
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5

※「公務員ゼミナール久留米校」は私塾であり、本校とは一切関係ありません。

TEL.092-432-3591 FAX.092-432-3592

E-mail fukuoka@kouzemi.ac.jp

0120-561-037

URL http://kouzemi.ac.jp 検索公務員ゼミナール
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ACCESS

●JR・地下鉄博多駅より 徒歩12分
●JR博多駅より西鉄バス駅南2丁目下車 徒歩1分
●九州自動車道 福岡I.C.より車で20分
●九州自動車道 太宰府I.C.より車で30分

こう むいん ぜ み なーる

スマートフォンからも
募集要項請求、

オープンキャンパスの
お申し込み・お問い合わせ

いただけます

お申し込み・お問い合わせは

詳しくは募集要項・指定校推薦要項をご覧ください。

「公ゼミ福岡校」は以下の条件を満たした高校３年生を対象に『入学マイレージ』として
ポイントを発行します。この『入学マイレージ』ポイントは、その取得者本人が2023年４
月の「公ゼミ福岡校」への入学を希望し入学手続きをする際、入学願書に添付し提出す
ることで１ポイントにつき１万円を入学金から免除いたします。

「公ゼミ福岡校」が開催する高校生向け講習会を受講し講習毎に定めた要件をクリアした
場合、受講修了とみなして『受講修了書』を発行します。各講習で獲得できるマイレージは以
下のとおりです。　

2023年４月の「公ゼミ福岡校」への入学手続きの際、
「早期申込」「公ゼミＯＢ紹介」「お友達と一緒に申込」な
どの場合に「入学マイレージポイント」を付与します。

春休み無料講習【1P】
日曜講習＆模試【1P】
海の日無料講習【1P】

夏期講習Ａ日程【1P】
夏期講習Ｂ日程【1P】

夜の公務員講習in久留米【各期毎1P】
夜の公務員講習in香椎【各期毎1P】
夜の公務員講習in藤崎【各期毎1P】

早期入学申込ポイント【2P】
公ゼミＯＢ紹介ポイント【1P】
公ゼミスクラムポイント【1P】

講習会受講修了ポイント 入学申込時 特別ポイント

2023

累計
合格者数

3,393名

少数精鋭
（1クラス定員）

30名

減免

特待生制度
授業料最大

万円16

驚異の高い
最終合格率
2021年度実績

31名
41名

福岡校

公ゼミ入学支援制度
最大
入学金 万円

減免

人の役に立ちたい、公務員、になる人の役に立ちたい、公務員、になる人の役に立ちたい、公務員、になる人の役に立ちたい、公務員、になる

福
岡
校

模擬授業で
高まる安心感！
分かりやすさに
納得の
公ゼミメソッド

在校生との懇談で
高まる一体感！
少人数クラスが
特徴の
公ゼミライフ

ＯＣ参加後の
入学手続きで
満足のお得感！
入学選考料を
全額免除

オープンキャンパスで実感！！ 4つの嬉しいポイント

市役所の
職員も！

地元の
消防士も！ 国家

公務員も！

県庁の
職員も！

公ゼミで夢をかなえる！公ゼミのオープンキャンパス公ゼミで夢をかなえる！公ゼミのオープンキャンパス

KOUZEMI Fukuoka Open Campus Schedule
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4ガイダンスで
高まる期待感！
合格までの
黄金ルートが
見えてくる
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2022・2023

2022 2023
本校は、福岡県認可の専門学校ですので、上記以外
にも、日本学生支援機構の奨学金・福岡県の若年者
専修学校等技能習得資金貸与制度（73．6万円を貸
与・所得基準あり）・日本政策金融公庫の教育一般貸
付など、公的な学費支援を受けることができます。

住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生対　象

家族に負担をかけずに、自分で学費を払って勉強したい。
そんな自立心あふれる若者を応援する制度です。

世帯収入に応じた3段階の基準で支援額が決まります。※詳しくは裏面をご覧ください。

専門学校公務員ゼミナールは福岡県知事より認定を受ける、「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。
公務員への夢を応援します。

＋授業料と入学金の免除または減免
授業料の減免

原則返還が不要な奨学金
給付型奨学金

※1 公ゼミ入学支援制度・特待生制度により、割引がある場合、貸与額が変わります。
※2 学費は、入学金･授業料･施設設備費の総額です。

貸 与 額対象人数 １年間の費用
（貸与後の必要額）

卒業後のお支払い
（返済の一例）

半額
貸与
 Ａ 

入学者の
50％まで 42.35万円

返済額
42.35万円
初回 10,500円
＋2回目以降

月額7,000円×59回

返済額
84.7万円
初回 8,050円
＋2回目以降

月額7,050円×119回

全額
貸与
 Ｂ 

10名まで
（上記の内数）

学　費
42.35万円

※2

学　費
な し

※2

84.7万円
※1

無利息・
手数料無料

50％に
半額貸与
入学者の50％まで半額貸与、うち10名まで全額貸与を適用！

もちろん、利息や手数料は必要ありません。

修学支援新制度修学支援新制度高等教育の高等教育
経済的な理由で学び続けることを諦めている、学習意欲のある子供たちが、社会で活躍する人材を育成することの
できる大学・専門学校等へ進学し、学ぶことができるようにする制度です。

得点 ランク 授業料減免額
２８点以上 Ａランク 16万円減免
２４点～２７点 Ｂランク 8万円減免
２０点～２３点 Ｃランク 4万円減免

減
免
額

 16万円
減免

授業料

10時30分集合時間

国家公務員（高卒程度）
基礎能力試験に
準ずる４０題
（40点満点）[90分]

試験内容

当校への入学を決意する者を対象として特待生選抜試験を実施し、
規定の成績を収めた場合に授業料の一部を減免します。

最
大

試 験 日 2022年12月18日（日）
※【願書締切日】2022年12月12日（月）（郵送の場合、願書締切日当日必着）
※【結果発表日】2022年12月20日（火）

特待生制度特待生制度

学費貸与制度学費貸与制度

制
度
制
度

決
ま
り
!!
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限られた時間で多数の問題を解く公務員試験では、わずか
な時間配分ミスが命取りに。公ゼミでは、これまでに蓄積
した公務員試験に沿った模試を年間で24回実施していま
す。数をこなすことで時間配分や進め方など、安心して本
番試験に臨むことができます。

前期は、毎週、定期考査（週テスト）を実施。70点（一部教科
は60点）を下回ると追試験となります。授業の定着度を毎週き
びしくチェックすることで、合格への学力を着実に身につけます。

学費貸与制度
家族に負担をかけずに、自分で学費を払って勉強したい。そんな自立心あふれる若者を応援す
る制度です。もちろん、貸与にあたって利息や手数料は必要ありません。入学者の50％まで半
額貸与、うち10名まで全額貸与を適用。貸与選考試験の2021年度の合格率は91.7％です。

定員
学費（入学金・教材費など含む）お支払額

在学中支払総額

42.35万円

なし

入学時 7月時

251.750円 171.750円

なし

※2期分割支払時

※2期分割支払時
なし

卒業後の支払額 利息

返済額 42.35万円
7,100円×最長5年 なし

返済額 84.7万円
7,100円×最長10年 なし

半額貸与A 入学者の
50%まで

全額貸与B 10名まで
（上記の内数）

入
学
者

手数料無料
無利息

学費負担もしっかりサポート 特待生制度「公務員になるために学ぶ」そのために全力で支える。 当校への入学を決意する者を対象として特待生選抜試験を実施し、
規定の成績を収めた場合に授業料の一部を減免します。

