講座の特徴
1
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阪大生に合わせた
講義スケジュール・講義内容

豊中キャンパス内での対面講義を
すべて動画配信

講義スケジュールは大学の講義・試験日程・学

講義は、豊中キャンパス内の施設を使って対面

事行事を考慮して設計しています。長期休暇期

で行います。また、すべての講義を動画配信

間を除く平日の講義開始時刻は、5限終了後の

し、講義で使用したレジュメもダウンロードで

18時30分となっています。また、講師と事

きますので、忙しい阪大生にとって学習がしや

務局が相談して、阪大生に合った講義内容を実

すい講座となっています。動画は、遅くても３

施しています。阪大生の受験者が多い職種で出

営業日後には視聴可能ですので、対面と動画配

題される科目や阪大生の得点源になりうる科目

信をうまく使い分けて学習が進められます。動

を重点的に学習することで、より効率的な試験

画配信は受講料に含まれていますので、何度で

対策をとることができます。

もご覧いただけます。

注目!!
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面接対策が充実

講座事務局は
豊中キャンパス内に設置

面接指導は、1期生から阪大生を指導してきた

講座事務局は、豊中キャンパス福利会館2階に

事務局担当者が中心となって行いますので、阪

常設していますので、いつでも気軽に相談がで

大生にあったアドバイスができると好評を得て

きます。また、事務局には多くの受講生が訪ね

います。
（学業・サークル・アルバイトとの両

てきますので、事務局を利用することで他の

立 民間との併願 地元での就職 等）面接練

受講生との繋がりや情報交換ができ、モチベー

習は、予約不要・回数制限なしでいつでも受け

ションアップにもなります。

ることができます。

5

注目 !!

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。

■10期生の合格状況（民間就職および進路未確認の者を除いた公務員合格者の人数※複数合格含む）
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過去に行われた受講生限定イベント
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。
外務省外交実務シミュレーション

経済産業省業務説明会

経済産業省ワークショップ

経済産業省政策シミュレーション

公正取引委員会業務説明会

国税庁業務説明会

法務省業務説明会

裁判所職員業務説明会

大阪労働局業務説明会

裁判所団体傍聴＠大阪地方裁判所

豊中市職員との懇談会＠豊中市役所

池田市職員との懇談会＠池田市役所

OBOGとの交流会

OBOGとの交流会

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お待ちしてます！
■2021年度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・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。
http://career.osaka-u.ac.jp/undergrad/information/#content3
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QRコードはこちら→

先輩受講生からのコメント
■行政職コース

※技術職コースを含めたすべてのコメントは、HPでご確認できます。

文学研究科 内定:国土交通省

文学部 内定：財務専門官

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。

学内講座を選んでよかったと思う点は、受講生同士の交流を持ちやすいことです。
特に面接対策として、何度も模擬面接をしたり、面接カードを見てもらったりす
ることができたのは大きな利点だったと思います。事務局の方々や講座の先輩方
の手厚いサポートもあり、面接に対して全く自信のなかった私でも、無事に内定
をいただくことができました。豊中キャンパスに事務局の方がいるので、いつで
も相談できる環境が整っていることも大変助かりました。長い試験期間の中で一
番重要であり、かつ難しいことでもある点はモチベーションを最後まで維持する
ことだと思いますが、それができたのは、事務局の方々の指導や受講生同士の助
け合いがあったからだと感じています。

文学部 内定：人事院

文学部 内定：福井県

私は、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かなり助け
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。

試験に向けて、事務局が学内にあるため阪大生に合ったサポートが受けやすく、
また、受講生と協力しやすいことは大きな助けとなりました。１次試験対策では、
先生方が幅広い職種に対応できるよう効率よく授業を進めてくださり、テキスト
も問題集だけでなく要点をまとめた小冊子が試験当日まで役立ちました。新型コ
ロナウイルス流行下での２次試験対策も、オンラインを利用し、事務局の方や受
講生と情報交換をしつつ面接練習ができたので、予想していたよりずっとスムー
ズに進められました。専門科目の勉強や面接カードの作成など大変なことばかり
でしたが、公務員として働く上で全て必要なことだったと思います。短い間でし
たが、学ぶことが多く充実した一年となりました。今までご指導ありがとうござ
いました。

