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合格実績

公務員

資格・検定

中京大学では、毎年多くの公務員合格者を輩出しています。公務員になるためには、「公務員採用試験」に合格する必要があります。資格セン
ターでは、公務員を目指す学生のために公務員講座を実施しています。採用試験は決して易しくありませんが、対策を立てて臨めば越えられ
ない壁ではありません。公務員を目指すと決めたら、講座を有効活用して将来の道を自分自身の手で切り拓いてください。

資格試験においても毎年多くの学生がチャレンジしています。資格は「就職活動」のために取得するのではなく、将来の進路を考える上で
必要となる可能性があれば取得してください。目的もなく資格を取得することは得策ではありません。また、国家資格に限らず、自分自身の
スキルアップのために身につける資格・検定もあります。本格的な就職活動がスタートする前にしっかり準備をしておきましょう。

■ 国家公務員（一部既卒含む） 495名

総合職 30名

一般職 158名

専門職（国税専門官等） 227名

裁判所職員（総合職・一般職） 15名

自衛官・刑務官 他 65名

■ 地方公務員 814名

都道府県・政令指定都市 248名

市町村役場 197名

警察官 273名

消防官 96名

2019年～2021年実績 1,309名 2021年度実績
■ 国家公務員

　　総合職 13名

　　一般職 49名

　　専門職 87名

（国税専門官　81名）
（労働基準監督官　  4名）

（財務専門官　  2名）

　　裁判所職員 一般職 2名

　　自衛官（一般幹部候補生等） 17名

　　その他（刑務官等） 6名

■ 地方公務員

　　都道府県・政令指定都市 89名

　　市町村役場 65名

　　警察官 81名

　　消防官 18名

■ 国家資格・検定等（過去3年実績）

宅地建物取引士 463名

総合・国内旅行業務取扱管理者＊ 96名

通関士＊ 23名

2級FP技能士（AFP） 388名

1級FP技能士 29名

CFP®（6課目） 37名

日商簿記検定2級 73名

日商簿記検定3級 328名

秘書検定2級 114名

ビジネス能力検定ジョブパス2級 40名

〈2022年3月5日現在判明分〉

※国家公務員に一部既卒含む　〈2022年2月現在判明分〉

※Certified Financial Planner®の略
　2級FP（AFP）の上位資格

【内訳】

＊ 印の講座は2020年度は新型コロナウイルスの関係で不開講となりましたので、実績は
2018年・2019年・2021年の3年集計となります
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　公務員試験では論文が課さ
れることが多いと聞き、論文対
策に力を入れたいと考え、講座
を受講しました。公務員（人物
＋作文）講座では、論文の書き
方から面接カードの書き方ま
で学ぶことができるので、他
の受験生より早く2次試験対策
に取り組むことができました。
また、プレゼンテーションやグ
ループワークもあるので、面接
対策や集団討論にも役立ちま
す。私は面接が苦手でしたが、講座で行われる面接の練習
を通じて、改善点を見つけることができました。講座では、
先生が受講者全員にアドバイスや添削を丁寧にしてくださ
るので、実力が身につき、周囲の受験生と差をつけること
ができました。講座は少人数で行われるため、高い目標を
持った仲間と情報共有し合うことで、モチベーションも高
まります。面接や論文が苦手な人やコミュニケーション能
力をさらに高めたい人にオススメです。ぜひ受講してみて
ください。

おススメ講座
公務員準備（人物＋作文）

高い目標を持った仲間と
情報共有しながら学べます！

山口 莉璃 さん

心理学部 4年

私の

　コロナ禍によって航空業界
が不況であることは理解してい
ましたが、以前から抱いていた
グランドスタッフになりたいと
いう思いを捨てきれず、また接
客などのマナーは今後の就職
活動でも活かせると思い講座
を受講しました。講座ではマ
ナーのみならず、エアライン業
界の現状や今後の見通しなど、
細かく教えいただくことが出来
ました。私は3年生の時に受講
しましたが、少しでもエアライ
ンや接客業に興味があるのであれば視野を広げるという意
味で1、2年生であっても受講することをお勧めします。私
はこの講座を通してグランドスタッフへの思いが強くなり、
受講後本格的に ECC に通うようになりましたが、通った
ことによって大学の講座でもこの授業同様の本格的な接客
やマナー、就職活動のポイントなど教えていただけていた
ことを実感しました。エアライン業界に興味はあるが何か
ら始めていけばよいかわからないという方は、3年生であっ
ても遅くないと思いますのでまずこの講座を受講すること
をお勧めします。

エアライン業界入門

外部の講座と同等の
本格的な講義を受けられます！

中村 百花 さん

心理学部 4年

　ビジネスというと、難しそう
なイメージを持つかもしれませ
んが、この講座は社会人として
の基礎を身に付けることが出
来ます。少人数制なので、アッ
トホームな雰囲気の中、グルー
プワークやディスカッション
を通しながら学んでいきます。
その為、単なる座学ではなく、
積極的な参加が求められ、知識
や技術を体得できます。講師の
先生も、私たちの話を親身になって聞いて下さり、的確な
アドバイスもいただけます。私はこの講座を受講してアル
バイト先での姿勢も自然と変化しました。今まで、接客の
どこをポイントにすれば良いか曖昧だった点が明確になっ
たからです。就職活動にも役立ちますし、自分を見つめ直
してみたい人にもオススメの講座です。将来に役立つ知識
と経験を身に付けたいけど、何か良いものはないかな、と
探している方は是非受講してみてください。

