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2022年度 公務員対策 オプションコース

22,000 円

22,000 円

16,500 円

16,500 円

16,500 円

4,000 円

4,000 円

対象学年 コース名 受講料（税込）

3回生

国家総合職オプション〈法律〉

国家総合職オプション〈経済〉

国税／財務専門官オプション

労働基準監督官オプション

裁判所事務官オプション

警察官オプション

消防官オプション

2022年度 公務員対策 基幹コース

33,500 円

54,500 円

59,500 円

対象学年 コース名 受講料（税込）

1～３回生

教養科目対策コース〈行政・技術共通〉

専門科目対策コース〈行政〉

専門科目対策コース〈技術〉

2022年度 公務員対策 おすすめコース

88,000 円

104,500 円

126,500 円

93,000 円

対象学年 コース名 受講料（税込）

３回生

地方上級・国家一般職コース〈行政〉

地方上級・国家一般職コース〈行政〉＋国税OP

地方上級・国家一般職コース〈行政〉＋国税OP＋国総OP

地方上級・国家一般職コース〈技術〉

滋賀県立大学生のための
2022年度 公務員試験対策講座

M
O
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2022年

5.16
開講！5/9（月）までに申込むと、

教材の到着が開講日に
間に合います。

主要科目は大学での対面講義、選択科目はZoom講義、
さらに、収録済みのWeb講座でも受講できます。
Web講座は2023年10月末まで繰り返し何度でも受講でき、
面接試験の対策は2024年3月末までサポートします。

3
Point

公務員試験は就職試験。 

独学では対策がしづらい人物試験（面接・論文・ES） 対策を
手厚くしっかり行い、ライバルとの差をつけます！

2
Point

難関国家資格や公務員試験の

受験指導歴40年以上の伝統を誇る
LEC専任講師が分かりやすく丁寧に指導します！

1
Point

公務員だからこそ、
できる仕事があります！
コロナ禍のキャンパスライフは、様 な々制約があったことと思います。

皆さんが「大学生活で最も力を入れたこと＝ガクチカ」はどんなことですか？

大学時代の経験から得た力を活かして、どのようなキャリア形成を
考えていますか？

新型コロナウイルスにより社会全体が大きな打撃を受ける中、
公務員は国民の日常を取り戻すために、日々 、懸命に働いています。

皆さんも、公務員として多くの人々のために働いてみませんか？

主要な科目は大学での対面講義を実施し、選択科目はZoomによるライブ配信講義を実施します。
また、すべての講義はすでに撮影済みのWeb講座でも受講できますので、アルバイトや部活動、研究などで忙しい学生の皆様も
フレキシブルに受講できます！さらに、充実した面接指導で、公務員合格をサポートします！ 

Web講座とは？ 専用スタジオで収録したハイクオリティな授業を、いつでも、どこでも、何度でも繰り返し受講できます。
速聴機能を使ってスキマ時間で学習したり、土日に集中して学習したり、自分のペースで学習できます。

滋賀県立大学公務員試験対策講座の特徴

筆記試験対策（対面講義×Zoom講義×Web講座） 面接試験対策（ホームルーム×個人面談×模擬面接）×
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国や地方自治体で働く人
＝

「人と社会のために働くこと」が最大の魅力

公務員就職を目指しませんか？
新型コロナウイルスにより社会全体が大きな打撃を受ける中、

公務員は弱者を保護し、社会を再構築する手助けができます。

社会が混乱する中でも、公務員は国民のために全力で仕事に取り組んでいます。

皆さんも、公務員として多くの人々のために働いてみませんか。

公務員だから
こそ

できる仕事
がある！

公務員として
働く魅力

公務員の種類

受験区分（職種）による仕事内容の違い

仕事の幅が広く、国民生活に欠かせない幅広い業務に携わることができる公務員。社会が混乱する中でも、公務員は国民のために
全力で仕事に取り組んでいます。失われた日常を取り戻すために働きませんか？

