 先生
出講大学
名古屋大、秋田大、岡山大、
山口大など多数

最も大切なことは日々の学習をこつこつ
積み上げていくことです。才能や頭の良し
悪しは関係ありません。必要なのは公務
員になりたいという情熱と日々の努力で
す。予習は不要ですからとにかく講義に出
席して下さい。難解な法律も具体的事例
を使ってわかりやすく解説します。講義を
聴いた後は自然に過去問が解けるように
なるでしょう。　

法律系(民法)・政治学・
面接対策他
担当講師

湯浅 耕二 先生
出講大学
九州大、千葉大、福井大、広島大、
高知大など多数

高い職業意識を持つことが求められる公
務員においても、日々の業務に忙殺されて
しまい自分を高める勉強をする時間は案
外ないものです。
実務経験をも踏まえつつ講師として受講
生のみなさんが将来に渡って役に立つよう
な考え方、ものの見方を今のうちから身に
つけることができるよう、助力していきたい
と思っています。

法律系(憲法・行政法)・行政学・
人文科学・面接対策他
担当講師
弁護士(大阪弁護士会所属)

中村 輝 先生
出講大学
大阪大、東北大、金沢大、
松山大など多数

心理系公務員は、今の世の中だからこそ必
要とされる重要な仕事の１つです。興味を
持たれましたら、どんな仕事なのか、すぐに
情報収集してみて下さい。「これこそ自分の
仕事にしたい」と思いましたら、迷わず受講
しましょう。やる気のある受講生に、講師も
全力でサポートいたします。

心理職講座
担当講師

高橋 美保 先生
出講大学
東北大、福島大、山形大など多数

公務員試験では、必ず論作文が課されま
す。最近の出題の傾向、よく出るテーマを書
き方から資料の読解を含め、政策論文にも
言及した演習を交えつつ講義解説します。
文章理解は国家試験では11題、地上では
９題と出題の多い重要分野です。
如何に解答のスピードを上げ、部分的精読
で筆者の論理を読みとっていくかわかりや
すく講義解説します。

文章理解・論作文・面接対策講義
担当講師

京城 明日香 先生
出講大学
大阪大、名古屋大、東北大、九州大など多数

■受付場所

■お申込時に代金をお支払いください。

5コースともに、生協会館2Fキャリアサポート店にて受付致します。

◎講座受講料、テキスト代を合わせてお支払いください。　◎代金の支払いをもって受付完了となります。

◎クレジット（一括払いのみ）や大学生協ローン（3～36回払い）もご利用いただけます。これらの併用も可能です。

お申込時にご用意いただくもの
① 受講申込書（最終ページ）  ② 講座受講料・テキスト代   ③ 証明写真（3×4cmなど）※水産店での申込のみ

※申込時に、講座受講カルテで使用するため「ご本人の写真」を撮影させて頂きます。ご了承ください。

受付は先着順です。お早めにお申し込みください。また、講義室の座席数の
都合により、受付を締め切らせていただく場合があります。予めご了承ください。
※お電話によるご予約は受付けておりません。予めご了承ください。

お申し込み方法等

お申込期間

◎受講申込書（最終ページ）に必要事項をもれなくご記入ください。

お申し込みにあたって

1次申込締切までに申し込まれた方には、早期特典あります。

最終申込締切
5月20日（月）

受付開始
1月21日（月）

1次申込締切
3月30日（土）

公務員模試1回無料・
4月上旬実施予定 

事務局からのメッセージ

北大生のための公務員講座 担当講師陣

講座事務局　局長　川瀨 葵 （兼キャリアサポート店 店長）
保持資格：キャリアコンサルタント、ＥＱトレーナー、
ＣＤＡ（キャリアディベロップメントアドバイザー）など
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北大生のための
 
公務員試験対策講座 受講申込書

北海道大学生活協同組合 キャリアサポート店

北海道大学生活協同組合 キャリアサポート店

太枠内のすべての項目をもれなく丁寧にご記入ください。

お名前

姓 名 学籍番号

生年月日 西暦 　 　 　  年 　 　 　  月 　 　 　  日

携 帯 電 話

組合員No.
学生証裏面に記入欄があります。

※マンション・アパートの名称まで正確にご記入ください。

※現時点でのお考えで構いませんのでご記入ください。

女
　
男

フ リ ガ ナ

〒

〒

所　属 学部
学科

研究科
年

現住所

帰省先

志願先

大 学 生 協 使用欄

Eメール
〈携　帯〉

〈パソコン〉

都 道
府 県

№

受　領　証
様

金　額 左記金額正に領収いたしました。￥

2019 年　　　　月　　　　日

2019年　　　　月　　　　日申込日

　
　　　　　　　
　　　　　　　  