※公ゼミ入学支援制度により、割引がある場合、貸与額が変わります。

半額
貸与に

% 16授業料最大 万円減免
学校法人

公務員ゼミナール
独自の奨学制度

■ 国の奨学制度：日本学生支援機構 予約／在学奨学金
■ 福岡県の奨学制度：若年者専修学校等技能習得資金貸与制度

■ 国の教育ローン：日本政策金融公庫 教育一般貸付
■ 提携ローン会社の教育ローン：オリコの学費サポートプラン

【対　象　者】 当校への入学を決意し、入学願書を提出するもの
 （現役高校生や当校以外の公務員専門学校在籍者など経歴は問わず）
【試　験　日】 2022年12月18日（日）  集合時間10時30分
【会　　　場】 専門学校公務員ゼミナール福岡校 福岡市博多区博多駅南2-14-5
【試 験 内 容】 国家公務員（高卒程度）基礎能力試験に準ずる
 40題（40点満点）［90分］
【申 込 手 続】 入学願書の「特待生試験」の欄にチェックを入れて提出
【願書締切日】 2022年12月12日（月）（郵送の場合、願書締切日当日必着）
【結果発表日】 2022年12月20日（火）

得点（40点満点） ランク 授業料金減免額

28点以上

24点～27点

20点～23点

Aランク

Bランク

Cランク

16万円減免
8万円減免
4万円減免

減免額

※本年度内の公務員採用試験との併願や大学進学との併願は可としますが、「併願申込書」の提出
が条件となります。
※学費の支払いは、特待生試験の結果発表日から1ヶ月以内です。学費貸与試験の受験、併願をし
ている場合は、それらの結果が確定してからお支払いください。

その他、ご利用
いただける制度

学生による授業評価
で「たいへんわかりや
すい」「わかりやすい」
が、93％を獲得(前期
授業)。「公ゼミの授
業は、おもしろい！ど
んどん分かる！」とい
うのは本当です。

公務員ゼミナール 8つの強み!!

年間24回の模試が
あなたの力になる

Kouzemi Strong Point 8

1

3月から入学直前授業がスタート。9月の一次試験にむけて、1ヶ月のアドバンテー
ジはすごく大きい。全員必修の授業です。

早期3月スタートで
ライバルに差をつける3

公ゼミは、33年目。
この間、学生数・一
次合格数・最終合格
数を、常に実数で公
表してきました。「の
べ一次合格数（一人
が3職種合格したら3
人合格と数えるやり
方）しか出さない学
校」や「根拠なく合
格率だけを出す学
校」とは一線を画し
ています。

高い合格実績と
実数の公表4

少人数制
1クラス30名が
可能にするサポート体制7

スモールSTEP UPで
学力がアップする2

6

はじめから2年制の公務員科、
おかしいですよね。なぜ、1
年で合格を目指してはいけな
いの？はじめから１年目はあき
らめてしまうの？公ゼミは1年
制が基本。もちろん、万一不
合格の時は、専攻科（2年目）
へ進学できます。

1年間で合格を目指す

4号俸で初任給アップ

8
指導力に自信あり
授業評価
「わかりやすい」93％

福岡県より認可を受けた専門学校
ですから、卒業すると多くの官公
庁で高校新卒者より4号俸（1段階)
上位の初任給が適用されます。
※詳しくは、オープンキャンパス
にて。または、お問い合わせくだ
さい。

公ゼミは、30名クラスが基
本。すべての教員が、一人
ひとりの学生に目が行き届
く。学生も、お互いクラスメ
イトのことがわかる。公務員
合格に向けてみんながひと
つになれる学校、それが公
ゼミです。



公務員ゼミナール 公務員ゼミナール03 04

公務員の魅力って? 「やりがい」や「安定」など公務員の魅力を紹介します。 よくある疑問や質問にお答えします

公務員・公務員試験について の理解度を上げて目標設定!!

公務員になるには？ 色んな専門学校があるけど？ 高卒でも大丈夫？など

安定した収入と不景気に強く社会的信用も高い!!2

大きな「やりがい」ある仕事が一生を通してできる1

公務員は民間企業のように業績不振によって身分や収入が左右されることはなく、年功序列式で給料が増えていきます。そして基本給の他
にも、家族手当や住居手当などの各手当が充実しており、賞与や年金・退職金も手厚いです。その点も公務員の魅力だといえます。また、
社会的信用はかなり高く、ローンなどを組むときを例にあげると、公務員という肩書があるだけですんなり話が進む場合が多くあります。
このように、社会的信用が高いという部分も安定した公務員の魅力です。

公務員は、国民の命や財産を守り、安心して暮らすために働いたり、国民が豊かに、便利
に生活できるような世の中をつくる仕事です。
このように人々が安心して、幸せに暮らすための手助けをする仕事ですから、しっかりし
た仕事を期待され、感謝や尊敬を受けます。
火事や事故が起こったときの救助などはその典型といえるでしょう。そのため、世の中に
絶対に必要な仕事だという大きなやりがいを一生を通して感じることができる魅力的な仕
事といえるでしょう。

女性が活躍できる職場環境3
近年、国は男女共同参画社会を実現するため、女性国家公務
員の採用・登用の拡大に取り組んでいます。ここ数年、国家
公務員の採用者全体に占める女性の割合は上昇傾向にありま
す。各府省は、育児休業をはじめ、仕事と育児・介護の両立
支援制度の活用促進を図るなど、女性にとって働きやすい職
場・勤務環境の整備等に努めています。また、女性職員の重
要ポストへの登用率も高く、その割合も年々増加傾向にあり
ます。公務員は、女性が安心して働くことができ、やりがい
のある仕事といえるでしょう。

仕事とプライベートの両立を
しやすい環境4
完全週休二日制。公務員においてはほぼ確実に達成されてい
ますが、企業においては達成されているのは一部の大企業の
みで、中小企業は休日返上で働かざるを得ないというのが現
実ではないでしょうか。公務員も残業をしなければならない
こともありますが、民間企業に比べると、仕事の都合で個人
の生活が犠牲になることは少ないでしょう。だから、年次有
給休暇も取りやすい環境です。それらの点を考えると、一般
企業より公務員の方が比較的プライベートな時間を作りやす
いといえます。

国家公務員（事務系職）
● 国家一般（高）
検察庁・法務局
入国管理局・外務省
税関・労働局
地方整備局・運輸局
自衛隊（事務） など

● 税務職
● 裁判所一般（高）
● 衆議院一般（高）
● 参議院一般（高）

一般事務・行政事務・技術系・警察事務・学校事務

地方公務員（事務系職）
● 都道府県職

一般事務・行政事務・技術系・学校事務
● 政令指定都市職

一般事務・行政事務・技術系・技能労務
● 市町村職

国家公務員（公安系職）
● 海上保安官
● 刑務官
● 入国警備官
● 皇宮護衛官

地方公務員（公安系職）
● 警察官
● 消防官

高校生でも幅広い職種を受験できる

親が子供になってほしい職業の第一位は
公務員といいますが、なぜですか？

身分・収入が安定していることが挙げられます。
民間の企業・会社では、業績不振の場合、減給されたり早期退職
を求められたりすることがありますが、公務員はそういうことが
ありません。また、労働条件が整っており、働きやすいというこ
とも挙げられます。退職金や年金制度が充実しており、女性の産
休・育休も保障されていて、安心して働けます。さらに、人々か
ら社会的貢献度が高い職業であると見なされている点も魅力で
しょう。

Q

公務員の採用情報や申し込みの仕方は
どうやって調べればいいですか？

国家公務員なら人事院の、地方公務員なら各自治体のホームペー
ジをご覧ください。また、採用情報・試験情報をまとめたサイト
もあり、そこで調べることもできます。しかし、それらを個人で
調べるのは時間や手間がかかり非常に困難を伴います。公務員ゼ
ミナールでは、採用情報・試験情報を調べ、学生の皆さんに提供
していますので、勉強に集中することができるのです。