ジョブパス2級

将来に役立つ知識や社会人としての
基礎を身に付けられます！

古川 愛理 さん

国際学部 3年

◆コロナ禍における講座の実施について

　従来は、当たり前のように「対面形式」で実施してきた公務員・資格講座等は、新型コロナウイルスの感染拡大により受講者が多い講座は、「対面」形式での
実施が困難となり、一部の講座は「オンライン」で実施をしています。講座によっては、定員を制限して「対面」形式で実施する講座もあります。
　資格センターとしては、第一に、定員を制限することで受講できなくなる人が増えることをできるだけ減らしたいと考えています。
　また、従来は、各種講座の申し込みについては、「講座開講説明会」を経て「申込」の受付を開始していましたが、対面による説明会等の実施や、窓口での
申し込みが困難になるなどの状況も発生したこともあり、講座の募集や申し込みについて以下のように進めていきます。

募 集 に つ い て

◦ 受講機会が複数回ある（年度内に複数開講する、または、次年度も受講可能）講座【簿記、FP等】は、例年より少ない定員設定で募集し定員に達したら
締め切ります。

◦ 受講機会が1回しかない（公務員講座のように対象学年が決まっている）講座については、希望者は極力受け入れ、受講者が多かった場合は「オンライ
ン」で開講し、感染状況等踏まえて「対面形式」に切り替えていきます。  
但し、公務員講座のうち、講座の特性上、「対面形式」が望ましい講座【公務員入門Ⅰ・Ⅱ（豊田）】は定員を制限して「対面形式」で実施をします。

申し込みについて

◦ 講座の申し込みに関する案内は、従来通りCHUKYO ALBOにてお知らせします。
◦ 開講説明会は、原則、「対面」＋「zoom」による同時配信で実施しますので都合の良い方で参加してください。
◦ 開講説明会に参加できなくても、CHUKYO MaNaBoの「資格センター講座紹介」内に、①講師による講座紹介動画、②講座案内、③申込要項、④講

座日程等を掲載していきます。
◦ 講座の申込は、原則、「申込フォーム」からの申込（窓口での申し込みも可能）として、受講料の払込用紙等は、郵送で自宅（または下宿等）に送ります。
（申込フォームはCHUKYO ALBOや公式HP（大学からのお知らせ）で案内します。）

◦ 使用教材は、「生協」での販売や「自宅への郵送」等とします。（講座によって異なります。）

お　願　い

◦ 申込後のキャンセルは原則できません。必ず、「講師による講座紹介動画」や「講座日程」等を見て納得した上で申し込みをお願いします。
◦ 講座の受講には費用がかかりますので、必ず保護者の方と相談をしてから申し込むようにしてください。
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国家資格・検定試験対策講座 スケジュール ●  講座の申込にあたっては、開講説明会に参加（または、講座紹介動画を確認）し、納得の上で、申し込みを
してください。

● 講座に関する情報は、「CHUKYO ALBO」にてお知らせします。

講座名・講座概要 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 受講料（予定） 教材費（予定）

名　

古　

屋

宅地建物取引士 【全学年対象】 試
験

36,000円 28,000円公務員を目指す人のベースになっている講座です。勉強の習慣を身につけたい人や銀行・不動産・住宅・建設業界を考えている人への受講をお
勧めします。全国合格率15%の難関資格に例年7割以上の合格率で合格し、大きな自信をつけています。

通関士 【全学年対象】 試
験

41,000円 17,000円商社・メーカー・流通・倉庫・貨物・物流業界への就職を希望し、輸出入時の通関手続きを学びたいと考えている方への受講をお勧めします。
かなりの難関資格ですが、資格取得者の8割以上が、関連業界に就職しており、卒業後の進路に繋がる資格の一つです。
補完用として、Microsoft Teamsにて講義動画が視聴できます。

2級FP技能士【AFP】〔※受講に際して3級FP
　資格取得は不要です 〕 【全学年対象】

試
験

【新規】
36,000円

【3級FP受講】
18,000円
【再受講】
33.000円
【一部合格】
15,000円

【新規・3級FP受講】
20,000円

【再受講・一部合格】
教材費なし

試
験

銀行・証券・保険・不動産業界への就職を希望し、金融に関する専門知識を身につけたいと考えている方への受講をお勧めします。
講座では、税金、生命・傷害保険、金融商品、相続、不動産等と、今後、人生100年時代を生き抜くために知っておいた方が有利な知識を
学ぶため、金融業界以外の方の資格取得も増えています。※3級FP講座受講者は受講料が割引になります。

CFPⓇ（AFP上位資格）
【全学年対象】 試

験

6課目
33,000円

6課目
28,000円

【1～3年生対象】 試
験

CFPは社会人5年目以降の人が主に取得する資格ですが、銀行・証券・保険・不動産業界への就職を希望しているならば、在学中に、高度な
専門知識を身につけることで、社会人1年目より、即戦力として活躍できます。現役の大学生の取得は全国的にもごくわずかですが、中京大学
では、CFP6課目合格者を125名輩出しています。6課目合格者は無料で1級FP対策講座が受講でき、中京大学での1級FP合格者は78
名です。6課目合格者の9割が関連業界に就職しています。

旅行業務取扱管理者 【全学年対象】 国
内
総
合 【新規】

41,000円
【国内合格】
20,500円

【新規】
21,000円
【国内合格】
15,000円

旅行・鉄道・航空・ホテル業界への就職を希望し、旅行・観光に関する様々な知識を学びたいと考えている方への受講をお勧めします。
決して易しい資格ではありませんが、科目免除の制度があるので、あきらめずに挑戦してください。在学中に「実務」を学んで就職後、即戦
力として活躍しましょう。

