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講座の特徴
1

阪大生に合わせた
講義スケジュール・講義内容

講義スケジュールは大学の講義・試験日程・学
事行事を考慮して設計しています。長期休暇期
間を除く平日の講義開始時刻は、5限終了後の
18時30分となっています。また、講師と事
務局が相談して、阪大生に合った講義内容を実
施しています。阪大生の受験者が多い職種で出
題される科目や阪大生の得点源になりうる科目
を重点的に学習することで、より効率的な試験
対策をとることができます。

3

面接対策が充実

面接指導は、1期生から阪大生を指導してきた
事務局担当者が中心となって行いますので、阪
大生にあったアドバイスが受けられると好評を
得ています。（学業・サークル・アルバイトと
の両立　民間との併願　地元での就職　等）面
接練習は、予約不要・回数制限なしでいつでも
受けることができます。

2
豊中キャンパス内での対面講義を

すべて動画配信

講義は、豊中キャンパス内の施設を使って対面
で行います。また、すべての講義を動画配信
し、講義で使用したレジュメもダウンロードで
きますので、忙しい阪大生にとって学習がしや
すい講座となっています。動画は、遅くても３
営業日後には視聴可能ですので、対面と動画配
信をうまく使い分けて学習が進められます。動
画配信は受講料に含まれていますので、何度で
もご覧いただけます。

注目!!

4
講座事務局は

豊中キャンパス内に設置

講座事務局は、豊中キャンパス福利会館2階に
常設していますので、いつでも気軽に相談がで
きます。また、事務局には多くの受講生が訪ね
てきますので、事務局を利用することで他の
受講生との繋がりや情報交換ができ、モチベー
ションアップにもなります。

5
民間の就職活動をされる方の面接対策指導も実施

受講生の中には、公務員のみならず民間の就職活動をされる方もおられます。民間の就職活動をされる方の
ために、民間のES添削や面接練習等にも対応いたします。公務員・民間を問わず、受講生の進路・就職の
サポートのために、様々な対応を行っています。

注目!!

国家総合職　　文部科学省・厚生労働省・内閣府・人事院・厚生労働省・環境省・総務省・特許庁・気象庁・農林水産省・国土交通省・
　　　　　　　財務省税関・財務省財務局・会計検査院・経済産業省・国税庁・法務省・出入国在留管理庁　等
国家一般職　　税関（大阪・神戸・名古屋・東京・横浜・門司）・出入国在留管理局・運輸局・法務局・労働局・航空局・管区警察局・宮内庁・
　　　　　　　公安調査庁・原子力規制委員会・内閣情報調査室・製品評価技術基盤機構・地方更正保護委員会　等
国家専門職　　財務専門官・国税専門官・労働基準監督官・航空管制官・防衛省専門職員・法務省専門職員
国 会 職 員　　衆議院事務局・参議院事務局・国立国会図書館
裁判所職員　　裁判所事務官（大阪・名古屋・広島・高松・福岡各高等裁判所）家庭裁判所調査官（大阪・神戸各家庭裁判所）　等
都 道 府 県　　近畿2府4県・四国4県・愛知県・三重県・岐阜県・長野県・新潟県・静岡県・東京都・福島県・富山県・石川県・福井県・岡山県・
　　　　　　　広島県・山口県・鳥取県・島根県・福岡県・長崎県・大分県・鹿児島県　等
市　役　所　　大阪市・京都市・神戸市・西宮市・名古屋市・さいたま市・広島市・吹田市・豊中市・池田市・川西市・姫路市・伊丹市　等
そ　の　他　　大学職員（大阪・神戸・富山・福井・北陸先端科学技術大学院・東京工業各大学）自衛隊幹部候補生　等

■受講生の主な進路
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経済産業省ワークショップ

国税庁業務説明会

大阪労働局業務説明会

池田市職員との懇談会＠池田市役所

外務省外交実務シミュレーション

経済産業省政策シミュレーション

法務省業務説明会

裁判所団体傍聴＠大阪地方裁判所

OBOGとの交流会

経済産業省業務説明会

公正取引委員会業務説明会

裁判所職員業務説明会

豊中市職員との懇談会＠豊中市役所

OBOGとの交流会

過去に行われた受講生限定イベント

大阪大学キャリアセンター主催の公務員業務説明会について
大阪大学では、学内やオンラインで多くの公務員業務説明会が開催されています。
公務員に関心のある方のご参加をお待ちしています！