文学部 内定：吹田市役所

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。

私が学内講座を選んだのは、大学の勉学や課外活動と両立しやすいと考えたため
でした。４年間とても多忙な日々を送る部活動に所属していました。そのため、
大学内でいつでも試験のことを相談でき、また、他の予備校にはない手厚いフォ
ローアップをしてくださる学内講座は、非常に心強い支えでした。部活動が忙し
く、授業を休んでも、その回の授業の映像が翌日にはWebで閲覧できます。理解
し易い部分は二倍速再生する等して、効率よく学習することができました。進路
相談や面接練習に、回数制限がないことにも非常に助けられました。その時々の
課題を、的確に指摘しアドバイスを頂くことで、自分の成長が実感でき、大きな
モチベーションになりました。同時に、受講生は全員同じ阪大生のため、志を共
にし、面接対策などで助け合える仲間が、身近にたくさんできることも、この講
座ならではの魅力だと実感しました。

文学部 内定：裁判所事務官

文学部 内定：大阪大学

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。

講座を受講して良かったことは、なにより相談できる場所が持てるということだ
と思います。勉強方法などの情報交換や面接対策を友人達とできたのはとても良
かったです。また、私は遅くまで就職が決まらなかったのですが、そうした時に
事務局の方に相談に乗っていただけたのは励みになりました。確かに周囲が内定
をもらっている中で試験対策を続けるのは不安でしたし、かなり焦りもありまし
た。ただ、講座で相談ができたおかげで諦めずに最後まで試験対策を続けられた
と思います。

文学部 内定：宮内庁

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講座事務局に足を運び、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。

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。講座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。

外国語学部 内定：財務省税関
石橋に住んでいたため、家から近いという理由で学内講座を受講することにしま
した。科目が多いこともあり、勉強が間に合うか不安でしたが、授業はとても分
かりやすく、事務局スタッフの方がやるべきことを明確に示してくれていたので、
いいペースで勉強を進めることができました。面接練習に関しては、事務局ス
タッフの方のサポートが本当に手厚く、とてもお世話になりました。勉強・進路・
面接カードに書くエピソードなど、相談にのってもらいました。これほど一人一
人を気にかけてくれる講座は、他にはないと思います。また、受講生同士の距離
が近いこともこの講座の魅力の一つです。長かった公務員試験ですが、周りのみ
んなのおかげで最後まで頑張りきることができました。

外国語学部 内定：経済産業省
通学の利便性を考慮して、学内講座を受講しました。漠然と公務員を目指してい
たので、コースが志望別に分かれていないことも魅力でした。特に、面接練習と
面接カードの添削では大変お世話になりました。面接練習を始めた頃は、緊張の
あまり自分が何を話しているのかも分からないような状態でした。しかし、何度
も模擬面接をしていただいた結果、本番では、
「あまり緊張しない方ですか」
、と
面接官に言われるまでになりました。また、他の講座生と一緒に面接練習に取り
組むことで、お互いに刺激を受けることもできました。納得のいく就職活動がで
きたと考えています。皆さんも悔いのない就職活動をしてください。

外国語学部 内定：国土交通省
学内で受講できるため移動時間の短縮になると考え、受講を決めましたが、些細
なことでも何か不安があるときにすぐに相談できるという点は、非常に大きなメ
リットだと感じました。また、エントリーシートの添削や面接練習に関しては、
事務局の方に何度頼んだかわからないくらい、面接対策もたくさん行っていただ
きました。同じ志を持つ受講生と悩みや不安を共有し、お互いを励ましあえたこ
とも良かったです。この学内講座を選んで正解だったと強く思います。
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外国語学部 内定：衆議院事務局