オ
ン
ラ
イ
ン

3級FP技能士＊1（全14回） 【全学年対象】 試
験

18,000円 3,500円
FP資格は、お金に関する6分野（金融・相続・タックス・リスク・不動産・ライフ）の知識を、資産運用をはじめとしたあらゆる業務や暮らしに
活かせる資格です。日常生活で触れる社会保険や金融経済の用語などFPで学ぶ6分野の全体像を短期間で把握することができますので、本格
的に学習を始めるかどうか迷っている方にオススメです。※本講座の受講者は、2級FP講座の受講料が割引になります。（18,000円）
＊1　全14回のうち10回はオンデマンド配信で、直前期の4回は「対面（名古屋キャンパス）＋zoomによるリアルタイム配信」です。

※各講座とも最少開講人数は15名です。 上記の受講料、教材費はおおよその金額です。
※対面形式の講座でも感染状況によりオンライン（オンデマンド）形式に変更する場合があります。

ONLINE（Web）講座  ※受講中は24時間好きな時間帯に学習可能です。

ONLINE（Web）講座は、自分の都合の良い時間に Web 上で学習する講座です。専門学校が実施している講座を「中京大学特別料金」で受講できます。

講座名 資格紹介 資格概要 中京大学特別料金

①マネジメント（経営学）検定【初級】
全7回（講義180分×3回）
過去問解説（100分×4回）
標準学習時間：1.5ヶ月～2ヶ月

経営学検定は、マネジメントに関する基礎的・専門的知識及び、経営管理能力や問
題解決能力が一定水準に達していることを全国レベルで資格認定する検定試験です。
初級は、経営学に関する基礎知識（大学2～3年生レベルの経営学の知識）を習得し
ているかを判定します。
 ※申込期間　6月～翌年5月末
＊【初級】以外に【中級】のコースもあります。

【受講料＋教材費】

23,000円

② IT パスポート
全14回　Web テスト100問×3
標準学習時間：2ヶ月

全ての社会人に必要な IT の知識を学習するのが、IT パスポートです。会社と IT の
関連性について学習をしていきます。学習内容には経営に関することから、今話題
のセキュリティの内容なども含まれており、会社と IT についてのつながりから、IT
に関する基本的な知識まで幅広く身に付くので、卒業後は職場でその知識を活かす
ことができます。
 ※申込期間　4月末～翌年3月末

【受講料＋教材費】

①・②各23,000円

【①＋②セット受講】

35,000円③情報セキュリティマネジメント
全11回（模試付き）
標準学習時間：2ヶ月

情報セキュリティの重要性は日々高まっています。情報セキュリティは技術的なものだ
けで守れるものではなく、ユーザーである従業員一人一人が意識していなければ、標
的型攻撃などを防ぐことはできません。そのためには、技術面のみではなく、業務の
管理面からの取り組みが必要となります。「情報セキュリティマネジメント」はユーザー
側に必要となる情報セキュリティについての知識を幅広く身に付けることができます。
 ※申込期間　4月末～翌年3月末

【資格の学校 TAC】

講座名 資格紹介 資格概要 中京大学特別料金

簿記の知識不要！
④ビジネス会計検定3級
標準学習時間：1ヶ月

「財務諸表」を作成するためのスキルが「簿記」であるのに対して、「ビジネス会計」
は、「財務諸表」の数値を理解・分析し、ビジネスに役立てていくスキルを身につけ
ます。★貸借対照表、損益計算書、およびキャッシュ・フロー計算書がわかるよう
になります！
 ※申込期間　6月～翌年3月末

【受講料】

10,000円

【教材費】

3,500円程度
【資格の大原】
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岡田 昌幸 講師

通関士講座

船井 保尚 講師

2級FP・CFP® 講座

川口 祐子 講師

旅行業務取扱管理者講座

担当講師からのメッセージ

石川 貴志 講師

宅地建物取引士講座

合格者の声

鈴木 力 さん

経済学部 4年

　私は金融業界に興味があったと同時に、学生生活を終えるまでに何か一
つやり遂げたと思えることを作りたいと考え、この講座を受講しました。
コロナの影響により当初の予定通りには進まず一時期はモチベーションが
低下してしまった時期もありましたが、講師の船井先生が毎回の講義で励
ましの言葉をかけてくださったことで最後までやり遂げることができまし
た。この講座を受講したことで資格を取得することができたことも嬉し
かったのですが、長期間一つのことを継続したことで得られることも多く
ありました。この講座では将来に必要な知識を得られることや自分の成長
に繋がる部分もあると思います。学生生活を終えるまでに何かをやり遂げ
たいと考えてる方はぜひ受講してみてください。

1級 FP 技能士、CFPⓇ

福永 美菜穂 さん

心理学部 3年

　20歳になった皆さん、年金の手続きは自分で行いましたか？私が FP
を受講したきっかけは、自分の年金手続きがうまくいかなかったことで
す。FP 講座では年金手続きはもちろん、人生にかかわるお金の知識はす
べて学びます。船井先生は、FP 試験に合格するだけでなく、FP の知識
を実生活に生かせるよう講義を行ってくださいます。とても温かく面白い
先生で、毎回 FP 講座に行くのが楽しみでした。もっと FP 知識を深めた
いと思い、さらに難関の CFP 講座も受講しています。FP は金融業界だ
けでなく、他業界の就活にも役立ちます。多角的な視点が身につくため、
面接での話題が豊富になりますし、企業の財務状況や税金、社員の退職制
度など、ほかの学生とは違った視点から企業を選ぶこともできます。社会
人になってからも自分の保険や年金、住宅や相続など、FP 知識が役立つ
場面はたくさんあります。自分の人生を自由にデザインするために、FP
を学んでみるのはいかがですか。