■過去に開催された説明会（一部のみ掲載）
特許庁・財務省財務局（総合職）大阪労働局・財務省税関・近畿管区警察局・国立国会図書館・
大阪税関・神戸税関・滋賀県職員・吹田市・防衛省・衆議院/参議院事務局・近畿地区国立大学
法人等職員・大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所など多数開催
●大阪大学に届いている公務員業務説明会の案内等は、下記ページをご覧ください。
　https://career.osaka-u.ac.jp/student/#content10　　QRコードはこちら→

学内で行われるイベントや、
裁判所・市役所庁舎訪問等、
受講生限定イベントが
豊富です。
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〈行政職コース〉基礎工学研究科　内定：気象庁
学内講座を利用した理由としては、学内で受講できるからです。私自身、研究が
ありなかなか勉強の時間確保が難しいことが多かったのですが、学内という近さ
や映像講義などを使用できることは非常に魅力的でした。これに加えて、私自身
が苦手としていた面接やグループディスカッションの練習を積極的に積むことが
できたことも非常に良かったと考えます。また事務局の方の情報面からの手厚い
サポートや阪大生に特化した対策方法などについても、他の民間の講座とは異な
り、充実していると考えます。正直なところ、これらのサポートなしで最終的な
内定をいただくことは、私にとって難しかったと考えます。ですので、公務員に
興味はあるがよくわからない人、面接対策などがしたい人には非常に良い講座だ
と感じました。

〈行政職コース〉文学部　内定：厚生労働省
私が学内講座を選んだ理由は、学内で講座を受講できる利便性でした。実際はあ
まり講座に出ることはなく、オンラインで動画を視聴して受講していました。動
画は見ずに溜めてしまうことが多く、間に合わないと不安に思う時期もありまし
たが、事務局の方が相談にのってくださり、一緒にペース配分を考えてください
ました。筆記試験の勉強だけでなく、人物試験対策もしっかりとサポートしてい
ただけました。人前で話すのが苦手で面接に恐怖心を抱いていましたが、何度も
練習をしていただき、無事に内定を頂けました。学内講座は通いやすさだけでな
く、いつでも相談できるのが大きな利点だと思います。迷ったらとにかく相談に
行くことで、解決策が見つかります。また、事務局の方や同じ受講生との会話も
就活の励みになります。頑張ってください！

〈行政職コース〉文学部 内定：国立国会図書館
私が講座を受講したきっかけは、通いやすさもさることながら、阪大生の傾向を
踏まえた試験対策ができると考えたことがきっかけです。授業でも、阪大生が力
を入れるべきポイントはどこであるのか示して頂けるので、試験科目の多い公務
員試験を受験するにあたり、効率よく学習できたと思います。また、法律や経済
といった専門科目には独学で取り組んでいたのですが、事務局の方からは専門試
験の科目選択や教材選びで、有益な助言を多く頂きました。公務員試験はある種
の情報戦でもあるので、事務局のサポートが手厚いというのは大変ありがたいと
ころでした。その他、併願先や試験日程などを考える上でも有益な多くの情報を
頂きました。ちなみに、内定先である国立国会図書館も、3年次の夏季休暇中に、
事務局の方からお勧め頂いたことがきっかけで、説明会等に足を運ぶようになり
ました。私の場合、アルバイト・サークル活動・ゼミ・教職課程と並行して、公
務員試験対策を進めていましたが、多忙な中でも、阪大生に合った効率的な試験
対策ができるというのは、学内講座の大きな魅力だと思います。

