2023年
受験対応

主催：兵庫県立大学生活協同組合
共催：兵庫県立大学

学内 で公務員
公務員試験合格対策講座
開講のご案内
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講座ガイダンス開講予定（参加無料・事前申込不要）
第 1 回：2022 年 1 月 18日
（火）14：40～16：10
第 2 回：2022 年 1 月 27日
（木）16：20～17：50
第 3 回：2022 年 4 月 13日
（水）14：40～16：10
第 4 回：2022 年 4 月 19日
（火）16：20～17：50

研究棟Ⅱ-220
（AV 教室）
研究棟Ⅱ-220
（AV 教室）
未定
未定

会場はいずれも兵庫県立大学 神戸商科キャンパス内
※日程、会場が変更となる場合がございます。DM ポスター等でご案内いたします。保護者の方もお越しください。

兵庫県立大学生活協同組合

神戸商科キャンパス店

電話：078-795-0939

公務員試験・講義などの様子

兵庫県立大学 神戸商科キャンパス キャリアセンター長
濵田 洋（国際商経学部准教授）
今、学生の皆さんのキャリアに関する環境は、新型コロナの影響を始めとして非常に大きな変化を
迎えています。このような環境変化に対応し、学生の皆さんの充実したキャリア選択のため神戸商科
キャンパスキャリアセンターは、現在1年間を通じて様々な講座やセミナーなどを開催しています。
特に神戸商科キャンパスでは、国家公務員や地方公務員を志望する方も多く、合格者を毎年多数輩出しており、このような公務
員志望者を対象とした、県立大学生協が企画・運営し本学が共催する「公務員試験合格対策講座」が開講されています。公務員試
験は出題範囲が広く、基礎的な教養から専門的な知識までが要求され、公務員を目指す場合には時間をかけて十分な準備が必要
となります。さらに「二次試験」では面接や集団討論を非常に重視する官公庁・自治体が近年増加傾向にあり、従来の一次試験中
心とは異なる準備も必要とされるようになってきています。
これらに備えるため、この対策講座では実績のある講師陣による講義に加え、試験に向けての有用な情報（講師・先輩・講座担当
者などから）も提供されます。2020年度の本講座の合格率は全国屈指の80％となる実績をあげています。詳しくは案内をご覧く
ださい。さらにキャンパスでは講義として行政機関による寄付講義やOBOGによる懇談会（講座の卒業生も多数登壇します）も準
備され、公務員を目指す学生の皆さんへの支援を図ろうと整備を行っています。
先輩方はこの講座等を有効に活用しながら万全の準備のもと試験に望みました。皆さんもこの講座で同じ目標をもつ大学の仲
間と励まし合い、切磋琢磨して念願をかなえ、公務員として社会に、そして地域に活躍されることを期待しております。

9期生受講生（4回生）
2021年受験 合格実績一覧

これが公務員の世界 「人と社会のために働く」
ことが公務員の最大の魅力です。
公務員は「快適な社会をつくるコーディネーター」です。多様なニーズを把握し、限られた予算や時間を有効に
使って、住民の生活や満足度を向上させることを使命としています。
福祉や教育、
まちづくり、産業振興、環境対策など、広範な分野で活躍し、私たちの生活基盤を支えているのです。
「人と社会のために働く」
ことは、公務員の仕事の最大の魅力・やりがいといえるでしょう。誇りを持って一生取り組
むことができる仕事ではないでしょうか。今後は更に公務員志望者が増加すると推測されます。
公務員試験

22%
生協公務員講座
受講生

78%

2021年
公務員就職者

49名中
38名

が生協講座受講生

1次試験合格率

100 ％

経済・経営学部

この講座を選択した理由ベスト3

（受講生アンケートから）

１次試験 ( 択一試験 )
4月下旬

国家一般職

１次試験 ( 択一・論文試験 )
６月中旬

国家
公務員

地方
公務員

1 学内で受講できる

試験種
1次合格者 2次合格者 最終合格者
国家総合職
5
4
4
国家一般職
19
15
15
財務専門官
2
2
2
国税専門官
25
16
16
労働基準監督官
6
3
3
裁判所事務官
10
2
2
国立大学法人
5
1
1
その他の国家公務員
0
0
0
小計
72
43
43
都道府県庁
32
19
11
政令指定都市
13
5
4
市役所
24
10
6
警察・消防
0
0
0
小計
69
34
21
合計
141
77
64

今期の受講生数（2021年開講 10期生）
行政コース
47名
教養コース
4名
1・2年生一般知識対策コース
25名
合計
76名

2

（2021年10月31日現在）

2

No.

※変更になる場合があります。

最終合格
発表
6月下旬

２次試験 ( 記述・人物試験 )
5月下旬～6月中旬

１次合格
発表
7月上旬

官庁訪問
7月上旬～
8月下旬

２次試験
( 人事院人物試験 )
７月中旬～8月上旬

官庁訪問
7月上旬～

採用
内内定
7月下旬

最終合格
発表
8月下旬

採用
内内定

※2021年10月31日現在

(都道府県・政令指定都市・
東京特別区)

内定率

80 ％

2次対策（面接・集団討論他）が充実している

１次試験 ( 択一試験 )
６月下旬
( 東京・大阪は５月)

１次合格
発表
７月上旬

２次試験 ( 人物試験 )
７月中旬

最終合格
発表
8月下旬

採用
内内定

※その他、国家公務員専門職試験や市役所・国立大学法人等職員・警察官・消防官など、試験は多岐にわたります。
※受験年度により、試験制度が変更になることがあります。
※地方公務員試験では、択一試験を実施しないところや、３次試験等を実施する自治体もあります。
※官庁訪問とは、国家公務員試験は最終合格だけでは採用にならず、自分が希望する省庁や機関を訪問し採用面接を受ける必要があります。

公務員の魅力・試験勉強のアドバイス
1、公務員の魅力、やりがい

（2020年度）
No.

１次合格
発表
5月上旬

国家総合職

地方上級
その他

採用までの流れ【一例】
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No.