2級 FP 技能士（AFP）

佐々木 菜摘 さん

国際教養学部 4年

　私は2019年度の講座で国内旅行業務取扱管理者試験に合格し、今年、
総合旅行業務取扱管理者試験合格に向けて、再度この講座を受講しまし
た。この資格では旅行業法や英語、運賃計算、観光資源など広範囲にわた
る知識が必要になるため勉強がとても大変です。特に観光資源は覚えるこ
とが多く何度も心が折れそうになりました。しかし勉強を続けていく中で
テレビや新聞に出てくる地名に対して「これ知っている！」が増えていっ
たり、旅行会社勤務経験のある講師の方の体験談を通して自分の世界が広
がっていくような気持ちになったりと楽しく勉強を続けることが出来まし
た。この資格は自分の経験や身の回りにある物事に結び付けて楽しみなが
ら勉強することが合格に繋がると思います。資格の勉強を通して旅行に関
する知識と、目標に向かって努力した経験が私の自信にも繋がりました。
自分の世界を広げたい人、何かに挑戦してみたい人はぜひこの講座にチャ
レンジしてみてください。

総合旅行業務取扱管理者

前田 一輝 さん

経営学部 4年

　貿易業界唯一の国家資格という文言に惹かれ、さらには、この業界への
就職を見据え受講を決意しました。講座を受け始めるとわかりますが、試
験のポイントである通関実務は一番の難関であり、一朝一夕では身につき
ません。通関実務の勉強時間を確保するために他の暗記を効率よく行える
かが重要になると感じました。合格に必要な勉強時間は人によって異なる
ため、数字で表すのは難しいですが、やれるだけのことを悔いなくやる。
そして、不安要素を一つでも多く潰して本番を迎えられるかが大切です。
通関士試験の合格率は低いように感じますが、受験資格が存在しない、つ
まり誰でも受けることができる試験であるため不合格者が多くいるのは当
然です。講座に必ず出席し、復習をきちんと行えば可能性は見えてきま
す。通関士に合格したいと心から願い、行動に移すことができればきっと
叶えることができます。「継続は力なり」この言葉を信じて、ぜひ自分の
名を官報に載せてください。

通関士

久野 秀学 さん

総合政策学部 2年

　私は高校まで野球一筋で甲子園を目指していましたが、大学生になり野
球も一区切りをつけ、何か一つ新しい目標を見つけたいと思い受講を決
めました。最初は動画配信による受講でしたが、徐々に対面式の講義が
増えるとともに講座の友達も増え、「みんなで合格しよう！」という明る
い雰囲気の中で勉強することができました。夏休み中はほぼ毎日学校の図
書館を利用し、朝から日が沈むくらいまでひたすら勉強をして、分からな
いところは個別で石川先生に質問をして基本から丁寧に教えていただきま
した。途中、小テストでなかなか思うように点数が取れず何度も講座を辞
めようと思ったこともありましたが、石川先生の私たちを勇気づけてくれ
る言葉や話で、自分は誰よりも勉強しているから落ちるはずがないという

「自信」を持って続けることができました。この講座では宅建合格という
1つの成功体験からこれからの人生を大きく変えることができると思いま
す。是非チャレンジしてみてください。

宅地建物取引士

日本と世界を結ぶ
国際物流を支えるエキスパート
　通関士は、税関への提出書類の審査・記名押印などを行うスペシャリストと
して広く認識されております。日本において貨物を輸出入する場合、税関に申
告し必要な検査を受け、税関長の許可を受けなければなりません。輸入におい
ては更に関税を納付しなければなりません。このような業務を通関業務といいま
す。この業務を行う通関業者では、営業所ごとに必要な通関士を設置し、税
関に提出する書類などをチェックすることが法律により義務付けられております。
通関士になるためには年1回実施される「通関士試験」に合格することが必要
になります。当講座では、基礎から学んでいきます。基礎は合格に必要な情報
のデータベースです。初めは理解するため、次に知識を整理し、本試験直前
には迅速な見直しの為のツールとして学びます。また、本試験2か月前から問
題演習を中心に行っていき、受講生の皆様を合格に導きます。国際ビジネスと
して活躍されたい方は、是非参加してください。

国家資格で新しい時代に
新しい旅のカタチを！
　旅行業界では唯一無二の国家資格である旅行業務取扱管理者は各店舗に1
名以上の選任が義務付けられています。この資格を在学中に取得することには
大きな意味があります。就職活動に有利であることは勿論ですが、ただ旅行が
好きな人から脱皮し、旅のプロに限りなく近づいていくのです。ご自身の旅行
にも役立つ決まりや知識のみならず、観光関連産業に有用な情報もあり旅行業
が周りに支えられて成り立っていることに気付くでしょう。「合格」の先に待つ
チャンスや可能性は無限に広がっています。さあ、旅のスペシャリストを目指し
ましょう。決して簡単とは言えないこの資格。だからこそ今、一緒にチャレンジ
してみませんか。これからは皆さんが道先案内人となり、新しい旅を創造豊か
なものにしていく時代です。

「FPのプロ」になって大活躍しましょう！！

　FP は、所得税や相続税などの税金、あるいは年金や株式、投資信託に生
命保険、不動産など、より豊かに生きていく上で誰もが必要な知識を体系的に
学びます。これらFP の知識は業務に必須のものとして、銀行、保険、証券な
どの金融機関はもちろん、不動産やハウスメーカーから官公庁まで、取得を奨
励する企業等の範囲は広範囲にわたります。また金融機関を中心に昇進・昇格
の条件にする企業も増えており、資格を生かして活躍するチャンスはますます広
がっています。さらに中京大学は、最上級の CFP®（国際ライセンス）や１級
FP 技能士まで対策講座があり、成果を上げています。CFP® や1級は、学生
はもちろん、金融機関でも保有者は限られます。将来飛躍するために高い志を
持って参加してください。

