
2021年11月開講 
公務員試験対策学内講座 入門講座10期生募集ガイダンス 
 
2021/10/19・21 新潟大学生協 公務員試験対策学内講座事務局 



公務員試験受験から内定まで 

2020.12 

2年生対象 

入門講座 開講 

2021.6  

3年生・院1年生対象 

本講座 開講 

2022.4 

4年生・院2年生 4月～ 

公務員試験スタート！ 

2022.8～12 

4年生・院2年生 8月～12月 

公務員試験最終合格・内定 



入門講座の概要 51コマ 受講代金69,500円（テキスト代・税込） 

 数的処理入門  12コマ 

 経済原論入門  10コマ 

 法律入門     16コマ 

 面接対策講義   2コマ 

 公務員研究入門  2コマ 

 時事・社会科学  ６コマ 

 SEQ解説講義   1コマ 

 一般常識対策・時事演習  ２コマ 

 リーディングスキル講座 

   （有料オプション講義） 

 インターンシップセミナー 

 SEQ受診  

 事務局ガイダンス 

 業務内容説明会（予定） 

 

講義 
５１コマ 

講義外企画 
 

その他 講座システム使用料、テキスト・資料代、日本経済新聞3か月（12/1～２/28配達）購読料 含む  



入門講座の特長 ① 

●筆記試験対策学習面のサポート 

2021年度はすべて「オンライン配信」です。大学の講義とは異なり、オンタイム配信ではありません。

講義配信日以降であれば、ご自身のスケジュールで講義を視聴できます。講義内容への質問、試験問題へ

の質問などは事務局を経由して講師に質問ができます。 

●公務員への理解を深めるための「公務員研究講座」 

公務員試験は年々人物試験重視になってきています。公務員の業務内容を理解できてこそ、自分自身 

のより良い進路選択につながり、人物試験の際に自分の言葉で志望動機を伝えることができます。 

入門講座では筆記試験対策のみならず、人物試験を見据えた学習支援を行います。 



入門講座の特長 ② 

●社会人として求められる一般常識が身につく「一般常識対策・時事演習」 

一般教養ってなに？普段ニュースはあまり見ない・・・ 

入門講座では、日本経済新聞を活用して新聞やニュースからの情報の取り方・分類のやり方・活用方法を 

学びます。 

●先輩講座受講生との交流 

公務員に最終合格した４年生の先輩が各科目の勉強方法のアドバイスや、交流会を行う予定です。み 

なさんと同じ学部や部活の先輩がご自身の体験をもとにさまざまな情報を与えてくれます。このような 

学内講座のタテとヨコのつながりは学内講座最大のメリットです！ 



入門講座の特長③ 
SEQを最大限活用！～自己分析ツールで自分を知る ～ 
自己分析で自身の強みと課題を知り今の自分を客観的に見つめます。ワークシートをもとに「なりたい自分」像を具体化、どういっ

た行動を行えば 「なりたい自分」になれるのかを考え計画を立てます。 

 

 

2020.11 

SEQ 1回受診 

自分って公務員に向いてる？将来何がしたい？ 

2021.6  

SEQ 2回受診 

1回目（7月頃）公務員を目指そう！公務員を目指す上でどんな経験が必要かな？ 

2回目（11月頃）志望先は明確になってきた。志望先の求める人物像と自分はマッチングしてる？ 

2022.4 

公務員試験スタート！ 

志望先・志望動機は固まった。 

あとはしっかり自分をPR！ 

SEQとは Student Emotional Intelligence Quotient の略称で、学生のための感情知性指数（心の知能指 数）といった意味になりま
す。感情のコントロールをいかにできるか、また、その感情に基づく3 つの知性、8つの能力、24の素養がどのようにその人の中で行
動に移されているかの行動量を図 る検査です。その人のおかれた状況や考えによって行動が変化し、その行動の変化がSEQのデー タ
につながります。 



入門講座の特長④ 
多彩なオプション企画を準備 ～ リーディングスキル講座（有料） ～ 

①「公務員」として働く意義について書かれた書籍を読み、筆者の主張をつかみ文章を 

  読み解くトレーニングを行います。 

②読み取りのスキルを活かし、社会科学系のテーマについて理解を深めます。 

 

この講座を通して、公務員に限らず社会人として求められる「要約力」「雑談力」「発表

力」などを身につけることができます。 

    ※講義はZOOMを使用して行います。パソコンを用意してください。 

12/8 ～ 1/12 毎週水曜日 8:30～10:00（1限の時間） 

 

4コマ 受講代金 10,000円（テキスト代・税込） 



入門講座の特長④ 
 
多彩なオプション企画を準備 ～ インターンシップセミナー（無料） ～ 
 
2022年1月24日（月） 1月25日（火） 14:00～19:30 

●今後の進路を考える上で、業界・職種・働き方などを意識することができる 

２０社を超えるさまざまな業界の企業が参加するセミナー、 

今まで知らなかった社会をリアルに知ることができます。今の時期は、社会に対し視野を広く持つことが大切です。 

 

●ZOOMを使ったオンラインセミナー 

対面でのイベントが少なくなっている中、オンライン上でそこでしか得られない情報を提供します。 

 



入門講座の概要 51コマ 受講代金69,500円（テキスト代・税込） 

 数的処理入門  12コマ 

 経済原論入門  10コマ 

 法律入門     16コマ 

 面接対策講義   2コマ 

 公務員研究入門  2コマ 

 時事・社会科学  ６コマ 

 SEQ解説講義   1コマ 

 一般常識対策・時事演習  ２コマ 

 リーディングスキル講座 

   （有料オプション講義） 

 インターンシップセミナー 

 SEQ受診  

 事務局ガイダンス 

 業務内容説明会（予定） 

 