公務員の多彩な魅力

公務員は「全体の奉仕者」です。公務員の仕

事は一つ一つが公共性を有しているため、

「国民のために働いている」というやりがい

を感じながら仕事をすることができます。

研修制度も充実しており、着実にキャリアを

積み上げていくことができます。

やりがいのある仕事
ワークライフ（WL）バランスの推進に取り組

む行政機関では、有給休暇の取得率も高く

育児休暇や介護休暇も取りやすい環境が

整っています。育児休暇を終えた女性が職務

に復帰しやすい環境も整備されており、女性

にとって働きやすい職場です。

WLバランス（※）を確保

現政権が積極的な女性の登用を掲げる中、

公務員の職場環境においても女性の活躍の

場が広く用意されています。女性の重要ポスト

への登用も増加しており、この先さらに男女

の区別なくそれぞれ個人の能力によって活躍

できる職場環境が期待できます。

男女関係なく活躍
公務員の地位は法律によって定められていま

すので、不当に解雇や免職されることはあり

ません。さらに公務員の収入は人事院勧告や

人事委員会勧告に基づいて決定されるので

景気や業績で揺らぐことがありません。です

から安定した職業と言えます。

安定した職業・収入

国家公務員
省庁や出先機関等の各国家機関において政策立案、法案作成、予算編成などに携わるスペシャリスト。

特定分野の専門的業務に従事する。
国の中枢である霞ヶ関で主に政策の
企画立案を担う。

地方ブロックにある各省庁・地方支
分部局で政策の実施を担当する。

国税専門官／財務専門官／労働基
準監督官など。各分野のスペシャリ
スト。

総合職 一般職 総合職

地方公務員
都道府県庁や市役所などで行政全般の幅広い分野・業務に従事するゼネラリスト

市区町村の区域を越える業務、都道
府県全体で統一すべき業務、国と市
町村間や業者との調整など、比較的
スケールの大きな仕事を担う。

市町村と都道府県の機能を併せ持
つ大都市。本来の基礎的行政サー
ビスに加え、道府県に代わり福祉や
都市計画も担う。

地域住民の行政窓口として、住民生
活の基礎手続、住民の安全・健康確
保・環境保全、まちづくり、各種施設
の運営などを担う。

都道府県（広域自治体） 政令指定都市 市町村（基礎自治体）

技術系

各分野の政策立案・技術開発の検討・
調査業務などの行政事務に携わる。

特定の研究所に勤務し、研究・調整
業務に専念する。

土木、化学、農業区分など、それぞれ
の専門分野が関連する部局に配属さ
れ、専門知識を活かしながら、多彩な
分野で市民生活を支える。

国家公務員（技術系行政官） 国家公務員（研究官） 国家公務員（研究官）

公安系

警察官は、強盗・殺人・放火・詐欺など、市民生活を脅かす犯罪
に立ち向かい、社会の平和を守ることを使命とする都道府県
の公安系職員。警察の組織は、東京都の警察本部として「警
視庁」、道府県警察の本部として「警察本部」が置かれており、
一般市民を犯罪から守るための、幅広い業務に従事する。

警察官

市民の生命と身体をあらゆる災害から守ることが消防官（消防
士・消防吏員）の職務。市町村の消防職員として、住宅街、高
層ビル群、山間部など、様々な環境で発生する災害や救助要
請に、高度な専門スキルを持って対応する。また、火災防止の
取り組みも積極的に行っており、幅広い業務に従事している。

消防官

行政系事務職

各国家機関において政策
立案、法案作成、予算編
成などに携わるスペシャリ
スト。

県庁・市役所・区役所および
出先機関に勤務し、ゼネラ
リストとして行政全般の幅
広い分野・業務に従事する。

警察本部や警察署に勤務
し、警察官のサポートや運
転免許証の発行・更新など
に従事する。

公立学校などに勤務し、
公立学校の運営全般にわ
たる業務に従事する。

行政事務（国家公務員） 行政事務（地方公務員） 警察事務 学校事務
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公務員採用試験は完全に点数で評価され、当日の点数だけで合否が決まります。ですから、公務員になれるチャンスは誰にでも平等に
与えられています。

筆記試験について
教養科目と専門科目の両方を受験する場合もあれば、教養科
目のみ、SPIのみの場合もあります。教養科目と専門科目の両
方を受験する場合、専門科目の配点が高い場合もあります。

合否の決定方法
1次試験（筆記試験）～最終試験までの得点を積み上げて合
否が決まる〈総合得点方式〉と1次試験合格後、一旦リセット
され、最終選考の面接試験の得点のみで合否が決まる〈リ
セット方式〉があります。

配点について
〈総合得点方式〉の場合、筆記試験の配点が高い場合もあれ
ば、面接試験の配点が高い場合もあります。

公務員に合格するためには、受験先に応じて、
〈筆記試験〉・〈面接試験〉の両方をバランスよく
対策することが重要です。
とくに、面接試験の配点が高い場合や、リセッ
ト方式で合否結果が決まる場合には筆記試験
の学習とともに、早くから面接試験合格に向け
た準備も重要となります。

※受験先によって、合否の決定方法や配点はまちまちです。受験の際に
は、募集要項をしっかり確認しましょう。
※合否の決定方法や配点は公開されていないこともあります。

面接試験では、大学時代の学び、

アルバイトやサークル活動などの

具体的なエピソードを話せるよう、

充実した大学生活を過ごしましょう！

公務員採用試験には、一般的に「筆記試験」と「人物試験」があります。 筆記試験は簡単な試験ではありませんが、もちろんきちんと対
策をすれば誰でも合格点を獲得することができます。また面接試験や論文試験も、練習を積むことで得意分野になることができます。