成功体験の積み重ねが人を成長させる

　宅建は、毎年20万人以上が受験する人気の国家資格で、民法や建築に関
する法律、税金などの知識が問われます。最近では、多くの大学で開講される
ようになり、不動産だけでなく、金融機関への就職を希望する学生や公務員試
験の準備として受験するケースが増えています。
　当講座では学生に合わせた独自の指導法とカリキュラムによって毎年70～
85％超の高い合格率を実現しています。昨年においては新型コロナウイルスの
影響で、対面とオンラインのハイブリッド型での講義となりましたが、そんな中
でも多くの学生が合格しました。
　宅建合格という明確な目標を設定し、それを達成することでの成功体験が自
己成長の一助となると思います。先の見えない状況が続きますが、こんな時だ
からこそ、やれることを全力でやってみるのもいいのではないのでしょうか。
　募集開始時に配信される宅建講座説明動画も是非見てください。

＜2級FP講座＞
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就職支援対策講座 スケジュール

講座名・講座概要 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 受講料（予定） 教材費（予定）

名　

古　

屋
（
対
面
形
式
）

会計入門（簿記＋ビジネス会計） 【全学年対象】 試
験

15,000円 6,000円「簿記3級」と「ビジネス会計3級」の両方を学ぶことで、より会計の知識を深めます。
受講後、簿記2級、公認会計士、税理士などを目指すためのベースとなる講座です。

日商簿記3級 【全学年対象】 試
験

試
験 11,000円 5,000円

簿記の仕組みを知ることによって、社会人として必要とされる財務の基礎を身につけたい方への受講をお勧めします。

日商簿記2級 & 日商簿記3・2級セット 【全学年対象】 ３
級

２
級 【２　級】22,000円

【セット】30,000円
【２　級】10,000円
【セット】15,000円【簿記2級】簿記3級取得者または、同程度の知識を持ち、更に専門的な会計の知識を身につけたい方への受講をお勧めします。

【簿記3・2級セット】簿記初学者で簿記2級まで一気に取得したい人へお勧めします（セット割引料金が適用されます）

ビジネス能力検定ジョブパス2級 【全学年対象】 試
験

12,500円 4,000円「ビジネス常識、知識、コミュニケーション能力、情報の利活用」など、卒業後、仕事に活かせるスキルを身につけます。
毎年、受講した人に「わかりやすかった」、「ためになった」と大変好評な講座です。社会人として身につけておきたいスキルを楽しく学べます。

秘書検定2級 【全学年対象】 試
験

試
験 17,000円 3,000円

実社会に出る前に、秘書業務の知識・マナーを身につけたいと考えている方への受講をお勧めします。

大学生のための時事入門  【全学年対象】
9,000円

【SPI対策セット受講者】
7,500円

1,000円公務員試験はもちろん、民間企業の面接等においても世の中の出来事に対する自分の考えや意見を持っているかが問われます。この講座では、
大学生が知っておくべき「時事用語」について取り上げ、わかりやすくレクチャーします（全6回）。日頃、新聞を読んだりニュースを見る習慣
がない人は、是非受講しておきましょう。 ※2022年度SPI対策講座とのセットで受講すると割引料金になります。

SPI対策 【全学年対象】

4,500円 1,500円「非言語」を中心に扱います。希望の会社に「SPI」で得点できず面接に進めなかったということがないよう就職活動が本格化する前に対策を
取っておきましょう。新聞を読んだり、ニュースを見る習慣のない人は「大学生のための時事入門」をセットで受講することをお勧めします。

TOEICⓇ対策　＊講座終了後にTOEICIPテスト受験 【全学年対象】 春学期 秋学期 32,500円

スコア保持者
28,500円

受講料に含む英語能力の評価基準とされるTOEICのスコアを確実に伸ばしたい方にお勧めします。
経験豊富な講師がスコアアップのためのテクニックを伝授します。

オ
ン
ラ
イ
ン

エアライン業界入門＊1 【1～3年対象】

18,000円 1,500円空港で働きたい、客室乗務員やグランドスタッフ等に興味がある人に、業界・業種研究、採用されるための面接のコツや教養試験の傾向などに
ついてレクチャーします。航空業界への就職を「あこがれ」だけで終わらせず、早期から対策を取れば十分可能性があります。まずは「入門
講座」を受けてみましょう。＊1　講座は4回のオンライン〔リアルタイム配信〕と3回の対面形式（名古屋キャンパス）で実施します。

SPI対策＊2 【全学年対象】

4,500円 1,500円「非言語」を中心に扱います。希望の会社に「SPI」で得点できず面接に進めなかったということがないよう就職活動が本格化する前に対策を
取っておきましょう。　新聞を読んだり、ニュースを見る習慣のない人は「大学生のための時事入門」をセットで受講することをお勧めします。
＊2　講座は夏休みに「オンライン（オンデマンド配信）」で実施。夏休みの間は自由に視聴可能です。

TOEICⓇ対策＊3　＊講座終了後にTOEICIPテスト受験 【全学年対象】 春学期
夏
期
集
中

秋学期
春
期
集
中 32,500円

スコア保持者
28,500円

受講料に含む
英語能力の評価基準とされるTOEICのスコアを確実に伸ばしたい方にお勧めします。
経験豊富な講師がスコアアップのためのテクニックを伝授します。（8月は夏期集中、2月は春期集中）
＊3　講座はオンライン（リアルタイム配信）です。

※各講座とも最少開講人数は15名です。 上記の受講料、教材費はおおよその金額です。
※英会話講座　「毎日学べる英会話」・「ECC Chat Chat Eigo!」については、7ページをご覧ください。
※対面形式の講座でも感染状況によりオンライン（オンデマンド）形式に変更する場合があります。