 
　　　　　　　　　　

支払方法　□ 現　金　一　括

□ 大学生協ローン

□ クレジットカード

申込者

申込内容

〈切り離さずにご提出ください〉

〉
り
取
り
切
〈

但し　「北海道大学生協　北大生のための公務員試験対策講座」

□ 教養コース　　

　
□ 心理職コース　□ 行政職総合コース

□ 土木職コース　
□ 技術職コース

　の受講料として　　　

〈受付担当：　　　　　　　　　　〉

店舗印

札幌市北区北8条西7丁目 北大生協会館2F　TEL011-709-7717

1 1 0 1

※l（エル）と１（いち）、O（オー）と0（ゼロ）、-（ハイフン）と_（アンダーバー）など、紛らわしいものにはフリガナをつけてください。

一度、必ず携帯から事務局へメールを入れてください。
（氏名を記載してお送りください。）

22ページの記載確認事項について同意します。

出身高校

署名：

※ご記入いただいた個人情報は、本講座に関わる諸手続・諸連絡・資料等の送付に利用させていただきます。個人情報取扱に関する詳細
　は、北海道大学生協ホームページ「個人情報保護に関する基本方針」（https://www.hokudai.seikyou.ne.jp）をご覧ください。

受講コース　

北海道大学生活協同組合 キャリアサポート店
TEL 011-709-7717　FAX 011-736-3172
講座事務局 Email：koumu_career@coop.hokudai.ac.jp
第8期生担当：川瀨・鷲見・上田まで

公務員講座に関するお問い合せ

【ご確認事項】

北大生のための公務員試験対策講座のお申し込みをご検討の皆様へ 

事業者名：北海道大学生活協同組合
住所：北海道札幌市北区北8条西7丁目 北大生協会館3F（理事会室）

代表電話：011-746-6218

北大生のための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、次ページの申込用紙でお申し込みをお願いいたします。
お申し込み時の申込者署名をもって、以下の内容にご同意頂いたものとさせていただきます。
受領証は講座修了時まで本パンフレットと共に大切に保管しておいてください。

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実施し学内講座事務局が約18ヶ月間を通して様々なサ
ポートをおこないます。

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）を北海道大学
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・第三者へ貸与することは一切できません。

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、変更の際は事前に受講生へご連絡いたします。

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
（公務員講座申し込み後、お客様による公務員講座受講契約の解除について）
①
②

③
④

⑤

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。
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。
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。
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
学生協よりその全額の返還をうけることができます。
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
●

●
①
②
③

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）から違約金として、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。ただし、未使用分の教材が返還されない場合は、未使用分の教材の価格相当額の返金はできません。
公務員講座開始後の契約解除の場合、申込金（教材代金含む）から①～③を差し引いた金額を返金いたします。
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単価1,000円(税抜)を乗じた金額）。
お渡し済みの教材・テキスト等の価格相当額
違約金として、申込金（教材代金含む）から①及び②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。

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。

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 頂いた個人情報は北海道大学生活協同組合個人情報保護法方針※に則り、北海道大学生協が管理します。
※https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/univcoop/privacypolicy/

9 講義・面接・各種イベント等の様子を収めた映像・写真等は、北海道大学生協の目的の範囲内において、パンフレットをはじ
めとしたポスター・ホームページ・各種SNS等、これらの媒体に個人が写っている写真等を含め掲載いたします。

10 公務員講座の受講にあたっては、信義誠実の原則にしたがい合格体験記の提出、進路報告への協力義務が付随いたします。

内容を十分にお確かめください。

QRからでも  
メールが  
送れます。

お申し込み手続

□ 行政職総合コース
　 税込 ３４２，８００円

□ 土木職コース
　 税込 １８９，８００円

□ 心理職コース
　 税込 １９２，８００円

□ 教養コース　
　 税込 １３６，８００円

□ 技術職コース
　 税込 １４８，８００円

（テキスト代を含みます）
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