人物試験 には、論文･面接と集団討論があります。

面接試験

集団面接
複数の受験者を同時に面接する形式。

個別面接
受験者1人に対して面接官が3～4人で面接する、多
くの公務員試験で実施されている一般的な試験形式。

論文試験

社会問題や自己の姿勢、心情などについて、記述形
式で問われます。

集団討論

5～10人で与えられた課題について討論します。

筆記試験 には、教養試験と専門試験があります。

教養試験

一般知能分野
数的処理・文章理解（現代文・英文）など
思考力を試す科目

一般知識分野
社会科学・人文科学・自然科学など
高校で学んだ知識科目

専門試験

行政職の場合は法律、経済など、
技術職の場合は土木、建築など
の専門科目が出題されます。

ほぼすべての公務員試験で課されます

国家公務員、地方上級（都道府県・政令指定都市）などで、
教養試験に加えて課されます

公務員採用試験のスケジュール 公務員採用試験のスケジュール

公務員採用試験の特徴

公務員採用試験の流れ

第5週

第1週

第2週

第3週

第2週

第3週

第4週

国家公務員（総合職）

東京都特別区Ⅰ類

裁判所事務官

国立国会図書館

大阪府、大阪市

国税専門官、財務専門官

労働基準監督官

国家一般職（一般職）

地方上級・市役所A日程

時期 職種

4月

5月

6月

公務員試験はおよそ5月くらいからエントリーが開始します。職種によって受験日が異なり、日程が重なっていなければいくつ併願し
てもかまいません。 受験料もかかりません。 一般的な公務員受験生は、5～8ほどの公務員試験を併願受験し、複数の内定先を獲得
したうえで、自分の就職先である1つを決めます。

第1週

第4週

第4週

第5週

第3週

国立大学法人等職員

市役所B日程

市役所C日程

学校事務

市役所D日程

時期 職種

7月

9月

10月

民間企業の採用試験のように、希望する自治体に直接エント
リーした後、その自治体が独自で用意する採用試験を順番に
受験していきます。試験日程も自治体によって異なります。

地方公務員採用試験の流れ
大学入学共通テスト（旧・センター試験）のように、まずは共通
の筆記試験を受験し、それに合格した後、人事院面接を経
て、希望する省庁や地方支局で面接試験を受験します。

国家公務員採用試験の流れ

国土交通省 厚生労働省

大阪労働局

国家公務員採用一般職試験（筆記・面接）

近畿
地方整備局

面接

近畿運輸局

面接 面接

筆記試験は教養科目・専門科目

筆記試験・論文・個別面接の総合得点で
合否が決まることが多い

筆記試験は教養科目のみとなることが多い
1次試験、2次試験がリセットとなることが多い

Advice！

彦根市役所

筆記試験
集団面接

集団討論
作文

プレゼン面接
個別面接

筆記試験

個別面接

滋賀県庁

論文
集団討論
個別面接

筆記試験

大津市役所

集団討論

個別面接

集団面接
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2年生のうちから公務員学習をはじめる方にもおすすめの講座です。教養試験のみの市役所や消防･警察官を合格を目指す場合も
必須の講座です。近年増えているSPI試験対策等も含んでいるので、様々な市役所試験対策も可能です。
公務員試験対策は学習量が多いので、早くから学習を始めるほど、ゆとりをもって勉強を続けることができます。

模擬試験
トライアル模試　2回
市役所模試　2回

対面＋Zoom講義（90分×106回＋模擬試験）
2022年5月 2022年12月 2023年2月

筆記試験対策 人物試験対策
学習ナビゲーション　6回

面接対策　8回

論文対策　8回

人文科学　10回

自然科学　10回

文章理解　8回数的処理
講義編　30回
演習編　8回 社会科学　10回

時事対策　8回

Web講座（2.5時間×90回）
2022年5月

筆記試験対策 人物試験対策
教養マスター
数的処理 15回
文章理解 4回
社会科学 10回

教養セレクト
人文科学 16回
自然科学 20回

SPI対策　4回

デジタルホームルーム　6回

論文マスター  講義編　4回

面接マスター　2回

公務員仕事研究・
本試験準備　5回

時事白書ダイジェスト　４回

1~3年生
対象 教養科目対策コース〈行政・技術共通〉 受講料

（教材費・税込） 33,500円
地方上級・国家一般職（技術職）の専門試験で合格レベルの点数が取れる実力を身につけるための講座です。
教養講座とセットで受講し、技術職公務員合格を目指すための講座です。
※土木職・建築職･電気情報職・機械職･化学職･ 農学職のいずれかを選択します。

Web講座
1～３年生
対象 専門科目対策コース〈技術職〉 受講料

（教材費・税込） 59,500円

地方上級・国家一般職レベルの専門試験で合格レベルの点数が取れる実力を身につけるための講座です。
２回生のうちに、先に専門科目の学習からスタートすることで大学での授業にも役立ちます。