〈行政職コース〉文学部　内定：愛知県
私は部活動との兼ね合いもあり、中々対面授業には参加することができませんで
した。しかし授業動画は再生速度を変えることができ、よく分からないところは
何度も巻き戻して見ることができたので、自分のペースで学習を進められ、大変
便利でした。また学内講座の利点として、不安なことがあればすぐに相談できた
ところも良かったです。不安が解消されるまで何度も面接カードを添削していた
だいたり、面接練習を行っていただいたりと親身に寄り添っていただきました。
本当に感謝しています。

〈行政職コース〉外国語学部　内定：大阪大学
一番お世話になったのは面接対策や進路決定です。私は秋頃から進路相談や就職
説明会の情報収集のために事務局に通い始めました。一次試験の前後から本格
的に面接対策が始まりましたが、質問への答え方などを学びながら何度も模擬面
接をしていただきました。集団討論の練習では、公務員試験ならではの常識を教
えていただいた上で本番に臨めました。面接対策の練習で一緒になった受講生の
方々との交流も、ナーバスになりやすい時期の心の支えになりました。大阪大学
の内定を頂き、志望していた市役所の受験を継続するか迷っていました。その際
に事務局の方に相談し、自分でも納得のいく決定ができたと思っています。

〈技術職コース〉文学部 内定：国立国会図書館
私が講座を受講したきっかけは、通いやすさもさることながら、阪大生の傾向を
踏まえた試験対策ができると考えたことがきっかけです。授業でも、阪大生が力
を入れるべきポイントはどこであるのか示して頂けるので、試験科目の多い公務
員試験を受験するにあたり、効率よく学習できたと思います。また、法律や経済
といった専門科目には独学で取り組んでいたのですが、事務局の方からは専門試
験の科目選択や教材選びで、有益な助言を多く頂きました。公務員試験はある種
の情報戦でもあるので、事務局のサポートが手厚いというのは大変ありがたいと
ころでした。その他、併願先や試験日程などを考える上でも有益な多くの情報を
頂きました。ちなみに、内定先である国立国会図書館も、3年次の夏季休暇中に、
事務局の方からお勧め頂いたことがきっかけで、説明会等に足を運ぶようになり
ました。私の場合、アルバイト・サークル活動・ゼミ・教職課程と並行して、公
務員試験対策を進めていましたが、多忙な中でも、阪大生に合った効率的な試験
対策ができるというのは、学内講座の大きな魅力だと思います。

〈技術職コース〉法学部　内定：環境省
就職活動を終えた今、大学生協の公務員講座を受講してよかったと心から思っ
ています。元々環境省に入りたいと考えていた私は、友人が予備校に通ってい
ることや、生協公務員講座の受講生の志望先がバラバラであることから、この
講座において国家総合職合格に十分な勉強ができるのか、心配していました。
事務局の方と相談していく中でも不安は少し残っていましたが、他の予備校と
比べて通学が楽で料金が安いという魅力から、受講を決めました。そして専門
科目である法律は独学で身につけるということも決断しました。授業が始まっ
てから、短期間での習得のために、理解できない箇所や不安な点について先生
方に質問するようにしていたのですが、先生方がとても親身に質問に答えてく
ださいました。また、授業にはコンパクトに重要な点のみまとめられており、最
小知識で合格できるように工夫が凝らされていたように感じます。独学の法律
についても、事務局の方や先生方のアドバイスをいただきながら、着実に力を
つけることができました。そして、一次試験の直前に先生から応援のお言葉を
もらえたことが印象に残っています。先生から力をもらい、少しばかり自信を
もって試験に臨めたと思います。同じ大学に通う仲間と一緒に2次対策をでき
たこともとても良かったです。もしあなたも講座に入ることになったら、ぜひ同
期の人と面接練習を一緒にしたり、勉強や就活の悩みを共有したりしてみてく
ださい。力がつくだけでなく、不安がとても小さいものになります。何より、新
しい大学の友達ができたことを嬉しく思いました。私みたいに不安を感じてい
る皆さんへ。この講座において、毎回の授業から学び、事務局、先生方、同期
の方々にたくさん頼ることで、合格をつかみ取るのに十分な力をつけることが
できると思います。ただ、相性もあると思いますので、ぜひ一度講座窓口に相
談しに行ってみてください。そしてここで頑張れそうだと思ったなら、ぜひ自分
を信じて進んでみてください！