合格実績

＜内定先実績＞
国家公務員（国立大学法人含む）

厚生労働省、環境省、人事院近畿事務局、近畿地方整備局、
東京税関、大阪税関、神戸税関、大阪入国管理局、神戸地方検察庁、
大阪地方検察庁、大阪法務局、近畿警察局、近畿中部防衛局、
近畿地方厚生局、兵庫労働局、大阪労働局、東京労働局、
愛媛労働局、中国四国農政局、大阪地方航空局、大阪地方裁判所、
神戸地方裁判所、近畿財務局、関東財務局、東北財務局、
東京国税局、大阪国税局、名古屋国税局、広島国税局、福岡国税局、
京都大学、神戸大学、兵庫教育大学、大阪教育大学、
自衛隊幹部候補生、他
地方公務員

兵庫県庁、和歌山県庁、奈良県庁、石川県庁、福井県庁、島根県庁、
鳥取県庁、三重県庁、広島県庁、愛媛県庁、香川県庁、高知県庁、
沖縄県庁、東京都、東京特別区（23区）、大阪市、神戸市、堺市、
岡山市、尼崎市、姫路市、芦屋市、西宮市、宝塚市、赤穂市、
加古川市、明石市、高砂市、三木市、加西市、加東市、小野市、
宍粟市、西脇市、伊丹市、稲美町、多可町、福知山市、亀岡市、
大津市、東大阪市、守口市、寝屋川市、貝塚市、高松市、高知市、
丸亀市、豊橋市、警視庁、兵庫県警察、大阪市消防局、
姫路市消防局、西宮市消防局、他

①社会への貢献度が高い（国民・住民のための仕事）
②仕事の幅の広さ・職種の多さ、確実なキャリアアップ体制（研修制度、補助金など）
③地元に近い勤務地で仕事が可能
（地方公務員だけではなく国家公務員も）
④安定性
（法律による身分保障）
⑤生活上の優遇
（住宅手当、育児介護休暇など）
⑥男女平等の諸条件
（差別なし）
⑦大学で勉強したことが仕事に活かせる

2、公務員試験合格のための法則

①この 1 年
（もしくは 2 年）は、勉強のための 1 年と割切り、勉強中心のライフスタイルを作ること。「これからの長
い将来のためのほんの 1 年」、
「受験生という自覚をもつこと」
このためアルバイト、クラブ活動はセーブして自分のための時間を作ること。
②講座出席率と合格率は正比例します。復習と合格率も同様です。
（できるだけ出席し、理解し、復習すること）
③自習時間を必ず作り出し、まず一日に 2～3 時間勉強しよう。（合格者の一日の勉強時間は、初期 2～3 時間、中
間期 4～5 時間、直前期 7～10 時間）
④併願を前提とした勉強を行うことが重要です。
（多めの科目を勉強し、第 1 志望から第 5 志望までは確定させる）
⑤公務員試験を勉強することで、民間の就職試験に必要な SPI や、経済、教養の基礎、面接試験のコツ、さらに実
社会に必要な法律・経済などの専門知識が学べます。

3、合格する人

①早くスタートする。
②モチベーションが高い。
（くじけない、あきらめない、仲間同士で励まし合う）
③講義で理解し、復習し、自習する。
④日常生活においても挨拶・礼儀などをわきまえ、社会問題に関心をもっていること。

■その他、講座のことを聞きたい、受講環境など心配を抱えておられる方は、どのようなことでも結構です、ぜひ生
協窓口にお越しください。個別に相談させていただきます。オンラインによる相談も承ります。
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※科目の詳細は7ページをご覧ください

本講座の講師陣は、全国59の国公立大学で公務員試験講座を担当しているプロフェッショナル集団です。合格を
目指すオリジナル教材に基づいた生講義を行います。全国で約9,400人の仲間が受講している評価の高い講座です。

京都大学、大阪大学、大阪府立大学、大阪市立大学、和歌山大学、岡山大学、広島大学、九州大学、金沢大学他、多数。

今期は講義数を増加しパワーアップしました。
（行政、教養コース）
今後の公務員志望者の増加に対応し、より習熟度を高められるように設計しました。

行政コース（専門科目+教養科目）329講義（4講義増加）

2022年5月開講予定

・一般行政事務職を志望する人のための専門試験と教養試験を網羅した総
合コース。

・国家一般職、国税専門官、財務専門官、裁判所職員、地方上級、市役所、国
立大学法人などを志望する方。複数受験のための決定版コース。

約1年間の「行政コース」
（専門+教養）
で試験に必要な主要科目を網羅しています。県立大学生のレベルに合わせ

271,000 円 +テキスト代57,500 円＝328,500 円（税込）
（面接・集団討論・模擬試験・論作文・選択科目の費用を含む）

た科目と、講義数を準備しました。特に今期は講義を4コマ増加し
（行政コース）、
よりパワーアップを図りました。更に
選択科目（会計学、労働法等）
は映像で配信することによって幅広い試験種に対応できるようにしました。映像は自宅
などからオンライン受講でき何回でも繰返し復習可能です。
（選択科目の追加料金はありません）
●国家総合職試験を目指す方へは、
「国家総合職オプション講座
（映像）
」
を用意しています。次ページをご覧ください。

「行政コース」の特典!

「公務員試験受験ジャーナル」
（実務教育出版）1年間購読付き
受験専門誌の決定版。本講座講師も執筆。
（本誌6冊と増刊5冊）

国家総合職オプション講座（映像）

2023年2月配信予定

国家総合職（大卒）試験を目指す方。
「A 行政コース」のオプションとして設定しています。
このコース単独での
受講はできません。講義内訳は7ページをご覧ください。

・「法律コース」28講義
・「経済コース」22講義

が充実しており、

38,000円（テキスト代別途）
36,000円（テキスト代別途）

※いずれも税込

教養コース（教養科目）114講義（2講義増加）
大学の講義期間の平日は、16:20～19:30の2コマ、土曜及び長期休暇中は9:00～14:30の3コマを基本として
います。詳細な開講スケジュールは別途お知らせいたします。