Q 専門学校は2年制のところが多いですが、
1年目で受験してはいけないですか？

諸費用を考えると、少しでも早く合格した方が有利です。むしろ
１年目から受験するのが良いでしょう。本校の場合、本科の修業
年限は１年です。１年で合格することを目指し、実際に１年目で
多くの学生が合格しています。本科で合格できなかったり希望の
職種に採用されなかったりした場合、もう１年頑張りたいという
人のために専攻科が設けられています。

Q

学校に通わずに、自分で勉強して
合格することは難しいですか？

教養試験には判断推理や数的推理など公務員独特の科目があり、
それを自力で勉強するのはかなり大変です。また、理科・社会は
全科目から出題されます。さらに、教養試験に加え、適性試験・
作文試験・面接試験もあり、それらの対策も含めると、自力でや
るのは困難でしょう。専門学校と受験予備校の違いは、学歴とな
るかどうかです。その学歴は給与に関わってきます。専門学校卒
だと高校新卒より上の基本給となります（一部自治体を除く）。
その点も考えると、専門学校に通う方が良いでしょう。

Q 面接があるようなのですが、どんなことを
聞かれますか。対策をしてもらえるのですか？

①自分について、②仕事について、③社会的問題について、などが
聞かれます。①は長所や短所、部活動や趣味、友人関係など。②は
志望理由や希望部署とその内容など。③は少子化などの社会的問
題や最近話題になっている事柄など。面接試験は最終合格に関わ
る重要なものなので、もちろん対策は十分に行います。毎日、一
定のテーマについて人前で話す「表現」の時間を設けていますし、
実際の試験の前には模擬面接を何度も実施しています。

Q

公務員になるのは、高卒と大卒では
どちらが有利ですか？

高卒の方が相対的に合格しやすいです。公務員の教養試験は高校
で習う内容が中心となっており、大学に進学するとそれを再度勉
強し直さないといけなくなります。また、大卒だと教養試験とは
別に専門試験（法律・行政・経済系の科目）が課せられ、それが
高いハードルとなってきます。実際、国家一般職大卒程度の合格
率は九大・熊大でも約20％で、九州の私大では福大・西南大以外
はほとんど合格していません。

Q
よく合格率90％とか見ますが、そこに通えば
公務員にほとんどの人がなれるのですか？

合格率を見るときは、その中身に注意しましょう。まず、「一次」
か「最終」かという問題があります。「最終」合格しないと公務
員にはなれないので、「最終」合格率の方がより重要だといえます。
また、「のべ」合格率かどうかも見極めなければいけません。「のべ」
というのは、例えば1人が2つの職種に合格した場合、それを2名
と数えるということです。こうすると合格率は実際のものより高
くなるわけで、「のべ」合格率は割り引いて考える必要があります。
また、最終合格率80%以上を10年連続続けています、などとい
う広告を目にすることがありますが、それは自衛官候補生（2～3
年の期限付き採用）などの有期限採用を合格者に算入しているた
めです。特に自衛官候補生はほとんど合格しますから、それを合
格者に算入してしまうと、ほとんど合格率を算出する意味がなく
なってしまうのです。ですから、合格率などの資料を見るときに
は、公務員のいわゆる「正職員」（期限の定めのない雇用＝定年
まで働ける）のみを算入したものであるかを確認する必要があり
ます。もちろん公務員ゼミナールは、正職員しか合格者に算入し
ていません。

Q

公務員と民間の平均年収 国税庁：令和2年分民間給与実態統計調査
年収ガイド調べ https://www.nenshuu.net/special_public/chi_koumu/in_pre.php
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福岡県公務員 6,635,000円

福岡市公務員 6,737,000円

北九州市公務員 6,930,000円

久留米市公務員 6,431,000円

年収ガイド調べ
https://www.nenshuu.net/special_public/chi_koumu/in_pre.php公務員平均年収

民間平均年収 国税庁：令和2年分民間給与実態統計調査

平均給与 4,331,000円
男性 5,322,000円
女性 2,926,000円
正規 4,958,000円
非正規 1,762,000円
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公ゼミで学び実際に夢を掴んだ先輩たちの
声を聞いて少し未来の自分を想像してみましょう。

私は西部振興局の総務部に配属になりました。私の担当は公用車等備品の管理、
情報の管理、また西部保健所の給与事務を担当しています。お金に関することや、
重要物品を管理するのでとても責任のある仕事です。周りの方に助けていただき
ながら毎日頑張っています。公ゼミでできた友人といつも励ましあっています！
公ゼミでは毎日夜遅くまで友人と勉強してました。大変な毎日だったけど一年を
通して多くのことを学べた気がします。

お金や重要物品を
管理する責任のある仕事を
やりがいを持って励んでいます。

【勤務先】大分県西部振興局総務部

諌山 柊佳 大分県立
日田三隈高等学校出身

私は、現在県立高校で事務職員として勤務しています。今は、主に先生方が出張
する際に発生する旅費の請求や福利厚生を担当しています。公務員試験の勉強で
は、苦手な所や模試・授業で分からなかった所を徹底的に勉強していくようにし
ていました。
結果、一次試験はほとんど合格することができました。みなさんも、分からない
所を積極的に先生に聞くなど勉強に励んでください。応援しています。

公ゼミで繰り返し学んだことが
結果に繋がりました。

【勤務先】福岡県職教育行政

原口 菜瑠美 久留米市立
久留米商業高等学校出身

私は現在、公立高校に勤務し、生徒たちが毎月納める校納金を徴収したり、外部
講師や非常勤講師への報償の支払い等を担当しています。私の公務員試験の取り
組みとしては、とにかく苦手な分野を少しでも得意にすることでした。先生や得
意にしているクラスメイトに解き方を聞き、ひたすら反復練習していました。苦
手科目は伸び代が大きいので、苦手なままにせず取り組んでみてください。悔い
のないように頑張ってほしいです。

苦手分野克服が
私の勉強方法でした。

【勤務先】福岡県職教育行政

田中 大綺 久留米市立
久留米商業高等学校出身

私は法務局で働いています。法務局の業務は登記・供託・人権・戸籍など多岐に
わたり、様々な業務を経験することができます。その中でも私は、戸籍及び人権
の業務に従事しており、人権擁護事務では国民の皆様から人権相談を受け、相談
に対する助言等を行なっています。色々な相談がありますが、私達がお話を聞く
ことによって相談者の方に｢気持ちが楽になった。ありがとう。｣など感謝の言葉を
いただいた時にやりがいを感じています。

相談を通じ得た感謝の言葉に
日々やりがいを感じています。

【勤務先】長崎地方法務局

長山 駿也 長崎県立壱岐高等学校出身

健康保険課で国民健康保険に関する業務を行っています。日本では、誰もが何か
しらの保険に加入しなければならないという制度があり、国民健康保険は最後の
砦といわれており、重大なものに携わっている実感があります。中には加入して
いるのに、保険料を納めない方もいらっしゃいます。公平性が失われないように
保険料を納めていない方がどうしたら納めるようになるかを考えながら業務を
行っています。

国民の生活を守る
国民健康保険に関する業務を
公平性をもって取り組んでいます。

【勤務先】久留米市健康福祉部健康保険課

末安 楓真 久留米市立
久留米商業高等学校出身

私は、八女市役所の介護長寿課で働いています。主な仕事内容は、介護保険認定・
介護サービス・窓口対応などがあります。介護認定審査会で介護度を決め、それ
に沿って提供されるサービスの申請を受けます。少しのミスでも市民に影響を与
えかねない仕事なので、毎日責任をもって業務を行っています。公務員ゼミナー
ルでの日々が今に活きていると思うので、勉強大変だとは思いますが、頑張って
下さい！