〈技術職コース〉外国語学部　内定：防衛省専門職
私は、公務員と民間を併願しようと思っていたので、教養科目のみのコースを受
講しました。公務員講座を受講して良かった点は、オンラインで受講できること
です。民間との両立はES、適性検査の対策に時間を取られ、公務員試験の対策
にかけられる時間は限られていたので、オンラインで受講することで、再生速度
を調整し、苦手な分野を複数回見たり問題を解いたりすることに時間を使うこと
ができたので、学習しやすかったと思います。また、忙しい受講生のために絶対
にやっておくべき分野を絞っていただけたので、効率的に試験対策をすることが
できました。そして、事務局の方が就職活動の合否や時間がないことへの焦りで
精神的に辛いときに、対面でもオンラインでも相談に乗っていただいたので、民
間との両立をやり遂げることができたと感じています。大学生活において、公務
員試験で面接を担当する年代の方と話すことができる機会は少なく、また面接の
コツや先輩方の経験談を話してくださるので、小さいことでも相談してみるとい
いと思います。公務員と民間の両立は肉体的にも精神的にも大変なことがたくさ
んありますが、私にとっては、面接練習になり、様々な人と触れ合うことで自分
の視野が広がったり、自分の知らない強みを発見できたりする貴重な体験となり
ました。これから、両立を考えている皆さんにはスケジュール・健康管理だけで
なく、公務員講座事務局の方と相談しながら納得のいく就職活動にしていただき
たいと思います。

〈技術職コース〉文学部　内定：航空管制官
学内の講座なので、大学の授業と両立しやすいと考え、受講を決定しました。開
講期間は大学の授業の大半がオンラインだったので、大学に行く機会がほとんど
ありませんでしたが、自宅で講座のビデオを視聴することができたため、自分の
ペースで無理なく学習を進めることができてとても助かりました。学内講座の教
材は要点がまとまっており、講義では頻出分野や重要な部分を教えてくださった
ので、自力で学習するよりも効率よく勉強できたと思います。航空管制官は特殊
な試験科目があり、不安な部分も大きかったですが、基礎能力試験対策を効率よ
く行えたことで、他の科目や面接の対策にも十分な時間を割くことができました。
その結果、上位での最終合格となり、学内講座を受講して本当によかったと思っ
ています。

〈技術職コース〉文学部　内定：裁判所事務官
校内に事務局があるので、分からないことがあれば気軽に相談に行くことができ、
些細なことでも丁寧に対応していただけたのがとてもありがたかったです。特
に私は面接が苦手だったのですが、面接カードの書き方から模擬面接までとても
手厚くフォローしていただいたおかげで、本番では落ち着いて臨むことができま
した。公務員試験は筆記から面接までの期間が長く、途中で心が折れそうになる
こともありましたが、周りで同じように頑張っている学生や親身に相談に乗って
いただける事務局の存在は大きな心の支えとなりました。学内講座を受講して良
かったと思います。

11期生からのコメント
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〈行政職コース〉文学研究科　内定:国土交通省
独学ではなく講座に通うことのメリットは、試験範囲が広い公務員試験において、
どの科目をどこまでやるべきか(もしくはやらなくてよいのか)を、はっきりと示
してくれる点だと思います。独学でやることを考え、テキストを探したこともあ
りますが、種類が多すぎて選べませんでした。時勢柄、オンライン授業と対面が
半々くらいでしたが、空いている時間に進められるという点では、自分に合って
いました。また、独学では対策が難しい記述などは個別にフォローしてもらえて
助かりました。併願先に悩んでいたり、民間企業と公務員で悩んだりしている人
にとっては、両者の違いや個々人の適性について、客観的な意見をもらえる場で
もあると思います。　