模擬試験
トライアル模試　2回
地方上級・国家一般職
択一公開模試　2回
地方上級＜行政系＞
択一記述模試　1回
国家一般職択一記述模試
1回

対面 ＋ Zoom講義（90分×154回＋模擬試験）
2022年5月 2022年12月 2023年2月

筆記試験対策 人物試験対策

学習ナビゲーション　6回

面接対策　8回

論文対策　8回

政治学　6回

財政学・経済事情
8回

経済原論Ⅰ　20回憲法　20回

経済原論Ⅱ　20回民法Ⅰ　18回

行政法　22回民法Ⅱ　18回

Web講座（2.5時間×147回）
2022年5月

筆記試験対策 人物試験対策
専門マスター
憲法 10回／民法Ⅰ 9回／民法Ⅱ 9回／行政法 11回／政治学 8回
経済原論Ⅰ 12回／経済原論Ⅱ 12回／財政学 6回／経済事情 2回

専門セレクト
行政学 6回／社会学 6回／国際関係 5回／経営学 6回／刑法 6回
労働法 5回／経済史 2回／社会政策 3回／教育学 4回／英語 4回

デジタルホームルーム　6回

論文マスター  講義編　4回

面接マスター　2回

公務員仕事研究・
本試験準備　5回

時事白書ダイジェスト　4回

1~3年生
対象 専門科目対策コース〈行政職〉 受講料

（教材費・税込） 54,500円

2023年10月31日の視聴期限日まで
くり返し何度でもご受講いただけます！

2023年10月31日の視聴期限日まで
くり返し何度でもご受講いただけます！

基幹講座 1・2年生からの早期学習におすすめ！ 基幹講座 1・2年生からの早期学習におすすめ！

土木職

土木職
パーフェクト演習講座 14回

土木職
総まとめ講座 23回

工学の基礎　
パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回

［職種別］専門記述対策講座　
土木職 2回

建築職

建築職
パーフェクト演習講座 14回

建築職
総まとめ講座 27回

工学の基礎　
パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回 ［職種別］専門記述対策講座

建築職 2回

電気・情報職

電気・情報職
パーフェクト演習講座 12回

電気・情報職
総まとめ講座 22回 [職種別]専門記述対策講座

電気・情報職 2回

工学の基礎　
パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回

［職種別］専門記述対策講座
機械職 2回

機械職

機械職
パーフェクト演習講座 14回

機械職
総まとめ講座 22回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回工学の基礎　

パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

［職種別］専門記述対策講座
化学職 2回

化学職

化学職
パーフェクト演習講座 13回

化学職
総まとめ講座 23回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回工学の基礎　

パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回

農学職
農学職
パーフェクト演習講座 20回農学職

総まとめ講座 40回

※農学職には「工学の基礎」が対策不要なため、含まれていません。その分、総まとめ講座の講義時間が多くなっています。
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（教材費・税込） 54,500円

2023年10月31日の視聴期限日まで
くり返し何度でもご受講いただけます！

2023年10月31日の視聴期限日まで
くり返し何度でもご受講いただけます！

基幹講座 1・2年生からの早期学習におすすめ！ 基幹講座 1・2年生からの早期学習におすすめ！

土木職

土木職
パーフェクト演習講座 14回

土木職
総まとめ講座 23回

工学の基礎　
パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回

［職種別］専門記述対策講座　
土木職 2回

建築職

建築職
パーフェクト演習講座 14回

建築職
総まとめ講座 27回

工学の基礎　
パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回 ［職種別］専門記述対策講座

建築職 2回

電気・情報職

電気・情報職
パーフェクト演習講座 12回

電気・情報職
総まとめ講座 22回 [職種別]専門記述対策講座

電気・情報職 2回

工学の基礎　
パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回

［職種別］専門記述対策講座
機械職 2回

機械職

機械職
パーフェクト演習講座 14回

機械職
総まとめ講座 22回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回工学の基礎　

パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

［職種別］専門記述対策講座
化学職 2回

化学職

化学職
パーフェクト演習講座 13回

化学職
総まとめ講座 23回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回工学の基礎　

パーフェクト演習講座 12回

工学の基礎
総まとめ講座 13回

国家一般職技術系
専門記述ポイント講座 1回

農学職
農学職
パーフェクト演習講座 20回農学職

総まとめ講座 40回

※農学職には「工学の基礎」が対策不要なため、含まれていません。その分、総まとめ講座の講義時間が多くなっています。
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憲法　4回 記述対策（憲法）
講義編　1回
答練編　3回

民法　5回

刑法　4回 一般職小論文　1回

裁判所事務官一般職択一記述模試(自宅受験)　1回

法律実力完成講座
商法　9回
国際法　9回

2次試験答案練習会
憲法　5回
民法　5回
行政法　5回
政策論文　4回
答練編　4回人事院面接・官庁訪問対策

3回

国家総合職択一公開模試(自宅受験)　1回

経済パーフェクト実戦講座　
国際経済学　10回
統計学・計量経済学　10回

2次試験答案練習会
財政学　5回
経済政策　5回
経済理論　5回
政策論文　4回
答練編　4回人事院面接・官庁訪問対策

3回

国家総合職択一公開模試(自宅受験)　1回

労働法　6回
記述対策
講義編　3回
答練編　3回

労働事情　1回

労働基準監督官択一記述模試(自宅受験)　1回

「国税専門官・財務専門官」を受験する際に必要な科目を追加
して学習するためのオプションコースです。教養科目対策コー
スに加えることで、国税/財務専門官の併願が可能になります。