公ゼミでの日々が
今の自分の仕事を支えています。

【勤務先】八女市介護長寿課

樋口 彩夏 福岡県立福島高等学校出身

私は、行橋農林事務所の総務課で働いています。担当している業務は、主に文書
の収受や発送、所長会議等の取次などを担当しています。特に、文書の発送は日
によって管内各市町に発送する文書が多い時もあり、とても大変な仕事ではあり
ますが先輩方も優しくフォローして下さるので、楽しく仕事をしています。公ゼ
ミでの勉強は大変なこともありましたが、学んできたこと一つひとつが今の仕事
に繋がっていると実感しています。

大変だった公ゼミでの勉強の
一つひとつが仕事に繋がり
役に立っています。

【勤務先】福岡県行橋農林事務所

三浦 優也 久留米市立
久留米商業高等学校出身

柳川市役所の学校教育課で働いています。仕事の内容は主に学校のお世話をして
います。上司や先輩方はみんな優しく、とても楽しく過ごせています。市役所に
は部活動もあって、色々な人と仲良くなれました。公ゼミにいる頃は、人生で1
番勉強したと言い切れるくらい勉強しました。でも、友達と一緒に夜遅くまで勉
強することが今ではいい思い出で、1年間とは思えないほどの濃い時間を過ごす
ことができました。

「人生で一番勉強した」と
言い切れる公ゼミでの1年間が
今の私をつくっている。

【勤務先】柳川市学校教育課

村上 真琴 久留米市立
久留米商業高等学校出身

私は、東京消防庁に合格し4月から消防学校に通っています。配属にむけて火災
や災害などから都民を救えるように勉強や訓練をしています。公ゼミでは、点数
が伸びず悩んだ時もありましたが、分からないことを一つずつ質問し、無くして
いくことで、希望の東京消防庁に最終合格できました。先生方は、丁寧に理解で
きるまで教えてくれるので、積極的に質問をして理解を深めてください。公ゼミ
に通い、合格できてよかったです。

民間企業を３月に退職し、
背水の覚悟で公ゼミに４月入学した
結果、念願の消防官になれました。

【勤務先】東京消防庁

上田 純 東海大学付属第五高等学校出身
（現 東海大学付属福岡高等学校）

私は、道路管理課の維持修繕係に配属され、道路や橋梁の点検・修繕などを行っ
ています。大変なことは多いですが、職場の雰囲気は常に明るいので楽しく仕事
ができています。高校時代に憧れだった警察官の試験に落ちたことで、公ゼミへ
の入校を決めましたが、週１の職種研究で警察官だけではなく、他の仕事にも興
味を持つきっかけになりました。公ゼミでは毎日20時まで残り、数人の仲間と勉
強をしました。勉強仲間を見つけることも合格の秘訣だと思います。　

公ゼミの職種研究で視野が広がり、
警察官と技術職の両方に合格
できました。

【勤務先】九州地方整備局

川原 雅也 祐誠高等学校出身

私は、大隅地域振興局 県税課 課税第二係というところで仕事をしています。仕
事内容は、不動産取得税賦課事務や家屋評価が主となっており、税に関する知識
があまりない私にとっては知らないことばかりで、新しいことを学んでいく毎日
となっています。
また、業務のほとんどをパソコンで行うため、公ゼミのOA演習の授業などで基
本的なことを学んでおいてよかったなと思っています。

パソコン業務が多く、
公ゼミのOA演習での基本が
役に立っています。

【勤務先】鹿児島県職

仮屋 菜々美 尚志館高等学校出身

私は、徴収担当として罰金や訴訟費用などの徴収金に係る事務を行っています。
徴収事務は納付義務者と接する機会が多いので、常に言動に注意して勤務してい
ます。
公務員試験本番まであっという間ですが、毎日の勉強を怠らず頑張ってください。
もし勉強に行き詰まったら、周りの友達や先生方に相談してみてください。

若いうちから多くの仕事を
任せて頂きやりがいを
感じています。

【勤務先】福岡地方検察庁

吉岡 大将 福岡県立八女高等学校出身

訓練や消防関係法令とにらめっこの毎日ですが、職場の雰囲気
は良く、皆一致団結し、とても仕事がしやすい環境です。私は
現在、救急隊員としても活動しており、救急搬送した関係者の
方から、「ありがとうございます。」と感謝の言葉をかけていた
だくことがあり、地域住民の安全と安心を守る存在として、と
てもやりがいを感じています。

救急搬送した関係者からの
感謝の言葉がやりがいに繋がっています。

【勤務先】宗像地区消防本部

大町 憲太 東海大学付属第五高等学校出身
（現 東海大学付属福岡高等学校）

自分の知らないことを知る事ができる
とてもよい経験ができています!!

【勤務先】福岡県筑後農林事務所林業振興課

河野 有紗 久留米市立
久留米商業高等学校出身

らのメッセージ夢を叶えた先輩かMessage

私は県職員として、筑後農林事務所の林業振興課に配属されま
した。まさか自分が作業服を着て働くことになるとは思ってい
ませんでした。事務とはいえ、現場に行くこともあります。林
業についての知識が全くないので杉と檜の違いなど初歩的なと
ころから勉強をしています。大変ですが、自分の知らない事を
知ることができるのはとても良い経験です。(^ ^)
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公務員本科または公務員学科（1年生）

■一次合格率 122名中116名合格 95%　■最終合格率 122名中93名合格 76% （福岡校・熊本校2校合計）
■○…最終合格、 無印…一次合格、 ◇…二次試験棄権（不受験）
■夏期講習・模擬講習などの合格者は入っていません。すべて公務員本科または公務員学科（一年制・全日制）および公務員専攻科または公務員特別学科（一年制［二年目］・全日制）に在籍した学生のみの合否状況です。
■合格率の適正さが損なわれますので、自衛官および有期限雇用の職種は、算入しておりません。
■二年制の学科を持つ専門学校の中には、一年目不合格の学生を受験者数に算入せず、2年に進学したものとして取り扱っている学校があります。計算の根拠をよく確かめましょう。
■出身校に※印がついている箇所は一次合格がなかった学生です。

学校選びの判断材料になる合格実績を完全オープンにしています。

過去通算 最終合格数（2校計）

公ゼミの合格実績掲載ポリシー

国 家 一 般

福 岡 市 職

福 岡 県 職

都道府県職

政令指定都市職

市 町 村 職

税  務  職

警  察  官

消  防  官

北九州市中間市

直方市

福智町

糸田町

添田町嘉麻市

東峰村朝倉市

築上町
豊前市

上毛町

田川市
みやこ町

鞍手町宗像市
福津市

古賀市 宮若市

飯塚市
久山町

新宮町

粕屋町

福岡市
糸島市

志免町
篠栗町
須恵町
宇美町
太宰府市

筑紫野市筑前町

久留米市 うきは市

…最終合格者あり

…一次合格者あり

八女市
広川町

筑後市大川市

柳川市
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苅田町
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木
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竹
町