2022年5月開講

・教養試験のみで受験できる市町や、警察官、消防士などを目指す方。並びに1,2年生で教養科目を重点
的に習得したい方。

102,000 円 +テキスト代24,500 円＝126,500 円（税込）
（面接・集団討論・模擬試験・論作文・選択科目の費用を含む）

欠席時・復習対策も万全です

1,2年生一般知識対策コース（一般知識科目）42講義

長い受講期間となりますので、
やむを得ない理由で講義を欠席する場合がある
でしょう。本講座は生講義を1コマごとに録画しており、その映像を配信します。

2022年10月開講

・1,2年生から一般知識（人文科学・自然科学・社会科学）を習得したい方。

自宅等で視聴することができます。また復習として受講が終了するまで何回で

・上級講座（A・B）の一般教養に合流します。上回生では教養科目・専門科目に集中して学ぶことが可能となります。

もいつでも繰返し視聴でき、
学習効果を高めることができます。
オンライン映像

54,400 円 +テキスト代10,600 円＝65,000 円（税込）
オリジナル教材
＜卒業までに返済する例の目安＞
「行政コース」328,500円を24回分割支払いの場合

模擬試験、進路相談、講師・合格サポーター（先輩合格者）
講義だけでなく
「模擬試験」
「科目別確認テスト」
「進路ガイダンス」また「個別面談」も実施し、学習方法・進路相談に
ついてのアドバイスを行います。
「交流会」では担当講師・合格サポーターより、
ホットな受験情報が入手できます。
また、CDA資格をもった講座担当職員が受講生と面接練習（回数制限なし）などを行い、皆さんの試験準備をサポー
トします。

4

（3回実施）

講座で使用する教材の多くを講師陣が
最新試験問題を反映した改訂を行い、
オリジナル作成しています。

15,000円×23回、
初回のみ15,167円×1回

お支払い総額360,167円
（分割手数料合計31,667円を含む）
※お支払いのご相談、お申し込みは生協書籍部にて承ります。
（分割手数料は変動する場合があります。）

(教材の一例です)

5

各科目の講義数と受講コース一覧
■兵庫県立大学生のための科目と講義数
2022

県大生のレベルに合わせた設計をしています。生協講座59大学ごとに異なった内容となっています。
過去の先輩達の実績などを分析し、毎年修正を加えてより習熟度のアップを図っています。

2023

特に、今後は公務員志望者が増加すると予測され、競争に勝てる構成としました。
①生講義と映像のハイブリッド
②行政コース4コマ、教養コース2コマを増加（2021年度対比）受講料は据え置き。

募集
ガイダンス

③国家総合職志望の方へ「国家総合職オプション講座」を設定しました。2023年2月配信予定。詳細は別途案内します。

3年生

A.行政コース（専門科目+教養科目）

3年生

B.教養コース（教養科目）

（1・2年生）

1・2年生

基本講座

C.1・2年生一般 知識対策コース
上記講座の一般教養（知識分野）
試験対策講座に合流

●直前期個別面接・
集団討論指導

（県庁・市役所向け集団討論練習）

●近畿地区合同２次対策会

●集団討論練習・指導、
直前期ガイダンス

●個別面接練習・指導

●冬休み前ガイダンス
●内定者との交流会

●公務員合同説明会

●個別面談
●公務員インターンシップ参加
●夏休み前ガイダンス

●個別面談

小

計

講義数

憲法
民法
行政法
経済原論
数的処理
面接対策講座

6
8
6
8
8
6

小

計

42

合

計

329

B コース

C コース

行政コース

教養コース

1・2年生一般知識対策コース

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
●
●
●
●
●
●
●

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
●
●
●
ー
ー
ー
42講義

287講義

100講義

行政コース

教養コース

●
●
●
●
●
●

ー
ー
ー
ー
●
●

42講義

14講義

329講義

114講義

詳細な講義日程は、
後日ご案内します。

※選択科目
（行政コース）
について… 追加の受講料はありません。
ただしテキストは別途必要になります。
受講の場合は各テキストを購入していただきます。

国家総合職オプション講座（映像） 講義内訳
法律コース
上位法律
記述憲法
記述民法
記述行政法
記述公共政策
政策論文
小

6

5
20
36
20
46
10
12
10
4
4
15
10
40
14
14
14
3
6
4
287

直前対策講座

（公務員合同説明会）

（兵庫県庁見学会）

講義数

オリエンテーション・進路ガイダンス
憲法
民法
行政法
経済原論
財政学
政治学
行政学
記述憲法（映像）
記述経済原論（映像）
会計学 ※選択（映像）
労働法 ※選択（映像）
数的処理（資料解釈含む）
人文科学
自然科学
社会科学
時事（映像）
文章理解
論作文（添削2回）

A コース

（インターンシップ報告会）

（個別相談会）

計

講義数
12
6
2
2
2
4

経済コース

講義数

上位経済
記述経済
政策論文

28

・A 行政コース受講者の方が対象となります。このコース単独では受講できません。
・2023年2月配信予定。申込などは別途ご案内します。

12
6
4
ー
ー
ー

ー
ー
ー
22
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（担当予定の一部の講師、担当科目は予定です。）

伊吹 文雄（いぶき ふみお）

担当科目：法律系（憲法、民法、行政法）、進路指導、二次対策（面接）
出身大学：関西大学 法学部卒業

法律科目は、公務員採用試験に合格するためにも、また公務員として仕事をする上でも必要なものです。具体例を
用いながら、公務に関する情報も交えて講義をします。最初は初めて法律を学ぶ人でも分かるように、最後は多少難
解といわれるところでも妥協せず、合格に必要なものはすべてお話します。
面接試験は、公務員として採用されるために避けては通れない重要な関門です。まず、仕事研究と自己分析によっ
て各自の適性と進路を明確にします。次に、経験や勘ではなく、データに基づいた受答えの技術を指導します。時に