〈行政職コース〉文学部　内定：人事院
当初通いやすさという一点のみでこの講座を選びました。しかし、受講を経てそ
れ以上に多くの良さを感じることができました。授業や公務員試験の勉強のため
に大学に通う日が多かったので、事務局が学内にあることには助けられました。
相談したいことがあるたびに事務局にお世話になり、就職活動における不安や疑
問をその場ですぐに解決できました。また、講師の方々は公務員試験に長く携
わっておられ、教科の内容のみならず、試験を受けるにあたり知っておいて損の
ないような情報を多々教えて頂けました。さらに、同じ大学の面々が受講してい
ることもあり、価値観を共有できる仲間もたくさん出来ました。正直なところ、
受講を始めたばかりの頃は明確な目標もなく、とりあえず就職できればいいなど
といったいい加減な気持ちを持っていました。しかし、講座の仲間たちと共に過
ごすうちに、自己を見つめ直し、目標を定めてそれに向かって精進することがで
きました。こうして過ごした日々は、辛くもありましたが単なる就職活動という
にとどまらず、人生の財産となったように感じます。

〈行政職コース〉文学部　内定：衆議院事務局
私が学内講座を選択したのは、学内で開講しているため受講しやすいと思ったか
らです。法律や経済とは縁のない私は、授業内容についていけるか不安でした。
しかし講師の先生のわかりやすい授業や、事務局スタッフの方々の手厚いサポー
トのおかげで、こうして無事に内定をいただくことができました。また、受講生
どうしで交流ができるところもよかったと思います。特に面接などの人物試験対
策では事務局スタッフの方々や受講生どうしで模擬面接をするなど、他の予備校
に劣らない非常に充実した試験対策ができたと感じています。後輩のみなさんも
これからぜひがんばってください！

〈行政職コース〉文学部　内定：参議院事務局　
大学の授業終わりに学内で公務員講座を受けられるということに魅力を感じ、受
講することに決めました。択一試験だけでなく専門記述の対策もしっかりとでき
たため、試験合格につながったと思います。また、勉強を進めるうえでの不安解
消や、勉強するポイントの絞り込みなど、事務局でたくさんのアドバイスをいた
だきました。私は、勉強を始めるのが遅かったのですが、事務局の方のおかげで
効率的に勉強を進めることができました。それだけでなく、面接の時期になると
事務局の方が手厚い面接指導・エントリーシート指導を行ってくださいます。こ
れがこの講座の最大の魅力だと思います。

〈行政職コース〉文学部　内定：参議院事務局
学内開講という利便性と、筆記試験から面接までの幅広いサポートに魅力を感じ、
受講を決めました。初めは学業と両立できるのか不安でしたが、講座日程が大学
の試験や行事を踏まえて組まれていたので、講座にも無理なく通い続けることが
できました。また、講座を通じて説明会の情報を得られたり、講座主催のイベン
トにも参加できたりしたので、自分に合った職種や、やりたい仕事を早いうちか
ら見つけられたように思います。いざ受験期に入ると事務局に足を運び、就職活
動全般について様々なアドバイスを頂いていました。心に余裕を持って本番の試
験に臨むことができたのも、事務局の方が親身になって相談に乗り、不安を解消
してくださったお蔭です。合格を掴むことができた今、学内講座を選んで本当に
良かったと強く思います。

〈行政職コース〉文学部　内定：国立国会図書館
学内講座の利点として、受講しやすいという点が大きくあります。ひとまず行き
さえすれば、周囲の受講生との情報交換ができます。知人が増えたり、わからな
いところを教えあったりすることもあります。身構えずに勉強ができるいい環境
です。また、面接対策は非常に充実していました。事務局の方に相談に乗っても
らうこともあれば、受講生同士で面接練習をすることもありました。面接練習に
参加するのは基本的に気が重いものですが、学内の知人がいるというだけでその
ハードルも下がります。加えて、幅広い科目の講義を受けられるという利点があ
ります。講義を受けてみてから、自分が勉強しやすい科目を重点的に勉強して試
験で使うという方法がとれます。実際に、私も文学部では触れたこともない政治
学で受験し、合格をいただきました。やってみるまで、何が合うかわからないも
のです。やっていきましょう。