大
野
城
市

春
日
市那

珂
川
市

頴
田
町

北九州市中間市

直方市 苅田町

行橋市

京築広域市町村圏
事務組合

直方・鞍手広域
市町村圏事務組合

甘木・朝倉広域市町村圏
事務組合

田川地区
消防組合

飯塚地区
消防組合

筑紫野太宰府
消防組合

粕屋南部
消防組合

宗像地区
事務組合

粕屋北部
消防組合

遠賀・中間地域
広域行政事務組合

福岡市

春日・大野城・
那珂川
消防組合

久留米広域
市町村圏事務組合

糸島市

…最終合格者あり

…一次合格者あり

大川市 筑後市
八女地区消防組合

柳川市
みやま市

大
牟
田
市

※旧「国家Ⅲ種（税務を除く）」旧「防衛省Ⅲ種」を含みます。

※下記の都道府県職にも計上しています。

※政令指定都市職・消防職にも計上しています。

※消防職含まず

※消防職含まず

●特別区職

●一部事務組合
●広域連合職

※旧「国家Ⅲ種（税務）」を含みます。

公ゼミ 福岡県内
市町村合格マップ

公ゼミ 福岡県内
消防合格マップ

「公務員になるために入学する」だから、合格実績はオープンに。

受験結果をすべて公表しています。
●学生全員の合格状況を全て公表しています。（別冊「公務員試験受験結果」をご覧ください。ただし、不合格の学生は出身校を伏せています。）
●専門学校公務員ゼミナールの学生（公務員本科または公務員学科、公務員専攻科または公務員特別学科）の結果のみを算入しています。夏期講習などの短期
講習や模擬試験のみの受講者は掲載していません。

Policy-01

自衛官候補生（2～3年の期限付き採用）などのいわゆる
非正規職員は合格数に入れていません。

●自衛官候補生（2～3年の期限付き採用）などの有期限雇用は合格数に入れていません。
●自衛官候補生はほとんど合格してしまうため、これらを合格者に算入すると合格率の計算は、適正さを損なうものとなります。
●「最終合格率80%以上10年連続」などとうたっている広告を見ることがありますが、これは自衛官候補生などの非正規雇用を合格者に算入しているため高い
合格率になるのです。
●自衛官候補生は国民を守る重要な仕事ですが、公務員の専門学校に入学する人で、非正規職員（期限付き採用）を第一志望にしている人はいないはずです。非
正規職員を合格者に算入している広告には注意しましょう。

Policy-02

公ゼミは公務員の「正職員」の合格者だけを算入しています。Policy-03　
一次合格率 122名中116名合格 95% 最終合格率 122名中93名合格 76%（福岡校・熊本校2校合計）
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335
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2021年度 公務員受験結果公ゼミの合格力
出身校 合格職種　○印は最終合格 ◇印は二次試験不受験 無印は一次試験合格 出身大学等

朝倉東 ○東峰村　○税務（中国）　◇鞍手町
稲築志耕館 ○桂川町　飯塚市
小郡 ○福岡県（教育行政）　税務（中国）　那珂川市　大刀洗町　
春日 ○国家一般（関東）　◇海上保安（特別）
嘉穂東 ○税務（九州）　○刑務（九州）　宮崎県警B　嘉麻市
嘉穂東 ○福岡県（教育行政）　◇海上保安（特別）　税務（関東）　飯塚市　嘉麻市
久留米商業 ○国家一般（関東）　○小郡市　○筑紫野市　◇海上保安（特別）
 ◇裁判所（高松）　八女市（7月採用）　福岡県（行政）
久留米商業 ○税務（九州）　◇海上保安（特別）　広川町　福岡県（警察行政）　八女市
玄界 ○福岡市（行政）
玄洋 刑務（九州）　那珂川市
光陵 福岡県警B　海上保安（管制）
早良 福岡県警B　佐賀県警B　糸島市消防
南筑 ○海上保安（特別）　◇裁判所（高松）　甘木朝倉消防　みやま市消防
 福岡市（消防）　久留米広域消防
南筑 ○特別区　◇海上保安（特別）
博多青松 ○刑務（九州）　福岡市消防　東京消防庁消防官Ⅲ類　春日大野城那珂川消防
柏陵 ○海上保安（特別）　◇国家一般（関東）
福工大城東 ○税務（近畿）
福工大城東 ◇海上保安（特別）　篠栗町　税務（関東）
福工大城東 静岡県警B　税務（東海）
福岡西陵 ○税務（九州）　◇海上保安（特別）　◇刑務（九州）　福岡県（教育行政）
三池 税務（中国）
三池 ◯南関町　大牟田市職（一般事務）　広川町職（一般事務）
山門 ○税務（関東）　○桂川町　◇海上保安（特別）　八女市（7月採用）　那珂川市
山門 ○福岡県（教育行政）　○税務（中国）　◇海上保安（特別）　筑後市
山門 ○福岡県（教育行政）
山門 ○福岡県（行政）　○国家一般（九州）　八女市
八女 ○八女市（7月採用）　◇広島県警B　◇海上保安（特別）
八女工業 ○国家一般（技術／関東）　◇海上保安（特別）　福岡市（電気）　東京都（電気）
祐誠 ○国家一般（技術／九州）　福岡市（土木）
祐誠 ◇愛知県警B
祐誠 ○刑務（中国）　宮崎県警B
芦北 ○税務職【近畿】　○水俣芦北広域行政事務組合（消防）　◇海上保安（特別）
天草工業 ○宇土市職（一般事務）　◇熊本県警察官B
鹿本 ○税務職【中国】　◇熊本県警察官B　神奈川県警察官B　大阪府警察官B
菊池 福岡県警察官B
九州学院 ○海上保安（特別）　○有明広域行政事務組合（消防）　○国家一般職【関東】
 ◇熊本県警察官B　◇東京消防庁（消防）
球磨工業 海上保安（船舶）　錦町職（一般事務）　錦町職（一般事務）
球磨工業 ○水上村職（一般事務）　○国家一般職（技術）【九州】　◇熊本市職（機械）
熊本工業 ○税務職【近畿】　海上保安（特別）
熊本国府 熊本県警察官B
熊本国府 ○刑務官A【関東】
熊本国府 ○刑務官A【東海】　愛知県警察官B［共同］
熊本国府 ○国家一般職【関東】　○益城町職（一般事務）　○熊本市職（一般事務）
熊本国府 ○海上保安（特別）　熊本市職（一般事務）　合志市職（一般事務）
熊本国府 ○国家一般職【東海】　◯上天草市（一般事務）
熊本商業 ○国家一般職【九州】　○大津町職（一般事務）　海上保安（特別）
熊本商業 ○玉名市職（一般事務）　○税務職【九州】
熊本西 ○国家一般職【関東】　海上保安（特別）
熊本西 ○国家一般職【関東】　○熊本市職（消防）
熊本西 ○海上保安（特別）　○国家一般職【関東】　○熊本市職（学校事務）
熊本農業 ○上天草市職（一般事務）　◇西原村職（一般事務）　熊本市職（学校事務）
熊本農業 ○上天草市職（一般事務）　刑務官A【九州】
熊本農業 ○国家一般職【九州】　◇熊本市職（一般事務）　海上保安（特別）
秀岳館 ○湯前町職（一般事務）　税務職【中国】
秀岳館 ○税務職【中国】　八代市職（一般事務）　熊本市職（一般事務）　海上保安（特別）
尚絅 ◇海上保安（特別）　刑務（九州）
城北 ○税務職【近畿】　○菊池広域連合（消防）
城北 ○税務職【東海】　○刑務官A【東海】　◇那珂川市職（一般事務）
 ◇東京消防庁（消防）
翔陽 ○国家一般職（技術）【中国】
翔陽 福岡県警察官B［共同］　警視庁［共同］
信愛女学院 海上保安（特別）　熊本県職（警察事務）　益城町職（一般事務）
専修大学玉名 海上保安（特別）
第一 ○海上保安（特別）　○裁判所一般【九州】　○国家一般職【九州】
 ○熊本市職（一般事務）　○嘉島町職（一般事務）
第一 ○大阪府警察官B　○海上保安（特別）　○国家一般職【関東】
 ○菊池広域連合（消防）　○熊本市職（消防）　◇熊本県警察官B
岱志 ○海上保安（船舶）　○熊本県警察官B　大阪府警察官B［共同］　税務職【中国】
玉名 熊本市職（学校事務）　海上保安（特別）　国家一般職【中国】　和水町職（一般事務）
玉名 ○海上保安（特別）　◇熊本市職（学校事務）　荒尾市職（一般事務）
 税務職【九州】　福岡県（一般事務）