嵐 帆乃香（経済学部応用経済学科）

川相 智靖（経済学部国際経済学科）

内定先：石川県庁
他の合格先：国家一般職・国税専門官・大学法人

内定先：東京税関
他の合格先：国家総合職、
裁判所事務官

知り合いが県庁に入ったので自分も公務員講座とってみるかと軽い気持ちで

講しようと思いました。部活やゼミなどで忙しく講義に出席できないときでも

特に二次対策が充実していると思います。一次試験が終わりすぐに二次試験

講義のＤＶＤを借りて学ぶことが出来るので、そこが生協の公務員講座の魅力

の面接が始まりますが、講座で納得のいくまで面接練習ができるので焦ること
なく万全の状態で面接に挑めます。公務員の勉強をしている最中は不安でい

の1つだと思います。
また講師との距離も近く、進路先や試験対策で悩んだ時には気軽に相談で

っぱいでしたが、今振り返ってみると私は兵庫県立大学の公務員講座以外では

きる点もこの講座の魅力だと思います。面接練習や面接カードの添削、官庁

どこも受かっていなかったなと思います。生協の講座をとっていて本当に良か

訪問の日程の相談など多くのことに助けられながら、何とか第一志望に合格す

ったです。

ることが出来ました。
就職先で公務員を考えている人は、ぜひ一度生協の公務員講座を検討して
みてください。

は厳しいことも言いますが、頑張ってついてきてください。

有田 文男（ありた ふみお）

担当科目：数的処理、資料解釈、文章理解、論作文他
出身大学：早稲田大学 法学部卒業

みなさんは、なぜ公務員を目指すのでしょうか？
「安定しているから」
とか
「就職が不安だから」
といった理由だけで
勉強していると、ちょっとしんどくなったらあっという間に挫折してしまいます。合格するには、強い意志を持って
目標に向かい続けることが不可欠です。その支えになるのが動機付けです。志望先の HP を見たり、実際に見学に
行ったり、職員に話を聞いたりして、合格後のイメージを高めていきましょう。合格後のイメージを強く持ち、最後
まであきらめないで努力し続ければ、結果は後からついてくるものと信じます。一緒に頑張りましょう。

野口 宗彦（のぐち むねひこ） 担当科目：政治学、行政学、一般知識系（社会科学、自然科学、人文科学）、二次対策（面接）
出身大学：鹿児島大学 水産学部卒 鹿児島大学 水産専攻科修了
今後教養科目のウェイトは減る方向にありますが、その分基礎力が問われると思われます。その教養科目を立体的
総合的に楽しく易しく講義します。ある時は海難審判の弁護士、ある時は人生の指南役、はたまたある時は…さぁ一
緒に頑張りましょう。

入江

帝

（いりえ

ただし）

担当科目：経済原論、財政学、社会科学（経済）、経営学、会計学
出身大学：関西学院大学大学院修了、経済学博士、税理士、証券アナリスト、日商簿記検定1級

講座開講以来、多くの方の協力を得て、各地域において公務員試験№1 の合格者数とシェアを輩出し、大きな成果
を挙げてこられたことを大変嬉しく思っています。
経済系の科目は試験において最も出題数が多い科目ですが、講義に出席していただききっちり復習すれば飛躍的に
実力が向上することが先輩方の成功例より実証されています。
講座でお逢いできるのを楽しみにしています。
頑張っていきましょう。
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大学の講義で税関について知り、興味を持ったので生協の公務員講座を受

生協の公務員講座を受講しました。この講座は、筆記対策はもちろんのこと、

黒田 麻依（経済学部国際経済学科）

黒野 稜人（経営学部・事業創造学科）

内定先：国家一般職
他の合格先：国税専門官

内定先：国土交通省近畿地方整備局

公務員になろうかと考え始めた頃、校内の広告を見て生協の公務員講座の
受講を決めました。この講座は、試験期間など大学の予定に合わせてカリキュ
ラムが組まれており、大学校内だけでなく後日オンラインでの受講が可能など
自分のスケジュールに合わせて柔軟に学習計画を立てることができました。
また、この講座の講師や運営の先生方との距離が近く、講義の質問以外に
就活に関する相談も気軽にすることができることも大きな利点だと思います。
実際に勉強が思うように進まず悩んでいた時も、先生に励ましの言葉をいただ
いて持ち直すことができました。
皆さんもぜひ生協の公務員講座で公務員を目指してみてください。

なんとなく普通の就活をしたくなかったので公務員を目指しました。講座は
先生方がとてもわかりやすく要点のまとまった授業をしてくださって、また家で
も授業のビデオを見て学習を進めることができ、問題集なども重要なポイント
を重点的に抑えてあるので先生に言われた通りに勉強して合格することができ
ました。
また、志望先のことや面接の練習なども一対一で多くの時間を割いてくれ
て相談に乗ってもらえたので、面接での不安も解消されました。
今では公務員講座を取って良かったと思います。皆さんもぜひ生協の公務
員講座を受講し、公務員になる夢を叶えてください。

八木 菜摘（経済学部・国際経済学科）

高橋 明日哉（経済学部・国際経済学科）

内定先：神戸税関
他の合格先：国家総合職・国税専門官

内定先：神戸地方検察庁
他の合格先：国税専門官、
兵庫県庁

高校生の頃から将来の夢が公務員だった私は大学選びの際に公務員の試験

学校終わりに直接授業をうけることができるのでサボらずに出席することが

対策が徹底されている生協公務員講座があることが前提でした。そして無事
大学に合格し、大学3年生から生協講座を受講しました。受講当初はコロナが
流行し始めた頃で大学の講義すらあたふたした状態でしたが、生協講座の方
はオンラインへとたいへん早急にそして柔軟に対応してくださいました。
講座内容ですが、分かりやすい講師陣の授業はもちろん、二次対策も充実

できました。また、先生方の生の声を聞いてわからなければすぐに質問できる
環境はありがたかったです。テキストや問題集は厚く、広い範囲をカバーして
います。何度も解くことで自信につながりました。面接に関しても何度も練習
につきあってくださいますし、素直なダメ出しをもらえます。ぜひ生協の公務
員講座で試行錯誤を繰り返し、合格してください。応援しています。

していて自分が納得できるまで何度も先生方に面接練習をして頂きました。面
接に苦手意識がありましたが、何度も丁寧なアドバイスをいただき第一志望官
庁に無事合格することができました。
みなさんの公務員になるという夢をぜひこの生協講座で実現してください。
応援しています！