講義 
５１コマ 

講義外企画 
 

その他 講座システム使用料、テキスト・資料代、日本経済新聞3か月（12/1～２/28配達）購読料 含む  



講義配信スケジュール 

 上記日程は現段階でのスケジュールです。学

事の都合などにより変更となる場合があります。 

 備考欄「※」印はZoomにてオンタイム講義で

す。オンタイムで参加できない方には、翌々日

にビデオ配信を行います。 

 「ビデオ配信」の講義は配信日の０時以降、

視聴可能です。 

 

入門第１０期生 講座スケジュール 

２０２１/10/１時点 

月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割 備考 

11/18 木 開講オリエンテーション (1) 事務局 12:00-13:00 ※ 

11/19 金 公務員研究入門 (1)(2) 京城 明日香 ビデオ配信   

12/2 木 一般常識対策・時事演習 (1)(2) 日経新聞社 8:30-11:45 ※ 

12/7 火 数的処理入門 (1)(2) 北 就一 ビデオ配信   

12/8 水 リーディングスキル講座 (1) 神谷 正孝 8:30-10:00 ● 

12/9 木 数的処理入門 (3)(4) 北 就一 ビデオ配信   

12/14 火 数的処理入門 (5)(6) 北 就一 ビデオ配信   

12/15 水 リーディングスキル講座 (2) 神谷 正孝 8:30-10:00 ● 

12/16 木 数的処理入門 (7)(8) 北 就一 ビデオ配信   

12/21 火 数的処理入門 (9)(10) 北 就一 ビデオ配信   

12/22 水 リーディングスキル講座 (3) 神谷 正孝 8:30-10:00 ● 

12/23 木 数的処理入門 (11)(12) 北 就一 ビデオ配信   

1/11 火 時事・社会科学 (1)(2) 大久保 圭貴  ビデオ配信   

1/12 水 リーディングスキル講座 (4) 神谷 正孝 8:30-10:00 ● 

1/13 木 時事・社会科学 (3)(4) 大久保 圭貴  ビデオ配信   

1/18 火 時事・社会科学 (5)(6) 大久保 圭貴  ビデオ配信   

1/20 木 法律入門 (1)(2) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

1/21 金 法律入門 (3)(4) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

1/24 月 インターンシップセミナー   withnavi事務局 14:00-19:30 ▲ 

1/25 火 インターンシップセミナー   withnavi事務局 14:00-19:30 ▲ 

1/27 木 法律入門 (5)(6) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

1/28 金 入門SEQ解説講義 (1) 事務局 ビデオ配信   

2/1 火 面接対策講義 (1)(2) 京城 明日香 ビデオ配信   

2/14 月 経済原論入門 (1)(2) 井上 喜勇 ビデオ配信   

2/15 火 経済原論入門 (3)(4) 井上 喜勇 ビデオ配信   

2/17 木 法律入門 (7)(8) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

2/18 金 法律入門 (９)(10) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

2/21 月 経済原論入門 (5)(6) 井上 喜勇 ビデオ配信   

2/22 火 経済原論入門 (7)(8) 井上 喜勇 ビデオ配信   

2/24 木 法律入門 (11)(12) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

2/25 金 法律入門 (13)(14) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

2/28 月 経済原論入門 (９)(10) 井上 喜勇 ビデオ配信   

3/1 火 法律入門 (15)(16) 伊吹 文雄 ビデオ配信   

3/2 水 事務局ガイダンス (1) 事務局 12:00-13:00 ※ 



入門講座→本講座を受講した先輩からメッセージ 
 
     人文学部卒業 斎藤誠也さん 秋田県庁入庁 

 入門講座を受講する前までは、そもそも、公務員とは何なのか？どのような試験なのか？などが分
かっていませんでした。受講していく中で公務員の職種について理解することができ、自分のやりたい
ことができるのか、民間とは何が違うのかを理解していくことが出来ました。また、公務員試験に合格し
た先輩方と交流する機会も設けていただき、3年生になってからどのように動いていけばよいかという
ビジョンが明確になりました。 
 これから本格化する就職活動に向けて、民間か公務員か悩む方は非常に多いと思います。現在は情
報を得る機会も授業もオンラインが主流となっています。どのように情報を取得すればよいか。試験勉
強もオンラインで続けられるかという不安もあると思います。私は本講座の途中から授業等がオンライ
ンになったのですが、その状況でも事務局から様々な情報が提供されたため、情報量で遅れることな
く就職活動ができたと思います。少しでも公務員という職種に興味がある方は、参加してみることをお
勧めします。 



入門講座申込方法  
※お問い合わせは 新潟大学生協 公務員講座事務局 へ 

 申込期間 10/25（月）～11/8（月） 

 申込方法 新潟大学生協ポータルサイト 

 支払方法 上記ポータルサイトにて ①クレジット決済 もしくは ②コンビニ決済 

 テキスト発送 11/12（金）頃予定（詳細後日ご案内） 

 

※コンビニ決済（ペイジェント コンビニ）でお支払いの場合※ 

システム上、申込日から1週間が支払期限として表記されますが、テキスト発送手続きのため、11/9（火）までに支払いください。 



入門講座申込方法  
※お問い合わせは 新潟大学生協 公務員講座事務局 へ 

 受講に関するご相談・お問い合わせ 

  新潟市西区大学南2-2-7 nippoキャンパス館1階 

    公務員講座事務局 12：00～17：30（土日祝は閉店です） 

  ■℡ 025-378-0373  ■mail nuc_koumuin@univ.coop 

 

 お申し込み可能な方は「学部の2年生で生協に加入している方」です。生協にまだ加入していない方は、 

  生協加入後にお申し込み下さい（第１学生食堂内の組合員センターで加入できます）。 