人間科学部 内定：国土交通省

ずっと関心のあった文科省を目指すため、講座の受講を決めました。目標だった
文科省の内々定のみならず、当初は想像もしていなかった衆議院事務局からも内
定をいただくことができました。公務員試験は筆記試験に集中してしまいがちで
すが、本当の勝負は面接だと思います。民間企業の面接が嫌で公務員試験に逃げ
た私が、面接を克服して合格を手にできたのは、事務局の方々の熱心なサポート
のおかげです。実家から通う身としても、阪大内で受講できて非常に助かりまし
た。

学内講座を受けて良かったと思うことは多々あります。その中でも特に、
「一緒に
頑張っている仲間がいる」というのはとても心強く、モチベーションになりまし
た。勉強に疲れても、教室や説明会で頑張っている仲間の姿を見て、自分を奮い
立たせることができました。事務局の方や講師の先生方も個別に手厚く対応して
下さり、自分一人ではないと思えたことが精神的に大きな支えでした。公務員試
験は長く、辛くなることもあると思いますが、それを乗り越えさせてくれる環境
が学内講座には揃っていると思います。

外国語学部 内定：裁判所事務官

人間科学部 内定：裁判所事務官

学内講座であるため、通いやすく、大学の授業やサークルとの両立もしやすいと
考え、受講を決めました。法律や経済等馴染みのない科目もありましたが、講義
の映像を活用することで、自分のペースで勉強を進めやすかったです。また、面
接対策についても、面接カードの添削や面接練習を何度もしていただくことがで
き、充実していました。初めは苦手意識が大きかったですが、受講生同士でも練
習を繰り返すことで、本番でもあまり緊張せずに臨むことができました。長い試
験期間を乗り越えられたのは、事務局の方々や他の受講生のサポートのおかげで
あり、この講座を選んで本当に良かったと思っています。

学内開講で大学の行事なども考慮したスケジュールになっており、大学の授業と
両立がしやすいと考えこの講座を受講しましたが、この講座の最大の強みは事務
局の方々のサポートが手厚いという点だと思います。面接カード作成では、添削
をしてもらったというより一緒に悩みながら考えてもらったという方がしっくり
くるぐらいに親身になってくださいました。面接対策も、本番を見据えた実践的
なものだったので、実際の面接には自信をもって臨めました。また、それぞれの
受験先でよく聞かれる質問や注意すべきことなどを教えてもらえたのも、とても
心強かったです。私が公務員試験を最後まで乗り切ることができたのは、こうし
た事務局の方々の手厚いサポートが精神的な支えになっていたからではないかな

外国語学部 内定:兵庫県

と感じています。

事務局に行けば、どんな相談にも乗ってくださるという安心感があり、それが支
えになりました。自己PRカードの作成においては本当にお世話になりました。
相当な時間をかけて自分一人で考えても、満足する文章を中々作り出せないと思
います。助言をいただいて納得のいく文章を作り上げることができたことで、自
己PRカードの完成度が面接への自信にも繋がりました。大学内にあって気軽に
行くことができる。家からでもオンラインで相談にのってもらえる。非常に充実
したサポートに感謝するとともに、学内公務員講座を受講して良かったと心から
思います！

外国語学部 内定：大阪府
私が学内講座を選んだのは、授業と両立しやすく、移動時間も少なくて済むと感
じたからです。留学から帰ってきた時には既に講座が始まっていましたが、その
分の講座を動画で取り戻せたので助かりました。また、事務局の方から焦る必要
はないと励ましていただいたことも大きかったです。他の受講生の頑張る姿を見
て、自分も頑張ることができました。事務局の方々が時期に応じてアドバイスを
くださいましたし、勉強の遅れや進路の悩みに対しても相談に乗ってくださった
ので不安を解消しやすい環境だったと思います。