坂本 陽彩（経済学部・応用経済学科）

三谷 楓花（経済学部応用経済学科）

内定先：大阪航空局
他の合格先：国家総合職、
国税専門官

内定先：防衛省

大学の講義や期末テストに合わせたカリキュラム設定に魅力を感じて参加し
ました。実際に講座内での授業と、部活動など他の時間とでメリハリが生まれ
脱落しにくいシステムであるように感じました。
また、面接や集団討論などの2次試験対策は特に充実していて、他の専門
学校での公務員講座と比較しても練習回数、質ともに恵まれた環境にあると感
じました。また、自分自身の性格や考え方に合った指導が行われていて、最短
ルートで成長できている実感を持ちながら対策ができる魅力があるように思い
ます。
生協の公務員講座を通じて公務員になる道を歩んでみませんか？

学校の授業終わりにそのまま学校で受けられるので、生協
の公務員講座を受講することに決めました。授業がないときは
図書館で自習をしたり、夏休み中は毎日学校に通う癖がついたりと、公務員試
験のための勉強と向き合うことができました。また、筆記の勉強だけでなく、
面接対策も充実していました。全員が最低二回個人面談をするスケジュール
を組んでくれますし、そのほかの日程でも面接練習をしてくれました。他の人
の面接風景を見ることができるのでとても刺激になりました。勉強は大変ですが、
自分を信じて頑張ってほしいです。応援しています。
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林 岬希（経済学部国際経済学科）

池田 堅（経済学部応用経済学科）

林 美結（経済学部応用経済学科）

玉作 明広（経済・国際経済）

内定先：大阪国税局
他の合格先：国家一般職、
裁判所事務官

内定先：大阪国税局
他の合格先：一般企業

内定先：労働基準監督官
（兵庫労働局）
他の合格先：西脇市役所

内定先：労働基準監督官

コロナ禍での受講となりましたが、オンラインで講義を受けることができ、

私は3回生の11月まで部活をしていたので、勉強と部活の両立が課題でした。

講義を聞くだけでなく、勉強のペースを掴むことができ、同じ講座を受ける
友人を見て自分も気を引き締められました。また、コロナ禍でも、対策をした

力をつけることができました。また、講義の中で、各章が終わるたびに小テス

生協の公務員講座がマイページから好きなときに講座が見ることが出来たので、

トが行われ、自分の復習になりました。講座終盤には、何度か模擬テストも行

部活があって講義に出られない日もビデオで学習する事もでき、また何度も見

上で対面講義を選択できる環境も整えて下さり、モチベーションの維持に繋が

われ、自分の実力を知るいい機会になりました。
生協講座では、面接や集団討論対策もあり、一から基礎を叩き込んでもら

ることが出来たので部活との両立が可能でした。また面接対策や集団討論、
論作文などの対策も充実しています。この講座一つで公務員試験の対策を全

りました。
勉強も面接にも自信が無かった私ですが、ついて行けば合格できると信頼

いました。希望者は何度でも面接練習ができるので、かなりの回数練習に付

てすることが出来るので、公務員になりたい人はこの生協の公務員講座を受

できた講師の方々と、何でも相談にのってくださる東原先生のおかげで、目に

き合ってもらいました。おかげで、本番では、あまり緊張することもなく、自

講することがオススメです！

見えて成果が出ない時でも前を向いてやるべきことも積み重ねられました。

分の持ち味を発揮できたと思います。

最終的に、志望度が高かった二つの志望先のうちの一つに合格することが
でき、講座でお世話になった講師の方々や先輩方にとても感謝しています。

綱谷 怜翔（経済学部

土田 佳乃子（応用経済学科）

宮本 依吹（経済学部・応用経済学科）

工藤 仁（経済学部・応用経済学科）

内定先：大阪国税局

内定先：大阪国税局

大学二回生のころに自分の将来について真剣に考え始めま
した。そんなときに公務員講座を兵庫県立大学の生協で行っ
ていること、実績も素晴らしいことを知り、この講座を取ることを決めました。
対面の講座だけではなくオンラインで DVD 視聴も可能なのでサークル活動
や部活動をしながらも充実して勉強に取り組むことができる点が魅力的である
と感じました。教科ごとに講師から重要なポイント、ペース配分などアドバイス
をもらえますし、小テストもこまめに行ってくださるので復習も充実していました。
筆記試験だけではなく、面接対策も行ってくださるので最初のうちは自信が無
くても、繰り返しの練習によって課題点を修正しながら合格への道まで走って
行くことができると思います。受験生の皆さん、つらい時期や結果を経験した
としても諦めず講師の方たちや友達と助け合いながら合格を勝ち取って最後に
笑い合いましょう。

独学で公務員試験勉強をするのは不安があり公務員講座を受講しました。
最初から大体の授業日程が公開されており復習の予定が立てやすいです。今
年はコロナ禍により公務員講座のマイページから授業動画を見られるので、見
逃した部分も気軽に見返すことができました。部活とも両立しやすいと思います。
また、二次試験の対策も早めから行っていただき、回を重ねて練習するごとに
弱点の克服ができました。一次試験二次試験ともに充実した講座内容です！
皆さんもぜひ公務員講座を受講して後悔のないように頑張ってください。

内定先：杉並区役所
（東京特別区）
他の合格先：兵庫県社会福祉事業団

内定先：兵庫県庁
他の合格先：大阪国税局

大学の先輩から、生協の公務員講座の試験対策が充実していると聞き、受
講することにしました。この講座のいいところは、わかりやすい授業、講座の
みんなと一緒に頑張っていける環境、そして合格まで根気強くサポートしてく
れるところだと思います。勉強漬けの毎日はしんどいこともありますが、授業
のカリキュラムに沿って勉強すれば、合格できるだけの力はついてきます。また、
面接対策も充実しています。面接を経験したことがなくても一から教えてくれ、
受験先の自治体に合った練習をしてくれます。
内定が決まるまでは不安でいっぱいでしたが、頼りになる先生方のおかげの
無事内定をいただくことができました。公務員といってもいろんな種類がある
ので、自分の希望の職種を見つけ、公務員になる夢を叶えてください。