おススメ講座紹介pick up

「新聞」や「ニュース」を見る習慣を身につけよう！

大学生のための時事入門
受講者からは絶賛！社会で役立つ知識やスキルが学べる

ビジネス能力検定（ジョブパス2級）
受講者の声（抜粋）

・新聞の内容が入りやすくなった（法3）
・知識は公務員試験や就活でも使えそう（複数回答）
・最新の情報を取り上げていたのでとても身になった（複数回答）
・ニュースを見ていて、「わかる」「知ってる」が増え、興味が湧いた（スポーツ2）
・特に政治について知らないことが多いと気づきもっと勉強したいと思った（複数回答）
・受講を通して時事に関心をもつきっかけとなった（複数回答）
・入門ということで難しすぎず、易しすぎず丁度よかった（複数回答）
・友人に誘われるまで受講する予定ではなかったが受講してみてとてもよかった（法3）
・自分だけでは時事に向かう時間を作らないので貴重でありがたい（国英3）
・興味のなかった部分も知ってみると意外に興味深くもっと調べてみようと思った（総政3）
・自分が思っていたより知らないことが多いことがわかった（国教3）
・出来事をただ覚えるのではなく理解することの大切さを知った（心理2）
・就活生として知っておくべき内容だった（現社3）

受講者の声（抜粋）

・グループワークへの苦手意識がなくなった（現社3）
・実践の場で自身の立ち回り方がわかった（心理3）
・発言することに抵抗がなくなった（総政3）
・アルバイトや就活に役立つ知識やスキルが身についた（現社3）
・試験対策以外に社会人に必要なスキル・マナーが身についた（複数回答）
・受講料金以上の価値のある内容だった（法2　国際2）。
・就活に不安な人は、この講座で経験を積めば不安が軽減されると思う（法2）
・クレーム対応・新聞タワーは印象に残った（経営2　国際2）
・ 講師の話すスピードや強弱のつけ方等、私達が前に立って話すときのモデ

ルになった（国際2）
・ 声が小さいことが課題だったがプレゼン・ディスカッションを重ねて自信

がついた（法2）

●  講座の申込にあたっては、開講説明会に参加（または、講座紹介動画を確認）し、納得の上で、申し込みを
してください。

● 講座に関する情報は、「CHUKYO ALBO」にてお知らせします。
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英語力向上プログラム

簿記はビジネスの共通言語です！

　簿記は、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能です。簿記で身に

ついたコスト感覚は、経理担当者だけではなく、営業担当者、企画担当者、

人事・総務担当者、生産管理担当者など、すべてのビジネスパーソンに役立

ちます。取得後はステップアップとして税理士や公認会計士といった高度な

専門資格を目指したり IT パスポートなどの情報系資格や、公務員試験の国

税専門官での会計学対策にも有効です。計算が苦手でも大丈夫。段階的に学

べるテキストとトレーニングによって合格までしっかりサポートします。一

生使える簿記の資格を在学中に取得して、スキルアップを目指しましょう。

担当講師からのメッセージ

仲村 真澄 講師

簿記講座

社会人としての知識だけでなく
実践的なスキルも身につけましょう。
　ビジネス能力検定ジョブパス2級は、企業全般に通用する資格であり、社

会人として必要なビジネス知識や社会常識、マナー、そしてスキルなどを学

習します。また、就職試験の筆記試験、面接試験対策にもなり、就職を希望

する学生のレベルアップにも繋がります。検定の合格を目指すことは勿論で

すが、毎回、グループディスカッションやグループワークを交えて進めま

すので、コミュニケーション力の向上にも役立ちます。3、4年生はもちろ

ん、1、2年生のみなさんも早い時期から仲間とともに楽しみながら知識だ

けでなく実践的なスキルを身につけましょう。
滝 良子 講師

ビジネス能力検定
ジョブパス2級講座

★ 英語圏（イギリス・アメリカ・オーストラリアなど）出身のウエストゲイト専任講師による  
少人数レッスン（オンライン）

◇実　　 施　春・秋学期（5～12月）の授業の空き時間
◇時間・回数　1回40分　週5回　年間100回
◇受 講 料 金　140,800円

毎日学べる
英会話

オンライン
（少人数）

★ TOEIC® 試験の総合的なスコアアップを目的とし、経験豊富な日本人講師が担当。
◇実施時期　春学期・秋学期・長期休暇（夏休み・春休み）
◇実施形態　対面形式（名古屋キャンパス）・オンライン（リアルタイム配信）
※ 本講座は、1回のみの受講にとどまらず、継続的に受講することで更なる高得点を目指すことが可能です。
※講座による伸長度を計るために講座の前後で IP テストを受験します。

TOEIC®

対策講座
【対面 or オンライン】

（6ページ参照）

★現地の外国人講師とのマンツーマンの個人レッスン（オンライン）
◇実　　 施　5月～3月まで年4ターム　ご自身で好きな時間帯を予約
◇時間・回数　1回30分（予習込）　回数選択制（8・16・40回）
◇受 講 料 金　コースにより異なる　（例）8回コース　10,450円～
◆割　　 引　回数や継続による割引・TOEIC 対策講座との割引あり。

ECC
Chat Chat

Eigo!
（マンツーマン）

本学では、学生の英語能力向上を目的に、TOEIC® 団体試験を年2回実施しています。（春・秋学期）
■2022年度実施日　7月2日（土）・12月10日（土）　※オンラインでの受験となります
■申込方法は CHUKYO ALBO にてお知らせします