外国語学部 内定：京都府
自宅から通いやすいということが、学内講座を選んだ１番の理由です。実際、大
学の授業終了後にそのまま講義を受けたり相談があるときに気軽に事務局に足
を運んだりすることができました。私は、箕面キャンパスで過ごすことが多かっ
たので、大半は家でオンライン授業を受けながら試験勉強をしていました。配布
物や提出物などに関しては、事務局で臨機応変に対応していただけたので、家で
も十分な学習を行うことができたと思います。また、面接試験の時期にも、面接
カードの添削や模擬面接で何度も事務局の方にお世話になりました。さらに、他
の受講生と一緒に面接練習をする機会をいただくこともできました。日頃から親
身になって対応していただける事務局の存在と、同じ環境のもとで切磋琢磨でき
る仲間の存在があったからこそ、長丁場の公務員試験を乗り切ることができたと
感じています。

外国語学部 内定：大阪市
学校で受講できるという所に惹かれて学内公務員講座を受講しました。しかしそ
れ以上に、事務局の方がとても協力的で、進路や勉強の進め方、ES添削、模擬面
接…など、親身になって相談にのってくださいました。学内にあるので、困った
ら事務局にすぐに相談できる点もよかったです。また、受講生が大阪大学の学生
に限られているため、もともと知り合いだった人も多く、一緒に頑張る仲間が沢
山できました。学内公務員講座で、事務局の方と、そして仲間たちと、一緒に就
職活動が出来て、本当に良かったと思います。色々な人のサポートがあったので、
就職活動を前向きに考えることが出来ました!ありがとうございました。

人間科学部 内定：農林水産省
私は、大学1，
2回生のとき、法律にも経済にも全く触れたことがありませんでし
た。そんな私が、筆記試験に合格し、内定をいただけたのは、各科目の先生方や
事務局の方との距離が近く、質問しやすい環境が整っていたからだと思います。
特に、事務局の方は、勉強法・進路の相談や、面接カードの添削など、本当に何
度も、対応してくださいました。公務員事情はもちろん、阪大生のこと、受講生
本人のことをよく知っている事務局の方だからこそ、一歩踏み込んだアドバイス
をしてくださいます。就活中、たとえ大阪以外にいるときでも、最後の最後まで
親身になって相談に乗ってくれるスタッフの方がいる。この安心感が、この講座
の最大の魅力だと思います。

人間科学部 内定：大阪大学
大学の授業終わりでも必ず講座に間に合い、かつ事務局が大学内にありアクセス
しやすいという理由から学内講座を選びました。長期にわたる試験対策でしたが、
事務局の方が要所要所でペース配分を提示してくださったので、研究を疎かにす
ることなく継続的に勉強することができました。また、時間さえ合えばいつでも
相談に乗ってくださったので、不安をすぐに解消することができました。個人的
に一番有り難かったのは、ESの添削と面接対策が非常に手厚かった点です。ES
の添削については、事務局の方と何度もお話をする中でES作成のための材料を
見つけ出すことができました。面接対策については、集団面接も個別面接も対策
していただき、入室の仕方から話し方、話す際に気をつけることなど、受け答え
以外の指導も充実していました。これらの手厚いサポートのおかげで、本番では
自信をもって試験に臨むことができました。

国際公共政策研究科 内定：文部科学省
学内講座ということもあり、WEBでの受講や面接対策などの融通がきくので申
し込みました。総合職専用ではないので、はじめのうちは、総合職だから特別な
勉強が必要ではないのか、と不安に思っていました。しかし、講座やテキストの
質は本当に高く、これをやりきれば総合職であろうと何であろうと大丈夫だと自
信を持てるようになりました。また、公務員講座の面接対策は本当に手厚いです。
型にはめるのではなく、その人が持つ良さを引き出そうとする姿勢を感じました。
加えて、頻度も他とは比べものになりません。官庁訪問という日本で最も厳しい
面接試験を終えた今、公務員講座での面接対策で自分を発見できたことが、成功
の秘訣であったと実感しております。