〈行政職コース〉文学部　内定：宮内庁
大学で受講できるため、学内講座を選択しました。法律や経済に触れたことが無
く不安でしたが、多くのアドバイスによって、試験に対応できる力をつけること
ができました。欠席しても、動画配信でフォローできる点は、サークルとの両立
もできて助かりました。また、面接対策や悩みの相談ができる機会が充実してい
ることも、魅力の一つだと思います。事務局の方は根気強く面接の指導をしてく
ださり、不安な時には相談に乗っていただきとても有り難かったです。面接練習
等を通して新たに友人もでき、皆で励ましあいながら試験を乗り切ることができ
ました。

〈行政職コース〉文学部　内定：近畿管区警察局
大学内で受講できるということから、学内公務員講座を選びました。講義をイン
ターネットで視聴できるだけでなく、面接カードの添削や、面接の練習を何度も
行って頂くことができ、非常に参考になりました。試験勉強だけでなく、それ以
外の点でのフォローが手厚いところが講座の強みだと思います。実際に、講座の
卒業生からのアドバイスや、卒業生のデータ、阪大生同士の情報の共有などを行
うことができます。その中でも、事務局の方や他の受講生と相談しあえることが、
この講座の最も良い点だと思います。私自身、試験期間中辛かった時、事務局の
方や他の受講生と話すことで不安を打ち消して元気をもらい、長い試験を乗り切
ることができました。自分の精神面の管理も試験には必要になるので、学内公務
員講座をお勧めします。

〈行政職コース〉文学部 内定：愛知労働局
学内で授業を受けることができる点に魅力を感じ、学内講座を選びました。文学
部であったため、専門職コースを選び公務員試験に必要な知識を基礎から積み上
げていきました。オンラインで受講できるため、自分のペースに合わせて勉強を
進めることができました。しかし、最初はなかなか定着せず、テストの結果も芳
しくありませんでしたが、先生方や事務局の方に相談し、不安を解消することが
できました。また、面接でもサポートをしていただきました。面接カードから熱
心に添削をしていただき、自分が表現できるようになりました。模擬面接も何度
もしていただき、本番の面接でも緊張せずリラックスして受けられました。公務
員試験を、最初から最後まで徹底的にサポートしていただいたことには感謝しか
ありません。学内講座を受けるか迷われている方は、まずは事務局に行って相談
してみてください。そうすれば、この講座の良さがわかります。

〈行政職コース〉文学部　内定：製品評価技術基盤機構
学内開講であることと、あとからでも講義の映像を視聴できることから受講を決
めました。こうした点は勿論、疑問や不安なことをすぐに事務局の方々に相談で
きる点が非常に良かったと思います。特に面接対策では、何度も面接カードを添
削していただいたり、面接練習をさせていただいたりしました。同期と合同で練
習することによって、モチベーションを維持することにも繋がりました。また、
説明会などの情報をたくさんいただけたおかげで視野も広がり、現在の内定先を
目指すきっかけにもなりました。右も左もわからない状態からスタートして無事
内定をいただけたのは、こうした手厚いサポートがあったからこそだと思います。

〈行政職コース〉文学部 内定：裁判所事務官
学内講座を選んでよかったと思う理由は、事務局の面倒見の良さと、他の講座生
の存在です。面接カードの添削や面接練習で何度も事務局に通い、時には一日か
けて指導していただきました。的確なアドバイスや豊富な試験情報をいただいた
おかげで、不安を解消することができました。また、講座生みんなで合格しよう
という雰囲気の中で取り組むことができたことも、とてもよかったです。コロナ
ウイルスの影響で試験が延期になり精神的に苦しい時期が続きましたが、オンラ
インで情報交換をしたり、励まし合ったりして乗り越えることができました。面
接練習を通じて知り合った仲間から本番直前に応援のメッセージをもらい、勇気
づけられたこともありました。講座に関わる多くの方々に支えていただいたと感
じています。