TOEIC®

団体試験
オンライン

田辺 茂樹 講師

簿記講座

夢を現実に引き寄せる第一歩を踏み出そう！

　簿記は企業活動を数字の上で管理分析するために必要不可欠な知識であ

り、パソコンや英語と並んで、実務で最低限必要とされるスキルの一つで

す。日本商工会議所主催簿記検定試験に対応する本講座は、3級・2級と簿

記のレベルに合わせて合格までの最短ルートで合格まで導いていきます。ま

た、簿記は公認会計士・税理士などの会計の最高峰の資格へ繋がり、それら

の難関資格の基礎となる学問です。将来、会計のスペシャリストとして働き

たい方にとっても最適な資格なのです。迷っているならチャレンジしてみま

しょう。講義室で皆さんとご一緒できることを楽しみにしています。
近藤 千恵子 講師

エアライン講座

エアライン業界採用再開！
今こそ始動の時です。
　2020年初頭から約2年。世界中に広がった新型コロナウイルスの脅威は、エ

アライン業界にとって非常に大きな試練となりました。しかしエアライン業界は

生活を支えるインフラであり、経済の要の存在です。いつまでもその翼をたた

んだままではありません。2022年春、日本航空と全日本空輸は相次いで採用

再開を発表しています。

　コロナ禍を経てお客様が求めるサービスはこれまでと大きく変化します。

　新しい時代にエアラインが必要とする人財とは？夢をあなたの将来にするため

に、納得のいく就職活動をするために。今ここからスタートしてみませんか。

時事対策は興味が持てれば
すぐに成長が実感できます！
　民間でも公務員でも採用試験にかかせないのが時事対策です。ただ、この

時事対策を採用試験のために暗記しようとすると、とても苦痛なものになり

ます。実際の講義では重要と思われる時事問題を背景から説明して、まず興

味を持ってもらいます。そして最終的には各個人でどういう対策を実施した

いのかまで考えて、自分なりの意見を持っていただきます。また講義の合間

で、面接試験でも論文試験でも役に立つように、それぞれの対策についての

学習もしていきます。3年生だけでなく、1，2年生の方でも気楽に参加し

てください。皆さんの就職をサポートできるようにしますので、本番で少し

でも自信をもって臨めるように一緒に学習しましょう。

山田 忠宏 講師

大学生のための時事入門

梶田 政人 講師

SPI 対策講座

敵を知る！for SPI、玉手箱、TG-WEB.etc

　就職試験では今なおリクルート社の SPI 試験が主流で、科目は言語と非
言語に分かれます。
　言語は国語で、非言語は算数・数学です。その難易度は決して高いもので
はありません。言語なら、類義語・対義語や故事成語など、いわゆる語句を
マスターし、非言語なら中学までの算数・数学ができれば OK です。そう
は言っても特に文系の大学生にとって数学は縁遠くなりがちで、学習塾でア
ルバイトでもしていない限り、頭から抜けている人も多いのではないでしょ
うか？そこでこの講座を利用し、数学の記憶を今一度呼び起こしましょう。
同時に、SPI 独自の出題傾向にも慣れていただきます。また、近時の傾向で
ある「SPI 離れ」に対応するべく、リクルート社以外の「玉手箱」や「TG-
WEB」といった特殊傾向の対策も行います。

その他、交換留学に必要な『TOEFLⓇ』のスコアアップのための対策講座を開講しています。
こちらの詳細は「グローバル教育センター」へ直接お問い合わせください。

詳細はこちら

詳細はこちら

NEW
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国家公務員

一般職

警察庁（中部管区警察局）・総務省（東海総合通信局）・法務省（名古屋法務局）・財務省
（名古屋税関）・厚生労働省（東海北陸厚生局／東海北陸厚生局麻薬取締部／愛知労働局）・
農林水産省（東海農政局）・国土交通省（中部地方整備局）・防衛省（陸上自衛隊中部方
面総監部／航空自衛隊／東海防衛支局）・出入国在留管理庁（名古屋出入国在留管理局）

専門職 国税庁（国税専門官）・厚生労働省（労働基準監督官）

裁判所職員 法務省（名古屋地方裁判所）

地方公務員（県庁等）
愛知県庁・名古屋市役所・東京都特別区・浜松市役所 *

* 浜松市役所のみ個別相談会

公務員試験対策講座 スケジュール

モデルコース

講座名・講座概要 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 受講料（予定） 教材費（予定）

名　

古　

屋

大学生のための時事入門  【全学年対象】
9,000円

【SPI対策セット受講者】
7,500円

1,000円
公務員試験はもちろん、民間企業の面接等においても世の中の出来事に対する自分の考えや意見を持っているかが問われます。この講座では、
大学生が知っておくべき「時事用語」について取り上げ、わかりやすくレクチャーします（全6回）。日頃、新聞を読んだりニュースを見る習慣
がない人は、是非受講しておきましょう。
※2022年度SPI対策講座とのセットで受講すると割引料金になります。

公務員準備（教養） 【１年生対象】

15,000円 4,000円公務員試験では、行政系・公安系問わず「数的処理（数的推理・判断推理・資料解釈）」と言われる科目があり、出題数も多く、この科目の
得点力が合否の分かれ目となります。出題パターンが決まっているため、正しい対策をすれば「数学」に苦手意識があっても得点源にすること
が可能です。公務員試験合格のためのファーストステップとして、まずはこの講座で公務員試験必出の「数的処理」を体験しましょう。

公務員準備（専門） 【１年生対象】 3月～11月
49,000円

【TOEIC対策受講者】
44,000円

26,000円行政系の公務員では出題数の多い「憲法・民法・行政法」を中心に択一試験レベルの力を養成します（行政書士試験合格を目指します）。
公務員志望の方は、この講座からスタートすることで、「憲法・民法・行政法」を少なくとも2回学習できるため、断然有利になります。また、
公務員か民間企業か迷っている人は、この講座を受講して公務員を本格的に目指すかどうかを見極めましょう。