法学部 内定：内閣府
選んだきっかけは、学内で試験対策を行うことが出来る受講のしやすさでした。
事務局に気軽に相談ができ、授業を休んだ時も映像配信を活用して復習がしっか
りできるため、自分のペースで試験対策が進められました。加えて、面接対策が
充実しています。個別面接対策から面接カード記入の添削まで、職員の方やOB
の方、同期の受講生と共に対策を行い、効率的に面接能力を高めることが出来ま
した。更に、その際の情報交換を通じて、試験傾向・動向も把握できたことも意
義深いものでした。融通が利く筆記試験対策と、充実した面接試験対策との二段
階のバックアップの形を通し、合格に向けてより効果的に自分を向上させること
が出来ると感じています。

法学部 内定：農林水産省
大学で授業が行われるため、通いやすいと考え公務員講座を受講することに決め
ました。忙しくて通えない時も授業がパソコンで見ることができるため、勉強の
進度があまり遅れることなく進めて行くことができました。また、対策を怠りが
ちな論文試験のテキストや授業も充実していたため、他の受験生と差をつけるこ
とができたと思います。面接対策についても、事務局スタッフの方が一人ひとり
に合わせた面接練習をしてくださるため、面接の受け答えに自信が持てました。
加えて、公務員講座では、いつも事務局に他の受講生が集まって面接練習を行っ
ているため、好きな時に好きなだけ面接対策ができました。十分な面接対策がで
きることだけでなく、一緒に頑張る仲間が得られたことも大きな糧となりました。

※技術職コースを含めたすべてのコメントは、
HPでご確認できます。
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コースの内容
国家総合職を含めて、あらゆる試験種に対応

￥330,000

行政職コース

（税込）

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

（ テキスト代込み ）

技術系公務員を目指す方向けのコース

￥165,000

技術職コース

（税込）

内容：講義103コマ+オリジナル模試３回+論作文添削+面接対策指導

（ テキスト代込み ）

●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。
特に、
法律論文担当講師は現役の弁護士ですので、国家総合職法律区分記述対策も万全です。
●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。

▶代金（テキスト代+WEB講義代込み）
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）
■ 講義の内訳（1コマ90分）
科目

コマ数

憲法
民法
行政法
政治学
行政学
国際関係
経済原論
財政学
法律論文講義
経済論文講義
直前法律
直前経済
数的処理
資料解釈
人文科学
自然科学
社会科学（経済）
社会科学（経済以外）
文章理解
論作文講義
面接対策講義
時事
経済事情
直前数的処理

20
36
20
8
8
8
44
12
12
3
14
6
41
3
8
6
6
6
6
4
6
6
4
6
1

開講オリエンテーション

計

行政職コース
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

技術職コース
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

294

103

担当予定講師
中村 輝
中村 輝
中村 輝
中村 輝
中村 輝
中村 輝
小嶋 智明
小嶋 智明
中村 輝
小嶋 智明
中村 輝
小嶋 智明
太田 健
太田 健
京城 明日香
林 隆希
小嶋 智明
大久保 圭貴
京城 明日香
京城 明日香
京城 明日香
大久保 圭貴
小嶋 智明
太田 健
中村 輝

■ 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
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講義スケジュール
2022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
【参考】2021年度講義スケジュール

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
4月下旬から5月上旬

5月中旬

6月上旬

6月中旬

6月下旬

国家総合職・衆議院事務局・

大阪府・大阪市・ 国家専門職

国家一般職

地方上級・

国立大学

参議院事務局・東京都・特別区・

国立国会図書館

市役所

法人等職員

裁判所職員
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7月上旬

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！
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。

テーマ 「公務員試験対策と仕事研究」
❶ 4月 8日（金）18：30〜20：00
（京城講師）
❷ 4月18日（月）
18：30〜20：00
（中村講師）

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。

お申込
方法

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。
申込先

申込定員

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

※開講後も随時お申込み可能ですが、定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

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

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：06-6841-3360（代表）
【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