公務員試験を受けるにあたって、大学の授業後にそのまま学内で受講でき
るという点に魅力を感じ、学内講座を選びました。講師の先生方による筆記試
験対策はもちろんエントリーシートの添削や面接対策など、講座では全ての対
策を行っていただけます。
また、民間企業志望の友人が内定をもらって就活を終えていく中、本格化
していくのが公務員試験ですが、そんな状況でも周りに同じ公務員志望の友
人がいる環境、それこそが講座のいい点だと個人的には思います。

上村 桜加（経済学部・国際経済学科）

藤本 悠花（経営学部組織経営学科）

児玉 健司（経済学部国際経済学科）

木山 紀香（経営学部・事業創造学科）

内定先：大阪国税局
他の合格先：兵庫県庁

内定先：大阪国税局

内定先：兵庫県庁
他の合格先：国家一般職

内定先：兵庫県庁

国際経済学科）

私は、他の公務員試験向けの予備校に通うよりも断然費用が抑えることが
できるという点に魅力を感じ学内講座を受講しました。講座で使用するテキス
トに掲載されている問題はほとんどが過去問で構成されており、このテキスト
を完璧に仕上げることができれば志望先の出題傾向を把握した上で対策を行う
ことができるので、他の余計な参考書はほとんど使用しませんでした。面接対
策においても、直前まで何度もオンラインで練習の機会を設けていただき、
東原さんをはじめ講師の方々の的確なアドバイスのお陰で万全の準備をして臨
むことができました。この講座を信じて取り組んだお陰で、筆記試験でも面接
試験でも自信を持って試験に臨むことができ、第一志望に合格することができ

将来面や金銭面等といった面で講座を受けるかひどく悩みに悩んだ末、公
務員になりたいという漠然とした気持ちで受講を決意。結果として受講して良
かったと思います。時事以外は教材も配布された分で済みましたし、面接練習
や論文対策もありました。個人的には面接練習を個別で何度も快くしていただ
けたことが嬉しかったです。でも私が最も助かったのは精神面でのサポートで
した。メールや電話、対面で相談するととても親身になって励ましていただき、
そのおかげで試験までの長い期間頑張れました。勉強に取り組むことに関して
結局は本人のやる気次第ですが、試験対策できるその環境が整えられていた
講座だったと感じます。

たと思います。皆さんもぜひ、生協の公務員講座を最大限に活用して公務員
になる夢を叶えて下さい。

近畿地方整備局

予備校に通うか迷いましたが、学内講座の方が便利だと思ったので生協の
公務員講座を受講しました。コロナウイルスの影響もあり、初めはどうなるか
と思いましたが、オンデマンド配信という形での授業になりました。自分でペ
ースを管理しなければならない分大変でしたが、その分好きな時間に見ること
ができるというメリットもありました。これからは対面授業と合わせることでも
っと便利になるのではないかと思います。
また、２次試験対策も手厚くしていただけました。初めての面接練習の際に
はほとんど何も答えられず打ちのめされましたが、そこから何度も練習してい
ただき、合格を勝ち取ることができました。

私が生協の公務員講座を選んだ理由は2つあります。1つ
目は、部活動との両立が可能であるということです。校内で
開講しているため、授業終わりにそのまま講座を受けることができ、時間を有
効的に使うことができます。また、欠席した場合も動画を家で見ることができ
るため、欠席時のフォローも安心です。2つ目は、学内の友達と一緒に受講す
ることができるということです。共通の目標を持った仲間がいるということは、
長い期間勉強を行う中での強みになると思います。
生協の公務員講座は筆記試験の対策だけではなく、面接や集団討論の2次
対策も充実しています。皆さんもぜひ生協の公務員講座を受講して、公務員
になる夢を叶えて下さい。

どの講座を受けようか迷っている人は、ぜひ生協の公務員講座を受けてみ
てください。

堀田 優香（経営学部・組織経営学科）

山崎 和寿（経済学部応用経済学科）

平野 紗希（経済学部

内定先：大阪国税局

内定先：近畿財務局
他の合格先：国家総合職、兵庫労働局

内定先：兵庫県庁
他の合格先：西宮市役所

1年次より就職先として公務員を視野に入れており、講座料が比較的安く、
学校の授業を気にせずに友人と一緒に受講できる生協の公務員講座を受講す
ることにしました。生協の公務員講座では欠席した場合でも講座のビデオをパ
ソコンや携帯で見ることができるのでとても便利でした。
そして面接対策も、相談すればオンラインや対面で何度も練習をさせても
らえるので助かりました。また、先輩合格者の方の合格体験記がもらえるので、
情報収集の点でも充実しています。
これらのおかげで第一志望に合格することができたので、公務員を就職先と
して考えている方は生協の公務員講座を受講することをおすすめします。

大学内で公務員試験の対策講座を受けたいと思っていた時に、この講座を
知りました。コロナ禍で対面授業が難しい状況でしたが、授業が配信されてい
たため遅れを感じることなく学習できましたし、また対面授業になっても家で
動画をみて復習することができました。学内講座で一番良かったと思う点は面
接練習です。何度も先生方に面接練習をしていただき本番の自信につながり
ました。ぜひ皆さんも学内講座で同じ大学の仲間と夢に向かって頑張ってくだ
さい。

大学で授業終わりに講座を受けられることに魅力を感じ受講しました。同じ
目標をもった仲間たちがたくさんいるので、自分も頑張らないと、と常に刺激
を受けながら勉強することができました。
この講座では面接や集団討論など二次試験対策がとても充実していて、講
師の方々が何度でも練習してくださります。面接練習では毎回、良かった点や
改善すべき点を指導していただけるので、徐々に話せるようになりました。
公務員試験は合格をもらうまで長い道のりですが、勉強すればした分だけ力
はついてくるので、最後まであきらめずに努力することが大切だと感じました。
皆さんもぜひ生協の公務員講座で公務員になる夢を叶えてください！
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入学前から学内公務員講座に興味があったことや、入学後
に講座の先輩方や東原さんから話を聞き、受講を決意しました。
この講座では手厚い筆記試験対策、面接練習、情報提供などの多くの充実
したサポートを受けることが出来ますが、私は特に面接試験でうまく行かなか
った時のサポートにとても助けられました。ひどく落ち込んでいた私に十分に
蓄積されたデータを基に、東原さんから「まだまだチャンスはある！」と励まさ
れ、気持ちを完全に切り替えることが出来た時、特にこの講座を受講して本当
に良かったと思いました。独学で対策していれば、私は間違いなく労働基準監
督官の合格を諦めていました。
この講座には分かりやすく面白い授業をして下さる講師の方々や親身になっ
て受験生のサポートをして下さる東原さん、そして多くの困難を乗り越えて内
定を頂いたたくさんの先輩方がいます。これらをフルに活用し、皆さんも最後
まで諦めずに頑張って下さい！応援しています！