基幹コースに加え、労働基準監督官を受験する際に必要な科目
を学習するためのオプションです。

警察官論作文特訓講座
6回

警察官オプション 消防官オプション

消防官論作文特訓講座
6回

警察官面接対策講座
1回

消防官面接対策講座
1回

警察官時事対策講座
3回

消防時事対策講座
3回

会計学　10回
記述対策
講義編　6回
答練編　3回

商法　6回

国税専門官/財務専門官択一記述模試(自宅受験)　各1回

オプション講座 基幹コースに追加して学習する際におすすめ！おすすめコース ３回生から学習をスタートする方におすすめ！

各コースの構成

コース名

地方上級・国家一般職（行政）コース

地方上級・国家一般職（技術）コース

目指す職種

都道府県・政令指定都市

国家公務員（総合職・一般職・専門職）

88,000 円

104,500 円

126,500 円

93,000 円

都道府県・政令指定都市・
国家公務員（一般職・専門職）

地方上級・国家一般職（行政）コース
＋国税OP

地方上級・国家一般職（行政）コース
＋国税OP＋国総OP

都道府県・政令指定都市・
国家公務員（技術職）

̶

̶

○

̶

受講料 教養科目 専門科目
行政職

専門科目
技術職

̶

○

○

̶

̶

̶

̶

○

○

○

○

̶

○

○

○

○

国税OP 国家総合
OP

「地方上級・国家一般職＜行政系＞コース」は、「教養コース」と「専門科目＜行政系＞コース」をあわせたコースです。
主に、都道府県庁や政令指定都市を第一希望にしている場合におすすめのコースとなります。
教養科目とともに専門科目も学習することで、都道府県庁や政令指定都市国家一般職、地方上級、市役所など幅広く受験することが
できます。行政系公務員合格を目指している皆さんは、こちらのコースで学習しましょう。

受講料
（教材費・税込） 88,000円

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース 教養科目対策コース 専門科目対策コース

〈行政職〉

3年生
対象

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース

「地方上級・国家一般職＜行政系＞コース」は、「教養コース」と「専門科目＜技術系＞コース」、さらに「面接試験・集団討論対策コース」
をあわせたコースです。教養科目とともに専門科目も学習することで、国家一般職、地方上級、市役所など幅広く受験することができます。
また、公務員合格に必須の面接対策も充実しているので、技術系公務員合格を目指している皆さんは、こちらのコースで学習しましょう。

地方上級・国家一般職〈技術職〉
対策コース 教養科目対策コース 専門科目対策コース

〈技術職〉

104,500円
受講料（教材費・税込）国税/財専

オプション

「地方上級・国家一般職（行政）コース」に「国税／財務オプション」を追加して申し込むことができます。
都道府県庁や政令指定都市とともに、国家公務員（一般職）や国税専門官を併願したいと考えている場合におすすめのコースです。

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース

CHECK

126,000円
受講料（教材費・税込）国税/財専

オプション
国家総合
オプション

「地方上級・国家一般職（行政）コース」に「 「国税専門官・財務専門官オプション」と「国家総合職オプション」を追加して申し込むこともで
きます。主に、国家公務員（総合職・一般職）を第一希望にしている場合におすすめです。

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース

CHECK

※警察官・消防官それぞれの受講料です。

基幹コースに加え、裁判所事務官（一般職）を受験する際に
必要な科目を学習するためのオプションです。

受講料（教材費・税込）

16,500円
裁判所事務官
併願オプション

受講料（教材費・税込）

16,500円
労働基準監督官
併願オプション

受講料（教材費・税込）

16,500円
国税/財務専門官
オプション

受講料（教材費・税込）

4,000円
警察官・消防官
オプション

基幹コースに加え、労働基準監督官を受験する際に必要な
科目を学習するためのオプションです。

基幹コースに加え、国家総合職（法律区分）を受験する際に
必要な科目を学習するためのオプションです。

受講料（教材費・税込）

22,000円
国家総合職（法律区分）
併願オプション

受講料（教材費・税込）

22,000円
国家総合職（経済区分）
併願オプション

基幹コースに加え、国家総合職（経済区分）を受験する際に
必要な科目を学習するためのオプションです。

受講料
（教材費・税込） 93,000円3年生

対象
地方上級・国家一般職〈技術職〉
対策コース
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憲法　4回 記述対策（憲法）
講義編　1回
答練編　3回