出身校 合格職種　○印は最終合格 ◇印は二次試験不受験 無印は一次試験合格 出身大学等
玉名 ○荒尾市職（一般事務）　玉名市職（一般事務）　八代市職（一般事務）
 福岡県警察官A
必由館 ○海上保安（特別）　◯南関町職（一般事務）　◇大津町職（一般事務）
 熊本市職（学校事務）　裁判所一般【九州】　税務職【近畿】
必由館 ○海上保安（特別）　○国家一般職【九州】　○熊本市職（一般事務）
 ◇大津町職（一般事務）
必由館 ○海上保安（特別）　○熊本県職（警察事務）　○国家一般職【九州】
 ◇熊本県警察官B　◇福岡県警察官B
必由館 ○税務職【中国】　福岡県警察官B　海上保安（船舶）
人吉 ○あさぎり町（一般事務）　◇東京消防庁（消防）　海上保安（特別）
人吉 ○人吉球磨広域行政組合（一般事務）　◇東京消防庁（消防）　税務職【近畿】
人吉 ○海上保安（特別）　○熊本市職（消防）　◇裁判所一般【九州】
 上球磨消防組合（消防）　国家一般職【東海】
人吉 ○海上保安（特別）　○国家一般職【九州】　東京消防庁（消防）　熊本市職（消防）
人吉 ○福岡県（特別募集）　◇海上保安（特別）　国家一般（九州）
文徳 ○国家一般職【関東】　◇海上保安（船舶）　熊本県警察官B
 兵庫県警察官B［共同］
文徳 ○税務職【九州】　熊本県警察官B　福岡県警B
北稜 ○海上保安（特別）　◇大阪府警察官B　国家一般職【関東】　熊本県警察官B
 福岡県警察官B
北稜 那珂川市職（一般事務）
御船 ○宇城広域連合（消防）　国家一般職【関東】
八代工業 ○福岡市職（機械）　○国家一般職（技術）【九州】　◇海上保安（特別）
 芦北町職（一般事務）
八代工業 ○国家一般職（技術）【九州】　○八代広域行政事務組合（消防）
八代工業 ○海上保安（船舶）　◯神奈川県警察官B
八代工業 ○海上保安（特別）　○税務職【中国】　○刑務官A【九州】　熊本県警察官B
八代清流 八代市職（一般事務）　裁判所一般【九州】
ルーテル学院 ○税務職【九州】　海上保安（特別）　宇土市職（一般事務）
尚志館 ○鹿屋市　◇肝付町　◇鹿児島県（一般事務）　◇海上保安（特別）
 裁判所（福岡）　国家一般（九州）
尚志館 ○海上保安（船舶） ○大隅肝属地区消防本部 糸島市消防 税務（中国）
曽於 ○海上保安（船舶）　◯湧水町（一般事務）　◇刑務官A【中国】
 東串良町（一般事務）　税務職【中国】 肝付町職（一般事務）
高卒認定 熊本市職（一般事務）
＊
＊
＊

出身校 合格職種　○印は最終合格 ◇印は二次試験不受験 無印は一次試験合格 出身大学等
東福岡 ○海上保安（特別）　○海上保安（船舶）　○枕崎市　南大隈町
福工大城東 ○福岡県（特別募集）　○桂川町　宮若市　福岡県（教育行政）　裁判所（広島）
 国家一般（関東）
福島 ○福岡県（行政）　◇海上保安（特別）　筑後市　裁判所（広島）　国家一般（関東）
八女 ○税務（九州）　○広川町　八女市（7月採用）　うきは市
八女 ○福岡県（行政）　○八女市　○国家一般（九州）　◇海上保安（特別）　裁判所（福岡）
天草 ○海上保安（特別）　○国家一般職【九州】　○苓北町職（一般事務）
開新 ◇大津町職（一般事務）　海上保安（特別）　熊本県職（一般事務）
鹿本 ○海上保安（船舶）　○菊池広域連合（消防）　○熊本県警察官B
 裁判所一般【九州】
鹿本 ○国家一般職【関東】　◯菊池養生園保健組合（一般事務）　熊本県警察官B
 海上保安（特別）
鹿本 ○海上保安（特別）　東京消防庁（消防）　熊本市職（消防）
九州学院 ◇海上保安（特別）　熊本市職（一般事務）　裁判所一般【九州】
 税務職【九州】　合志市職（一般事務）　福岡県（一般事務）
熊本工業 ○税務職【関東】　○海上保安（船舶）　熊本県警察官B
熊本商業 熊本県警察官B　海上保安（特別）　宇土市職（一般事務）
熊本商業 ○海上保安（特別）　○税務職【中国】　○熊本市職（一般事務）　御船町職（一般事務）
熊本西 ○海上保安（特別）　◇那珂川市職（一般事務）　◇海上保安（船舶）
熊本農業 ◇海上保安（特別）　国家一般職【関東】　熊本県警察官B　福岡県警察官B
信愛女学院 ○税務職【関東】　八代生活環境事務組合（一般事務）　山鹿市職（一般事務）
 熊本県職（教育事務）
岱志 ○海上保安（特別）　○国家一般職【近畿】　有明広域行政事務組合（消防）
第二 ○海上保安（特別）　○津奈木町職（一般事務）　○国家一般職【九州】
 ○熊本市職（一般事務）
玉名工業 ◇海上保安（特別）
東海大熊本星翔 ○国家一般職【関東】　◇熊本県警察官B　◇海上保安（特別）
 東京消防庁（消防）　福岡県警察官B
必由館 ○国家一般職【中国】　◇熊本県警察官B　◇海上保安（特別）　熊本県職（教育事務）
文徳 ○税務職【関東】　◇熊本市（一般事務）　海上保安（特別）　裁判所一般【九州】
 宇土市職（一般事務）
ルーテル学院 ○国家一般職【九州】　○菊陽町職（一般事務）　海上保安（特別）　裁判所一般【九州】
＊
＊
＊

公務員専攻科または公務員特別学科（２年生）
社会人経験

専修大学

九州デザイナー
学院

社会人経験

熊本技術専門学校

福岡大

社会人経験

社会人経験
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入学直前授業で
スタートダッシュ！

入学式前の3月に「入学直前授業」を3週間にわたって行います。
9月には公務員試験の本番ですから、できるだけ早く勉強をスター
トすることが大事です。公ゼミなら高校卒業直後からスタートを
切ることができます。

毎週の模擬試験で本番試験
もこわくない！

毎週土曜日は本番の公務員試験の形
式で模擬試験を行います。これによ
り一問平均2分15秒（国家の場合）
のスピード試験に慣れることができ
ます。また豊富なデータにより受験
先の選択や苦手教科の分析などが的
確に分かります。

「公務員合格ゼミ」を
執筆した実力講師陣の指導！

公ゼミは、九州の高校でも補習用教材として広く採用されている
問題集「公務員合格ゼミ」を執筆した実力講師陣を有しています。
公務員試験を知り尽くした講師が合格に向けて公務員試験に特化
したカリキュラムで指導を行います。

「表現」（1分間スピーチ）で
面接試験が得意になる！

毎朝1分間スピーチ「表現」の時間が
あります。一人当たり毎週1回スピー
チをやっていきます。「私がなりたい公
務員と、それを選んだ理由」「これまで
一番頑張ったこと」など各週で題が決
まっていて、前期24回にわたって話し
ているうち、自然に面接試験で聞かれ
ることへの対策になるのです。また人
前で話すことに慣れていくのです。