応用経済学科）

坊垣 悠紀子（経済学部国際経済学科）
内定先：兵庫県庁
引退まで、絶対に部活を続けたいと考えていた私は予備校
のスケジュールが合わず、大学生協の公務員講座を受講する
ことに決めました。実際に部活の先輩も多くの人が講座をとっていたことや、
仲の良い友人も一緒に受講していたということもあり、最後までモチベーショ
ンを保つことができました。
民間の就職活動と比べると、公務員試験は長丁場なので、将来に対して不
安になったり、就職を決めて遊ぶ友人を見て焦ったりもしましたが、東原さん
が親身に相談にのってくださり、また一生懸命頑張る同じ講座の友人たちの姿
を見て最後まで頑張ることができました。合格した今は、本当に達成感でいっ
ぱいで、春からの生活にワクワクしています。皆さんも是非、生協の公務員
講座を受講して、公務員試験に挑戦してみてください。応援しています！
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合格者からのメッセージ 2021
松本 侑也（経済学部

国際経済学科）

内定先：兵庫県庁
公務員を志したときに大学の授業もそこそこ残っていたため、
学内のものならば両立しやすいと考えたことがきっかけで講座
を受け始めました。友人も数人いたため相談も可能でしたし、映像も自宅です
ぐ見れたことがコロナ禍の勉強に最適でした。悲しいことに私は優秀な方では
なかったので、筆記試験はどこもおそらくぎりぎり合格だったのでしょうが、生
協の方が相談にのってくださり、私に合った勉強法・志望先を考えてくれたこ
とが合格につながったのだろうと考えています。あと印象に残っていることは、
生協の方から毎日のように今日は何の授業をしたか、授業の映像確認、復習
の呼びかけメールが届いていたことがすぐさぼろうとする私にはいい刺激にな
っていました。これらが、私が受講して良かったと思うポイントの一部です。受
講を検討される方の参考になれば幸いです。

増田 彩奈（経営学部組織経営学科）
内定先：神戸市役所
他の合格先：兵庫労働局（国家一般職）
私は試験勉強開始が10月と、少し遅めのスタートだったのですが、オンラ
インで全ての授業を受けることができたので、自分でスケジュールを立てなが
ら効率良く追いつくことができました。分からないところは何度も戻して見直
せるのでより理解が深まります。また、直前期にはそれに合わせた実践的・応
用的な対策をしていただけるので力もつき、自信に繋がります。二次試験対
策として、何回も面接練習ができたり、集団討論の練習も用意されていたりす
ることは他の予備校にはないこの講座の強みだと感じます。同じ大学の友だち
と、ぜひこの講座でがんばりましょう！

松井 綾花（経済学部・応用経済学科）

吉村 謙太郎（経営学部

内定先：神戸市役所

内定先：宝塚市役所
他の合格先：兵庫県庁

公務員試験の勉強しなければいけない科目の多さや勉強以外に面接対策も
必要であることから、独学では無理だと思い生協の公務員講座を受講しました。
講座の中で講師の方々から試験に出やすいポイントやどこを重点的にしておく
べきかを授業で教えてもらえるので効率的に勉強することができました。また、
面接対策も自分が納得いくまで何度も練習できたことで安心して本番に挑むこ
とができ、第一志望に合格することができました。他にも先輩方から直接経験
談を聞くなど生協の講座でしか得られない経験をすることができました。公務
員を目指す方には生協の公務員講座の受講をおすすめします。

本林 朋子（経済学部・国際経済学科）

伊藤 優里（経営・事業創造）

内定先：有田川町役場

内定先：兵庫県社会福祉事業団

就職活動について迷っているときに生協の公務員講座を紹
介していただき公務員を目指す決心をしました。夏頃から受講
し始め他の人よりもスタートが遅かったのですが、生協や講師の方の手厚いサ

私は入学当初から生協の公務員講座を受講しようと考えて
いました。この講座では、大学の授業やテストなどの日程に合
わせてスケジュールが組まれており、また参加できなくても好きな時間に講座

ポートのおかげで第一志望に合格することができました。
公務員試験は受験科目も多く範囲も広いので勉強が不安に感じられるかも
しれません。しかしカリキュラムに沿って計画的に取り組めば必ず結果に繋が
るので安心してください。
さらに本番同様レベルの面接練習も複数回実施されます。面接が苦手な人
もいると思いますが、的確なアドバイスのおかげで自分が言いたいことを伝え
られるようになり、うまくできたことに関しては褒めてくださるので自信も持っ
て試験に挑めるようになります。
皆さんも是非、生協の公務員講座を受講して公務員になる夢を叶えてくだ
さい。

のビデオを見ることができるので、とても効率よく勉強を進めることができま
した。さらに、面接や集団討論などの二次試験対策も充実しています。面接
カードの添削や面接練習を何度もしていただけるので、安心して本番に臨むこ
とができます。なにより、不安なときは生協の方が親身になって相談にのって
くださいますし、最初から最後まで手厚いサポートをしていただける環境です。
公務員を目指している方はぜひ生協の公務員講座を受講し、合格に向けて頑
張ってください。

国家公務員

宇都 竜司（経済学部国際経済学科）
内定先：兵庫県社会福祉事業団
去年の10月から公務員の勉強を始めました。具体的な志望先を決めずに、
漠然と勉強をしていたのが良くなかったと思います。途中からは勉強も自己分
析もさぼりまくっていました。「どうせ勉強してないし…」と思い、試験に行く
のもさぼりました。後が無くなったので、兵庫県社会福祉事業団は頑張りました。
何とか受かりましたが、落ちていたら民間に行くしかありませんでした。皆さ
んも私みたいにならないように早めに志望先の情報収集や勉強をして下さい。
困ったことは何でも東原さんに相談してみてください。あと私でも国立大学法
人と国税専門官の一次に受かっているので、滑り止めにお勧めです（第一志
望の人には申し訳ないです）
。
内定者との交流会