民法　5回

刑法　4回 一般職小論文　1回

裁判所事務官一般職択一記述模試(自宅受験)　1回

法律実力完成講座
商法　9回
国際法　9回

2次試験答案練習会
憲法　5回
民法　5回
行政法　5回
政策論文　4回
答練編　4回人事院面接・官庁訪問対策

3回

国家総合職択一公開模試(自宅受験)　1回

経済パーフェクト実戦講座　
国際経済学　10回
統計学・計量経済学　10回

2次試験答案練習会
財政学　5回
経済政策　5回
経済理論　5回
政策論文　4回
答練編　4回人事院面接・官庁訪問対策

3回

国家総合職択一公開模試(自宅受験)　1回

労働法　6回
記述対策
講義編　3回
答練編　3回

労働事情　1回

労働基準監督官択一記述模試(自宅受験)　1回

「国税専門官・財務専門官」を受験する際に必要な科目を追加
して学習するためのオプションコースです。教養科目対策コー
スに加えることで、国税/財務専門官の併願が可能になります。

基幹コースに加え、労働基準監督官を受験する際に必要な科目
を学習するためのオプションです。

警察官論作文特訓講座
6回

警察官オプション 消防官オプション

消防官論作文特訓講座
6回

警察官面接対策講座
1回

消防官面接対策講座
1回

警察官時事対策講座
3回

消防時事対策講座
3回

会計学　10回
記述対策
講義編　6回
答練編　3回

商法　6回

国税専門官/財務専門官択一記述模試(自宅受験)　各1回

オプション講座 基幹コースに追加して学習する際におすすめ！おすすめコース ３回生から学習をスタートする方におすすめ！

各コースの構成

コース名

地方上級・国家一般職（行政）コース

地方上級・国家一般職（技術）コース

目指す職種

都道府県・政令指定都市

国家公務員（総合職・一般職・専門職）

88,000 円

104,500 円

126,500 円

93,000 円

都道府県・政令指定都市・
国家公務員（一般職・専門職）

地方上級・国家一般職（行政）コース
＋国税OP

地方上級・国家一般職（行政）コース
＋国税OP＋国総OP

都道府県・政令指定都市・
国家公務員（技術職）

̶

̶

○

̶

受講料 教養科目 専門科目
行政職

専門科目
技術職

̶

○

○

̶

̶

̶

̶

○

○

○

○

̶

○

○

○

○

国税OP 国家総合
OP

「地方上級・国家一般職＜行政系＞コース」は、「教養コース」と「専門科目＜行政系＞コース」をあわせたコースです。
主に、都道府県庁や政令指定都市を第一希望にしている場合におすすめのコースとなります。
教養科目とともに専門科目も学習することで、都道府県庁や政令指定都市国家一般職、地方上級、市役所など幅広く受験することが
できます。行政系公務員合格を目指している皆さんは、こちらのコースで学習しましょう。

受講料
（教材費・税込） 88,000円

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース 教養科目対策コース 専門科目対策コース

〈行政職〉

3年生
対象

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース

「地方上級・国家一般職＜行政系＞コース」は、「教養コース」と「専門科目＜技術系＞コース」、さらに「面接試験・集団討論対策コース」
をあわせたコースです。教養科目とともに専門科目も学習することで、国家一般職、地方上級、市役所など幅広く受験することができます。
また、公務員合格に必須の面接対策も充実しているので、技術系公務員合格を目指している皆さんは、こちらのコースで学習しましょう。

地方上級・国家一般職〈技術職〉
対策コース 教養科目対策コース 専門科目対策コース

〈技術職〉

104,500円
受講料（教材費・税込）国税/財専

オプション

「地方上級・国家一般職（行政）コース」に「国税／財務オプション」を追加して申し込むことができます。
都道府県庁や政令指定都市とともに、国家公務員（一般職）や国税専門官を併願したいと考えている場合におすすめのコースです。

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース

CHECK

126,000円
受講料（教材費・税込）国税/財専

オプション
国家総合
オプション

「地方上級・国家一般職（行政）コース」に「 「国税専門官・財務専門官オプション」と「国家総合職オプション」を追加して申し込むこともで
きます。主に、国家公務員（総合職・一般職）を第一希望にしている場合におすすめです。

地方上級・国家一般職〈行政職〉
対策コース

CHECK

※警察官・消防官それぞれの受講料です。

基幹コースに加え、裁判所事務官（一般職）を受験する際に
必要な科目を学習するためのオプションです。

受講料（教材費・税込）

16,500円
裁判所事務官
併願オプション

受講料（教材費・税込）

16,500円
労働基準監督官
併願オプション

受講料（教材費・税込）

16,500円
国税/財務専門官
オプション

受講料（教材費・税込）

4,000円
警察官・消防官
オプション

基幹コースに加え、労働基準監督官を受験する際に必要な
科目を学習するためのオプションです。

基幹コースに加え、国家総合職（法律区分）を受験する際に
必要な科目を学習するためのオプションです。

受講料（教材費・税込）

22,000円
国家総合職（法律区分）
併願オプション

受講料（教材費・税込）

22,000円
国家総合職（経済区分）
併願オプション

基幹コースに加え、国家総合職（経済区分）を受験する際に
必要な科目を学習するためのオプションです。

受講料
（教材費・税込） 93,000円3年生

対象
地方上級・国家一般職〈技術職〉
対策コース
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1回生・2回生のみなさん
教養科目対策コース、もしくは、
専門科目対策コースのいずれかを
先取りして学習しておくことを