「職種研究」で公務員の
仕事を理解できる！

「職種研究」という授業で公務員の各職種の仕事内容・やりがいや
面接試験・集団討論の基本を学ぶことができます。自分一人で調
べると途方もない時間がかかるものばかりです。公務員に特化し
た専門学校にしかできない授業がここにあります。

集団討論の
対策もやります！

集団討論が2次・3次試験で増えていますので、模擬集団討論を何
度も実施して本番に備えます。過去に出題された内容をもとに、
問題をどのように掘り下げていくのか、司会・タイムキーパー・
書記などの役割分担を意識し、集団として結論を導き出すよう練
習を重ねていきます。他ではなかなかこのような練習はできない
はずです。

実績の集積!
公ゼミオリジナルテキスト！

15教科におよぶ公ゼミ講師陣著作のオリジナルテキスト。過去32
年間のノウハウが詰まった合格への道しるべです。これは同じ公
ゼミ講師陣著作の問題集「公務員合格ゼミ」が全国で愛用されて
いることからも証明されています。

週テストで
確実にレベルアップ！

毎週月曜日の午後に「週テスト」を実施。前の週の授業内容から
出題されます。狭い出題範囲を深く掘り下げて勉強できるので、
授業の理解や知識の定着が確実に進んでいきます。「スモールス
テップ」を一段一段上がっていきます。これが公ゼミの高い合格
率の源です。

模擬面接で
本番への備えも万全！

2次・3次試験では必ず面接試験が課されます。多くの人が面接を
苦手としますが、最終合格するためには避けて通ることができな
い課題です。そのため1次試験に合格した試験については、模擬
面接を「できるまで」やります。
うまくいかない場合は、5回でも10回でも納得できるまで練習しま
す。公務員試験最後の難関です。ここは根性だしていきましょう！

情報の集積!
本試験・面接復元シート!!

作文の苦手な人も
添削指導で改善！

最終合格のためには作文も重
要な要素となります。苦手な
人が多い科目ですが、毎週「作
文」の講義があり、文章の構
成の仕方など、初歩から習得
することができます。添削指
導により、弱点を改善するこ
とができます。

●15教科の公ゼミ講師陣著作の合格のためのオリジナルテキスト
●過去のノウハウが集積した合格のためのテキスト

公務員ゼミナール講師執筆の問題集
「公務員合格ゼミ（いいずな書店）」

教養（基礎能力）試験対策

2次・3次試験対策

公務員
基礎知識UP1Step

2次・3次
試験対策3Step

1次試験
対策2Step

●先輩が実際の面接内容を正確に復元した記録を長年にわたり保管
●実際の面接の報告書を閲覧することができる

合格に どんどん
近づくカリ

キュラム

Curriculum

実際の面接後、その内容をできるだけ正確に復元し、記録に残し
たものが「面接復元シート」です。公ゼミでは長年にわたり、そ
の記録を残し続けています。だから、どんな形式で面接が行われ
るか、またその内容は何か、詳しく知ることができます。
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後期授業

前期授業

3
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

後期授業風景

入学式

入学直前授業

春の遠足

三者面談

春のスポーツ大会

前期授業風景

秋のスポーツ大会

国家公務員採用試験場

公務員最終合格発表

卒業式後期授業風景

0
1
2
3
4
5
H

10：05～10：25
10：30～11：20
11：30～12：20
13：20～14：10
14：20～15：10
15：20～16：10
16：10～16：30
16：30～18：00

月時　間

入学直前授業時間割例
火 水

事務適性

全員自習
清掃・ホームルーム
自習室開放

木 金

物理 化学 日本史 化学 数的推理
国語知識 世界史 政治経済 図形 政治経済

生物 数的推理 数学 判断推理
週テスト

判断推理 世界史 生物 英語

0
1
2
3
4
5
6
H
7

09：05～09：45
09：50～10：40
10：50～11：40
11：50～12：40
13：30～14：20
14：30～15：20
15：30～16：20
16：20～16：40
16：50～17：40
17：40～21：00

月時　間

前期授業時間割例
火 水
表現基礎演習・事務適性

清掃・ホームルーム

自習室開放
※9月は月曜日は試験代休となります。 ＊は選択授業です。

木 金 土

判断推理 化学 地理 政治経済 図形
物理

数的推理
職種研究

現代文 判断推理 物理 数的推理
世界史 日本史 図形 地理 ホームルーム

週テスト
体育＊

自習室
開放

模擬試験
（総合演習）

地学 数的推理 数学 英語
作文 世界史 判断推理 資料解釈

政治経済 国語知識 生物

工業数学＊ 週テスト追試 工業物理情報＊

日本史

1・2 09：05～10：45

月時　間

後期授業時間割例
火 水 木 金

社会科学
＊

＊は主に未合格者を対象とした選択授業です。

マナー
接遇 救急法

課題研究

人権と
公務員

3・4 10：55～12：35 数的処理
＊ 簿記・会計 生活と

公務員
憲法・
公務員法

H 12：35～12：55

5・6 13：35～15：15 自然科学
＊

OA演習
A

社会と
公務員

OA演習
B

7・8 15：25～17：05 人文科学
＊

清掃・ホームルーム

入直授業開講式

週テスト開始
（8月まで毎週月曜実施）

二者面談

入学式

春の遠足

模擬試験開始
（9月まで毎週土曜実施）

スポーツ大会

春期公務員一次試験
（警察官・海上保安官）

健康診断

国家公務員願書締切

三者面談

二者面談

地方公務員
願書締切

公務員
一次試験

公務員
二次試験

秋休み

秋のスポーツ大会
公務員
最終合格発表

冬休み

後期授業試験

専攻科入学試験

卒業式

1年目で不合格に
なったらどうなるの？
公ゼミは、１年で合格することに全力を注
いでいます。実際に、1年で多くの学生が最
終合格を勝ち取っています。しかし、残念
ながら力が及ばなかったときは、翌年は公
務員専攻科に進学して再チャレンジする
ことができます。ただし、はじめから「2年
計画で」といった安易な気持ちでは、2年目
も合格できませんよ。

入学直前授業 ここが合格への近道

年間スケジュールSchedule 公務員をめざし、駆け抜けていく公ゼミでの1年間

不合格の場合は?

6ヶ月コースは
ないのですか？

コースについて

公務員試験は、一次に合格しても二次
試験で40～70％が落とされるのが普
通です。一貫したカリキュラムで二次
対策をするためには、6ヶ月では無理
なのです。なお、専門学校は最低１年
間と法律で決まっており、１年未満の
コースは学歴としては認められず、通
学定期も使用することはできません。

警察コース・消防コースはないの？
基本的に公務員の教養試験は、全国
でまとめて作問されており、同じ日
に実施される地方公務員試験の出題
は、事務・警察・消防の区別なく同じ
問題です。警察官用や消防官用など
の独自の勉強は必要ありません。
コース分けしている学校もあります
が、実際の授業が異なっているわけ
ではありません。

コースについて
大学に行ってから受験した方が有利？
どっちがいい?

大卒で公務員(上級試験)をめざすとい
うことは、九大生などと競争するとい
うことです。
例えば国家一般職(大卒）では、九大生
でも合格率は20％前後です。公務員と
して活躍することを狙うなら、高卒受
験が近道です。もちろん、採用後は大
卒・高卒の区別なく実力主義で昇進す
るようになってきています。

※公務員の試験日程は
　主要なものを記載しています。

前期授業風景



公務員ゼミナール 公務員ゼミナール13 14

学生のことを想い、学生を合格へ導く 公務員ゼミナールの最強講師集団!!