2次試験対策

■ 練習は対面を基本としますが、
オンライン面接にも対応します。

講師が大学生協担当者とともに面接カードやエントリーシートの記入指導・面接指導・集団討論の指導を
行います。また近畿地区7生協公務員講座合同2次試験練習会も実施予定。実践練習の機会です。

■全ての講義はビデオ収録します。

■集団討論練習

■公務員合同説明会（OB・OGによる）

■個人面接指導

■公務員合同説明会

■模擬面接練習

事業創造学科）

生協の公務員講座を受講した理由は2点あります。
まず1点目に、面接練習を大学で何度も受講できるという点です。筆記試
験に関しては受験先によって異なりますが、面接試験はどこでも必須なので、
納得のいくまで練習をさせていただけた事が非常にありがたかったです。
2点目に、時間割が大学の講義 ･ イベント日程等を考慮されている点です。
外部資格学校で公務員講座を受講するよりも、受講のハードルが低いように感
じました。また本年はコロナ禍ということで何度もオンライン講義を見返しな
がら勉強を進めることができました。
皆さんも生協の公務員講座を受講し、合格を勝ち取ってください。

報告集 20
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講義・2次試験対策等の様子

2 次試験

21 年受験

国家総合職
国 家⼀般職

地方上級試

裁 判所事務
財 務専⾨官

験 合格者
アンケ
2021 年

ート集

国 税専⾨官

労 働基準監

督官

組合
学⽣活協同
兵庫県⽴⼤

2次試験報告集

公務員講座

兵庫県庁
石川県庁
東京特別区
神戸市役所
（一般枠）
神戸市役所
（特別枠）

兵庫県立大
学生活協同
組合 公務
員講座

内定者との交流会

合格者アンケート集
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兵庫県立大学生協オリジナル「公務員試験合格対策講座」
のお申し込みをご検討のみなさまへ
兵庫県立大学生協オリジナル「公務員試験合格対策講座」のお申し込みをご検討のみなさまへ
公務員試験合格対策講座（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：兵庫県立大学生活協同組合
住所：神戸市西区学園西町8丁目2-1
電話：078-795-0939
2次対策、
本講座は、

【ご確認事項】

内容を十分お確かめください。

1.

 務員講座は「公務員試験対策」のために、生講義中心の講座をおこないながら学内講座事務局が約12ヶ月間を通
公
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）
を兵庫県立大学生活協同組合（以下、
「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. 教育的な目的のため、講座事務局の管理のもとで講座の撮影・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. 途中申込の方は、すでに実施済みの講座については DVD またはオンライン動画での提供になります。
7.

可能ですが、2～3月の公務員試験対策の仕上げの時期に、民間企業の就職活動が重なるので併願の方は
エネルギーが必要です。公務員試験対策は、民間企業就職対策ともなりますので、年内は公務員試験の学
習を進めてください。その中で年末年始までにできる限り1業界数社程度に志望先を絞り込むことが重要
です。

映像をオンライン配信します。
視聴できます。

2

クーリング・オフに関する事項
⑴ 公務員講座は、申込金を所定の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。
⑵ 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。
⑶ 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送した日（郵便消印日付）か
ら生じます。
⑷ この場合は、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、速やかに大学生協よりその全額の返還をうけることができます。
⑸ 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
⑴ 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。
⑵ 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義の回数に、
講義の単価824円（税込・行政コースの場合）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（教材費含む）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. 頂いた個人情報は兵庫県立大学生活協同組合個人情報保護法方針（http://www.uhcoop.jp/index.html）に則り大
学生協が管理します。

個人面接や集団討論練習を実施します。2次対策にかかる追加料金などは一切ありません。受験先に合
わせて納得が行くまで何回（制限なし）でも、CDA資格者が指導、アドバイスを行います。

内定者との交流会
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ガイダンス・講座お申込のご案内
公務員試験合格対策講座

ガイダンスのご案内
この講座の講師を招いて、
公務員試験・講座内容の説明と質疑応答

まずはガイダンスへ！
事前申込不要

無料

■日

時：第1回：2022年1月18日（火）14：40～16：10 研究棟Ⅱ-220（AV教室）

■会

場：兵庫県立大学神戸商科キャンパス内

第2回：2022年1月27日
（木）16：20～17：50 研究棟Ⅱ-220（AV教室）
第3回：2022年4月13日
（水）14：40～16：10 未定
第4回：2022年4月19日
（火）16：20～17：50 未定

※参加者には、大学生協オリジナル「公務員試験受験ガイドブック（非売品）」を差し上げます。
※日程、会場が変更となる場合がございます。DM、ポスター等でご案内いたします。

※保護者の方もお気軽にお越しください。オンライン・お電話でのご相談も承ります。

お申込ご案内
■ 神戸商科キャンパス

生協書籍購買部（大学会館２階受付カウンター）

■ お申込時にご用意いただくもの（①②は、同封）
①お申込書 必要事項をご記入ください。
②「ご確認事項」書面
③受講料・テキスト代金 現金一括、銀行振込も可。
※お支払いは、生協ローンもご利用できます。

■ お申込締切

2022年５月12日（木）

※定員８０名になり次第締め切らせていただきます。
但し、開講後も定員に余裕がある場合は受付致します。

■ お申込にあたって、別紙の「ご確認事項」をご覧ください。
■ 個別受講相談会

5月20日
（金）
まで、随時。

※生協事務所（食堂入口奥）までお越し下さい。
※オンライン・お電話でのご相談も承ります。

私達が皆さんのサポートをさせて頂きます。
何なりとご相談ください。
兵庫県立大生協・講座担当
・CDA（キャリアデベロップメントアドバイザー)

東原

兵庫県立大学生活協同組合

洋二

神戸商科キャンパス

キャリアサポート事業部

電話：078-795-0939

※オンライン・お電話でのご相談も承ります。お気軽に。