おすすめします！

LECの公務員対策Web講座の特長

「解かる・出来る」教科書＆過去問題集

LECの公務員対策の最大の特長は面接対策です！

ＬＥＣの通信講義は、通学講座を収録したものではなく、通信講義用に別途収録をしています。合成技術を駆使した「新収録方式」を採用し、生講義
を超える講義となっています。質の高い講義を自宅にいながら受講することが出来ます。（一部、「新収録方式」未対応の講義もございます。）

Point
1

通信専用講義を収録

ＬＥＣの通信講義では、自分に合った講師を自由に選んで受講できます。
「数的処理・文章理解・社会科学」は、最大3名の講師から選択し受講
できます。この制度は、優秀な講師が多く在籍しているからこそ実現
できる制度です。

Point
2

講師を選べる「フレックス制」

【1回2..5時間の講義を30分1ユニットの5ユニット制とし、集中力を維
持できるように工夫しました。各ユニット毎タイトルが表記されている
ので、欠席補講時・復習時には、受講したい内容を簡単に探し出すこ
とができます。

Point
3

集中力を持続できる「ユニット制」

通常講義の0.5倍～2.0倍速のスピードで視聴できますので、繰り返し
受講するときなどに時間を有効活用できます。

Point
4

受講時間を短縮「倍速視聴機能」

パソコンソフトメーカーで電話サポート、パソコンインストラクター、公共営業などを13年間担当。パソ
コンスクール・資格予備校で人事、経理、就職支援、面接指導などを17年間担当。受験生一人ひとり
の魅力を活かした面接指導が得意。滋賀県立大学公務員学内講座の面接指導講師を長く担当し、
例年、多くの合格者を指導している。

滋賀県庁：8名 大阪府：1名 愛知県庁：1名 三重県庁：3名
福井県庁：1名 長野県庁：1名 高知県庁：1名 市役所：11名
国立大学法人：1名 滋賀県警：1名

総合職：1名　　一般職：5名　　国税専門官：2名

県庁職員・市役所の合格者多数！

国家公務員の合格者多数！！

滋賀県庁（環境行政職）
 2位  合格者  輩出！

岡野 朋一
LEC専任講師

岡田 淳一郎
LEC専任講師

〔例〕
数的処理科目
収録担当講師

垣田 浩邦
LEC専任講師
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Point
4

現在、３年生ですか？

公務員講座の選び方
START!

1～2年生で教養科目を

勉強しましたか？

1～2年生で教養科目を

勉強しましたか？

国税専門官、財務専門官への

併願を希望しますか？

市役所だけでなく、

国家一般職や地方上級

も目指しますか？

技術職（理系）公務員への

併願を希望しますか？

NO NO YESNO

YESNOYESNO

YESNO

YES YES

1 6

4 2 35
おすすめの公務員コース

1 教養科目対策コース

2 専門科目対策コース

3 専門科目対策コース + 国税/財務専門官OP

6 地方上級・国家一般職コース〈技術職〉

5 地方上級・国家一般職コース〈行政職〉 + 国税/財務専門官OP おすすめ！

4 地方上級・国家一般職コース〈行政職〉

おすすめ！

2021年度
受験実績

相手を知る「職種研究」と自分自身を知
る「自己分析」を経て、志望動機の作成、
面接カードの添削、エントリーシートの作
成などを行います。

Step2 ｜職種研究・自己分析｜

Step1｜座学｜

Step3｜模擬面接｜
元公務員や民間企業で人事採用を担当
していた人が講師を担当し、実戦形式で
面接の練習を行います。
面接を体験することと見学することを交互
に行い、実践力を養成します。

面接試験、集団面接、集団討論について、
まずは座学で基礎知識をインプットします。

合格に必要なエッセンスはもちろん、法改定や判例変
更、統計データの改訂、最新の出題傾向など毎年のよ
うに変わっていく情報にもキャッチアップしています
ので、安心して学習することができます。
公務員の択一試験は過去問を徹底的に解くことが合
格への近道です。「過去問解きまくり！」は過去問の中
でも選りすぐりの良問を科目別・テーマ別に掲載して
います。学習進度に合わせて効率よく学習することが
できます。

3回生のみなさん
勉強を進めていくうちに、併願先が自然と増えていくものです。
講座選びに迷ったら、教養科目・専門科目がバランスよく学習
できる「地方上級・国家一般職コース」がおすすめです。

公務員面接指導担当

【登壇実績】
滋賀県立大学、滋賀大学、神戸大学、和歌山大学
奈良県立大学、奈良女子大学、福知山公立大学
高知県立大学、高知工科大学、兵庫県立大学、
同志社大学、神戸薬科大学、京都薬科大学、
近畿大学、関西大学など