〈行政職コース〉文学部　内定：裁判所事務官
学内で受講できること、親しい友人が受講生に多かったことをきっかけに受講し
ました。大学の授業が終わってから参加できるため、大学の勉強をしつつ公務員
試験の勉強にもバランスよく取り組めたと思います。また、進路や勉強で躓いた
ときなどに、親しい友人に相談したり、事務局の方に話を聞いていただいたりす
ることで、モチベーションを維持し、自分の将来について深く考えることができ
ました。勉強のサポートはもちろんですが、将来自分がどのように働きたいか、
どのように生きたいかなど、面接練習やエントリーシート作成を通して考えるこ
とができる点が、この講座の魅力だと思います。

先輩受講生からのコメント

※技術職コースを含めたすべてのコメントは、
HPでご確認いただけます。
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科目 コマ数 行政職コース 技術職コース 担当予定講師
憲法 20 ○ × 中村　輝
民法 36 ○ × 中村　輝
行政法 20 ○ × 中村　輝
政治学 8 ○ × 中村　輝
行政学 8 ○ × 中村　輝
国際関係 8 ○ × 中村　輝
経済原論 44 ○ × 小嶋　智明
財政学 12 ○ × 小嶋　智明
法律論文講義 12 ○ × 中村　輝
経済論文講義 3 ○ × 小嶋　智明
直前法律 14 ○ × 中村　輝
直前経済 6 ○ × 小嶋　智明
数的処理 41 ○ ○ 太田　健
資料解釈 3 ○ ○ 太田　健
人文科学 8 ○ ○ 京城　明日香
自然科学 6 ○ ○ 林　隆希
社会科学（経済） 6 ○ ○ 小嶋　智明
社会科学（経済以外） 6 ○ ○ 大久保　圭貴
文章理解 6 ○ ○ 京城　明日香
論作文講義 4 ○ ○ 京城　明日香
面接対策講義 6 ○ ○ 京城　明日香
時事 6 ○ ○ 大久保　圭貴
経済事情 4 ○ ○ 小嶋　智明
直前数的処理 6 ○ ○ 太田　健
開講オリエンテーション 1 ○ ○ 中村　輝

計 294 103

■講義の内訳（1コマ90分）

▶代金 （テキスト代+WEB講義代込み）

技術職コース ￥165,000（税込）
（テキスト代込み ）

技術系公務員を目指す方向けのコース

内容：講義103コマ+オリジナル模擬３回+論作文添削+面接対策指導

行政職コース ￥330,000（税込）
（テキスト代込み ）

国家総合職を含めて、あらゆる試験種に対応

内容：講義294コマ+オリジナル模擬３回+法律・経済論文添削+論作文添削+面接対策指導

■講師陣が出講している大学一覧
北海道大学・東北大学
名古屋大学・富山大学
金沢大学・福井大学　
大阪府立大学・大阪市立大学
和歌山大学・兵庫県立大学
龍谷大学・岡山大学
広島大学・山口大学
鳥取大学・島根大学
香川大学・徳島大学
愛媛大学・高知大学
九州大学・西南学院大学
佐賀大学・長崎大学
熊本大学・大分大学
宮崎大学・鹿児島大学 等

コースの内容

●全国の大学生協公務員講座受講生1万人以上を対象としたオリジナル模試を、3回実施いたします。（12月・2月・3月）受験
方法は、会場受験・在宅受験のどちらかをお選びいただけます。

●法律・経済論文講義および論作文講義では、実際に答案を作成していただきます。答案は、講師が添削したのちに返却いた
します。

●面接対策指導は、講座事務局が中心となって行います。予約不要・回数制限なしで対応いたします。
●オプション講座として、労働法・刑法をご用意しています。国家総合職を法律区分で受験される方、労働基準監督官志望の

方、裁判所事務官試験で刑法を選択される方などにお勧めです。講義はWEB講義のみとなりますが、質問がある場合には、
事務局経由で講師から回答をいただけます。

労働法 2,200円（WEB講義90分×10コマ）
刑　法 2,200円（WEB講義90分×12コマ）
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講義スケジュール