公務員ゼミナールは、九州の高校でも補習用教材として
広く採用されている問題集「公務員合格ゼミ」を執筆した
実力講師陣を有しています。

特技はかな書道。「1.言葉づか
い（ただしい敬語を用いたわか
りやすい話し方）２．接遇の仕方。
この2点を中心に、社会人として
身につけておくべき基本的マ
ナーを学んでほしいと考えます。」

新貝 千鶴子
（福岡女学院大学）

マナー接遇担当

パソコンの達人。眼鏡の奥の目
がきらりと光る。
「ネット環境の充実した今、よ
り最新の技術を現場で使いこ
なすパソコンの使い方を勉強
しよう！」

真村　功
（読売理工専門学校）

OA演習・簿記会計担当

美しい発音で学生を魅了して
います。
「苦手な学生にも基礎から教
え、試験で得点できるように
もっていきます。」

平島 千華
（フェリス女学院大学）

英語担当

福岡有数の演劇批評家。
「作文が苦手な人でも大丈夫。
集団討論のコツもまかせてく
ださい。」

古谷 麻妃
（九州大学大学院修士課程）

作文担当

趣味は、アニメとマンガとゲー
ムです。「今の社会は歴史の積
み重ねで成り立っているので、
流れを意識して歴史を学ぶこと
で視野が広がります。『至誠天
に通ず』です！一緒に頑張って
いきましょう！」

佐藤 直也
（熊本大学法科大学院）

日本史担当

基礎からキッチリ話をしてい
きます。生物も地学も覚えるこ
とが沢山ありますが、まずは大
枠をとらえて、色々な単元の内
容がどうつながっているかを
おさえてください。

弘島 英典
（九州大学）

生物・地学担当

6歳の男の子の父親。息子の話
をするときは、目尻が下がり
ます。
「ポイントをビシッと指摘する
メリハリの利いた授業を心が
けています!」

生津 政誉
（福岡教育大学）

物理・化学・生活と公務員担当

博多のトレンドウオッチャー。
阪急、KITTE博多、マークイズ
のことならおまかせ。
「脳髄に突き刺さる声量で、絶
対に授業中、眠ることができま
せん。」

池田 詠子
（学習院大学）

日本史担当

ツーリングでいろんな所に出
没しています。
「現代文・語彙文芸を担当して
います。最終合格に向け面接指
導にも力を入れています。」

久保山 和貴
（龍谷大学）

国語・数的推理・救急法担当

高校時代は野球少年で、甲子園
を目指していました。趣味はカラ
オケです。「地理は地図を身近に
感じることができれば、自ずと遠
い外国のことが身近に感じられ、
ぐんぐん得点力が伸びます!」

福島 頌之
（立正大学）

地理・歴史担当

学生時代から今まで野球、硬式
テニス、スキーを経験し、今は
ゴルフにハマっています。今度
は登山にも挑戦しようと思っ
ています。

我部 健
（福岡大学）

資料解釈担当

合唱歴40年です。判断推理はパズル
のような知能問題です。問題のパ
ターンを見抜き、そのパターンに
合った解法を用いることが大事で、
合格には欠かせない教科です。みん
な判断推理が得意になり、得点でき
るよう仕込んでいきますので、つい
てきてください！

（九州大学）
酒井 博久
国語・数的推理・課題研究担当

（九州大学）
小宮 康
政治経済担当

人間は文字によって読み書きした
り、思考したりするので、国語はその
基本となる重要な科目です。特に読
解力は欠かせません。数的推理は問
題文から方程式を立てて解くことが
多いため、やはり読解力が要求され
ます。「まずは、自分でよく考えてみ
ることです。問題が解けないとすぐ解
答をみてしまうのは為になりません。」

（九州大学）

公務員合格ゼミ
（国語・英語）執筆

大林 朗
判断推理・社会と公務員担当

（九州大学）
遠竹 沙耶香
数的推理・資料解釈担当

釣りを趣味としています。天草の海
が大好きで、堤防からブリを釣り上
げることが目標です。
「実感」をもって理解できる授業、本
試験で確実に得点源になる授業、こ
の2つにこだわって日々教壇に立っ
ています。難解な分野や、抽象的な
概念も、学生のみなさんの頭に
「すっ」と入っていくような事例を
沿えて分かりやすく説明します。

仕事後や休日はジムに通って運動
しています。今の目標は腹筋を割る
ことです。
ムダを省き、ポイントを絞り込み、
50分で“わかった！”となる授業、密
度の濃い授業を心がけています。
「数的推理・資料解釈の攻略なくし
て合格なし！です。何度も解いて解
法パターンを身につけるところか
ら始めましょう。」

猫と同居しています。
「政治経済は柱の科目。全問正
解できる位の勢いで、授業しま
す！」

村田 祐貴子
政治経済・憲法と公務員担当

神田 公司
（熊本県学童保育連絡協議会会長）

地域と行政担当

「自治体の現場」をキーワードと
して学童保育（放課後児童クラ
ブ）の現状と課題について考え
ます。実際に学童クラブを訪れ、
子どもたちとの交流を通して行
政の事業の現場を体験します。

法と社会担当
岡田 行雄
（熊本大学教授）

刑事法の学習を通して、裁判で
の被疑者、被告人の人権保障の
重要性をお伝えします。また、
裁判員制度が被告や弁護側の
権利をさらに制限してしまう
可能性についても考えます。

橋本 絵鯉子
（フリー・アナウンサー）

人間と情報・文化担当

マナーインストラクターとし
ても活動中です。第一印象は最
初の30秒で、目から55％、耳か
ら38％、言葉から7％の割合で
決まるのです。自分の第一印象
を自己管理できていますか？

KOUZEMI
PROFILES OF
TEACHERS

藤藪 貴治
（弁護士）

現代社会の理解担当

「格差」をテーマに授業を行い
ます。公務員は必ず「貧困問題」
に直面します。授業では社会福
祉事務所や児童相談所に勤め
た体験も交え、社会福祉につい
て掘り下げます。

内藤 一則
（早稲田大学）

理科担当

理科を苦手とする人が多いと
思いますが、「高校時代は分か
らなかったことが、今なら分か
る！」と楽しさを実感できるよ
うな講義を心掛けています。暑
さが大の苦手です。

趣味はテニスと渓流釣りです。
「とにかく復習して質問するこ
とが大切です。言葉のキャッチ
ボールを繰り返しながら、基礎
力をつけ、得点力を伸ばしま
しょう！」

西 索兄
（九州大学）

数的推理・理科担当

生け花の腕を磨いています。料
理が好きで、新作メニューに挑
戦する日々です。「授業を大切
にし、たくさん書き込みのある
復習しやすいノートをつくり、
何度も目を通してください！」

霍口 美枝
（九州女学院短大）

英語担当

ドラゴンボールが大好きです。
健康のため、週に3、4日は近所
の公園でウォーキングに励ん
でいます。「夢と希望に向かっ
て努力している学生たちの姿
が活力源です！」

霍口 信明
（福岡大学）

判断推理担当

美味しい、簡単、見栄えのよいメ
ニューを探求しています。「現代
文は本文に根拠を求めて、語彙
はクイズ感覚で一緒に楽しく、
繰り返して覚えましょう！」

村山 歌奈子
（熊本大学）

国語・作文担当

囲碁が趣味です。数学を苦手と
する学生は多いですが、そんな
みなさんに寄り添った授業を
行います。「何事にも前向きに
チャレンジ！が信条です。共に
頑張りましょう！」

篠原 憲司郎
（熊本大学）

数学担当

公務員合格ゼミ
（判断推理）執筆

公務員合格ゼミ
（数的推理）執筆

公務員合格ゼミ
（社会）執筆

合格まで 力強く導く講師陣

公務員への道を
力強く導く

SPECIALISTS

西南学院大学大学院
博士前期課程修了


	220608_01-表紙
	220608_02-中面1-8
	220608_03-中面9-14