黒川 理子 LEC
専任講師

くろかわ あやこ
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合格した先輩からの合格体験記
U.K さん
■これから公務員を目指す皆さんへのアドバイス
筆記試験の勉強はなるべく早くから取り組んでいた方がいいと
思います。3回生の3月くらいからは面接練習も始まりますし、
大学も卒論などで忙しくなるので、思っているより筆記試験の
勉強に割く時間がありません。ですので、苦手科目がある場合は、
その科目だけでも3回生のうちに一度は通っておくことをおすす
めします。 

■公務員講座を受講してよかったこと
数的処理が苦手だったのですが、Zoomでの講義だけでなく、オン
ラインでも何度も動画を見ることができたので、勉強しやすかっ
たです。 また、面接練習を何度も見ていただけたので、本当にあ
りがたかったです。特に集団面接の対策は学校の就職支援室で
もできなかったので、こちらでしっかり対策できてよかったです。

K.U さん
■これから公務員を目指す皆さんへのアドバイス
目標に向かって努力すれば報われると思います。
勉強と休憩のメリハリをもってモチベーションを維持するとよい
と思います。また講師の方々を遠慮なく頼って、面接対策等を
行うと力になると思います。 

■公務員講座を受講してよかったこと
面接対策を丁寧にしてもらえました。過去の受験した人の情報
を知ることができ、非常に役に立ちました。公務員を志望する
人の存在を身近に感じることができ、勉強のモチベーションに
つながりました。

M.M さん
■これから公務員を目指す皆さんへのアドバイス
私は公務員になれた後のことや、どんなことをやってみたいかな
どを想像しつつ、期待しながら勉強への気持ちを維持していまし
た。学校の勉強など忙しい中で、さらに公務員の試験勉強をする
のは大変なこともあるかと思います。 ぜひ、公務員になった自分
をイメージして、自分の力を信じて頑張ってほしいなと思います！  

■公務員講座を受講してよかったこと
良かったことは、担任の先生が大変に親身になって相談にのっ
てくださったことです。丁寧に向き合ってくださり、的確なアドバ
イスをいただきました。先生のおかげで、安心して試験の準備を
進めることが出来、合格に繋がったと思います。感謝しています。

K.R さん
■これから公務員を目指す皆さんへのアドバイス
試験日が近づくにつれて，ほんとに合格するのかな、と不安な気持
ちが増していくかもしれません。私自身も不安だったように公務員
試験受験生みんなが不安に思っていることだと思います。自分が
してきたことを信じて最後まで頑張ってください。応援しています。

■公務員講座を受講してよかったこと
公務員講座を受講してよかったことは、私と同じように合格とい
う目標をもつ仲間と出会い，面接練習などを通して励ましあえた
ことです。コロナ過でほとんどWeb授業の中、みんながどのよう
に勉強しているのか何も分からない状態でした。そんな中、
Zoomを通して他大学の受講生と交流を深めることで勉強に
対するモチベーションが向上し、不安な気持ちが軽くなりました。
また，なにか困ったときにすぐに相談に乗ってくれる黒川先生の
存在も大きかったです。

公務員試験対策講座の申込方法

❶
受講したい

　講座を選択し、
受講料を振込

❷
学生・

就職支援課・
LECに

自動で送信

❸
ご自宅に
教材到着 受講開始

左記QRコード
からお申込み
ください

5/9（月）までに申込いただけると、
教材の到着が開講日に
間に合います。 

本講座についてのお問合せ先

主　催 滋賀県立大学　学生･就職支援課　就職係
TEL 0749-28-8296　Mail shushoku@office.usp.ac.jp

DV2202015

プログラム提供・問合せ TEL 06-6374-5918　Mail osk-daigaku@lec-jp.com
［担当講師：黒川　携帯 070-3198-6414　Mail ay-kurokawa@lec-jp.com］

公務員の志望者は、ここ数年、全国的に減少傾向にありましたが、コロナ禍の影響で増加傾向に転じております。本学においては、毎年度継続し
て卒業生の１０％以上が公務員に就職しています。公務員を志望する学生の皆さんのために、学生支援センター主催で「公務員試験対策講座」を
開講しており、公務員合格者のうち本講座受講生が７０％以上を占めております。本講座を利用することにより、独学での学習が困難な専門科目を
効率よく学習でき、また、早くから面接対策を行うことにより面接試験の難易度が高い自治体の合格も可能となります。また、本講座は有料ではあり
ますが、通常の市価より安く設定されており、本講座受講者には滋賀県立大学後援会から助成金が交付されます（後援会費未納者、大学院生
は対象外）ので、公務員を志望する方は、積極的に受講してください。 滋賀県立大学　学生・就職支援課　課長補佐　北川 雅彦 氏

※5/9（月）以降の方は
教材が届きしだい受講
開始してください。

公務員を目指す皆さんへ