【参考】 2022年度講義スケジュール　講義会場　豊中キャンパス内施設

2023年度講義スケジュールは、確定次第HP等でご案内いたします。
▶https://osaka-univ.coop/jobhunting/02.html

講義スケジュール以外に、講座事務局によるガイダンス（学習・進路・面接対策）を随時行います。
ガイダンスは、WEB配信もいたします。
講義は3月で終了いたしますが、WEBでの学習は継続して行えます。
3月以降の面接練習・学習相談等は、講座事務局が行いますので積極的に事務局をご活用ください。

■公務員1次試験スケジュールの一例

■時間割表

4月上旬から5月上旬 5月中旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬 7月上旬

 国家総合職・衆議院事務局・
 参議院事務局・東京都・特別区・
 裁判所職員

 大阪府・大阪市・
 国立国会図書館

 国家専門職  国家一般職  地方上級・
 市役所

 国立大学
 法人等職員

１限目 10:00～11:30
２限目 11:40～13:10
３限目 14:00～15:30
４限目 18:30～20:00
５限目 20:10～21:40



豊中地区：旅行サービス豊中店（福利会館2階）
工学部地区：旅行サービスセンター工学部店
（センテラス2階　キャンパスサポートセンター内）
箕面地区：外国学研究講義棟3階シャンティ内
120名　

1.	 公務員講座は、「公務員試験対策」のために、生講義または収録済講義動画の
WEB配信による講座をおこないながら公務員試験対策講座事務局が約1年間を通
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、大阪大学生活協同組合（以
下、「大阪大学生協」といいます。）に無断で複製・複写することは一切で
きません。

4.	 講義の撮影・録音の他、教育的な目的のため、講座事務局の管理の下で面
接練習等の撮影・録音を行うことがあります。撮影・録音した画像・音声
等は、講座事務局が管理し、インターネットによる不特定多数の視聴を認
めることはありません。

5.	 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。
6.	 途中申し込みの方は、すでに実施済みの講座については収録済講義動画の

WEB配信での提供になります。
7.	 クーリング・オフに関する事項
　(1)	公務員講座は、申込金を大阪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阪大学生協へ提

　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。
　(4)	クーリング・オフの場合は、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、
　速やかに大阪大学生協よりその全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。

8.	 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

　違約金として、15,000円（税込）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。

　(2)	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。

　　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座の回数に講座の単価1,100円（税込）を
　	かけた金額）。

　　②	使用された教材の価格相当額
　　③	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（税込）のいずれか低い金額。
9.	 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。
10.	頂いた個人情報は「個人情報保護に関する大阪大学生協の基本方針」（http://

www.	osaka-univ.coop/organization/02.html）に則り大阪大学生協が
管理します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

【確認事項】

公務員講座ガイダンス開催!!（予定）  参加費無料！事前申し込み不要！

本講座に関するお問い合わせ先

大阪大学生活協同組合学内公務員試験対策講座事務局
豊中キャンパス福利会館2階　担当：永野・久本
TEL：06-6857-1076　FAX：06-6849-3449

E-mail：kouza@osaka-univ.coop

申込書に、必要事項をご記入のうえ、下記、申込受付カウンターまでお越し下さい。

テーマ  「公務員試験対策と仕事研究」
❶ 4月上旬　18：30～20：00（京城講師）
❷ 4月中旬　18：30～20：00（中村講師）

お申込
方法

公務員を志望される方はもちろん、まだやりたいことが見つかっていない方もぜひご来場ください。

大阪大学生活協同組合学内公務員試験対策講座　お申込みをご検討の皆様へ
大阪大学生活協同組合学内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：大阪大学生活協同組合　　住所：大阪府豊中市待兼山町１－９　　電話：06-6841-3326（代表）

申込先

申込定員

会場 ： 豊中キャンパス福利会館3階食堂
ガイダンスをビデオ収録しWEBにて配信予定です。視聴方法は
HP（https://www.osaka-univ.coop/jobhunting/02.html）
でご確認ください。講座担当者によるガイダンスも予定して
おります。日時・場所は決まり次第HPでご案内いたします。
公務員試験対策講座事務局（豊中キャンパス福利会館2階）で
は、随時相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用く
ださい。対面方式以外にも、電話やオンライン（Zoom）でも
対応いたします。