公務員準備（人物＋作文） 【２年生対象】 ～4年生　試験直前 46,000円

【公務員準備（専門）受講者】
31,000円

―作文や面接試験突破のための「思考力」・「記述力」・「コミュニケーション力」を早期の段階から養成します（全35回）。
※2年生の12月からは公務員（専門+教養）を併行受講していただきます。

公務員（専門＋教養） ※次年度大学院進学
　（予定）者も可　　  【２年生対象】 ～4年生　試験直前

124,000円

【公務員準備（専門）受講者】
114,000円

60,000円～65,000円
（市販教材含む）

「専門科目」まで課される公務員試験の対策講座です。毎年、多くの先輩が、国家公務員や地方公務員に合格しています。1年半かけて実施
をします。
※教材はオリジナル教材ですが一部市販教材も使用します。

公務員（教養）＊1※大学院1年生も受講可 【３年生対象】 〔オンデマンド〕 〔対面〕～４年生　試験直前
58,000円 16,000円～18,000円

（市販教材含む）「警察官・消防官」などの「教養科目」のみを課す公務員試験の対策講座です。講座では、「面接対策」や「作文対策」も実施します。
＊1　講座は「春学期」～「夏休み」まではオンデマンドで、「秋学期」からは「対面」で実施します。

豊　

田

公務員入門Ⅰ（数的処理＋作文対策） 【１年生対象】

各7,500円
4,000円

※ 公務員入門Ⅰ・Ⅱとも
同一教材です。

公務員入門Ⅱ（数的処理＋面接対策） 【２年生対象】

公務員試験では、行政系・公安系問わず「数的処理（数的推理・判断推理・資料解釈）」と言われる科目があり、出題数も多く、この科目の
得点力が合否の分かれ目となります。出題パターンが決まっているため、正しい対策をすれば「数学」に苦手意識があっても得点源にすること
が可能です。

（2年生の方へ）1年次に、公務員入門Ⅰの未受講者は、併せて公務員入門Ⅰも受講してください（「Ⅰ」と「Ⅱ」では扱う内容が違います）。

公務員（教養）＊2※大学院1年生も受講可 【3年生対象】 〔オンデマンド〕 〔対面〕～４年生　試験直前
58,000円 16,000円～18,000円

（市販教材含む）「警察官・消防官」をはじめ、「教養科目」のみを課す公務員試験の対策講座です。講座では、「面接対策」や「作文対策」も実施します。
＊2　講座は「春学期」～「夏休み」まではオンデマンドで、「秋学期」からは「対面」で実施します。

大学院生で講座の受講を希望する場合は資格センター窓口までご相談ください。 上記の受講料、教材費はおおよその金額です。
のアイコンがある講座は、対面形式で実施する場合TAが講座を録画します（後日講座のDVDダビングサービスが利用できます）。

※対面形式の講座でも感染状況によりオンライン（オンデマンド）形式に変更する場合があります。

各種公務員を目指すためのモデルコース（あくまでも一つのモデルコースです）

STEP 1（1年生） STEP 2（2年生） STEP 3（3年生）
国家公務員（総合職・一般職・専門職）
裁判所職員
地方公務員（県庁・市役所等）　他

国家公務員
（入国警備官・刑務官・自衛官・皇宮護衛官等）
地方公務員（警察官・消防官・市役所等）　

公務員（専門+教養）

公務員（教養）

宅地建物取引士

公務員準備（人物+作文）公務員準備（教養）

公務員入門Ⅱ
公務員入門Ⅰ+Ⅱ

公務員準備（専門）

公務員入門Ⅰ

●  講座の申込にあたっては、開講説明会に参加（または、講座紹介動画を確認）し、納得の上で、申し込みを
してください。

● 講座に関する情報は、「CHUKYO ALBO」にてお知らせします。

2021年度に実施した業務説明会

2021/12/16 農林水産省（東海農政局）業務説明会

資格センターでは、進路の選択肢を増やす意味で、多くの説明会に参加してほしいため、一日一機関を原則として実施
していますので、実施するすべての機関の説明会に参加することができます。
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学内の公務員講座を経て入庁
（2005～）した卒業生だけでも
約200名が働く「愛知県庁」で
すが、採用試験は例年、全国の
県庁と同一日（6月下旬）に実施されていましたが、2022年度の採用試験は、
他の県庁に先駆けて5月22日（日）に実施されます。
この変更により、「愛知県庁」は、他の都道府県庁や政令指定都市（名古屋市・
浜松市等）との併願が可能となり、チャンスが拡大しました！

合格者の声

竹内 佳史 さん

経済学部

　元々は教員志望でしたが、次第に教員の働き方をはじめとした学校現場が
抱える諸問題に関心を持つようになり、それらの解決を図ることができる文
部科学省で働くために公務員講座を受講しました。中京大学の公務員講座は、
各試験科目の講義のみならず、過去問・予想問題の配布や面接・論文対策等の
サポート体制が非常に充実しており、回り道をすることなく最短距離で効率
良く対策を進めることができました。嫌でも自分と向き合わなければならな
いのが就活の大変な所ですが、自分が大切にしたいことや、究極的に何のた
めに働きたいのかという信念をひたすら考え抜くことが、就活において重要
なことであると思います。また、公務員就活は長丁場なので、迷うことや悩
むこともあるかと思いますが、振り返った時に後悔することが無いよう、な
りたい自分を目指して頑張ってください。

国家総合職（文部科学省）

木村 光宏 さん

法学部

　私が公務員を志望したのは、自分自身の経験から将来は非行少年や犯罪者を
更生へと導き、社会復帰を手助けする仕事がしたいと思ったからです。そして、
説明会やインターンシップに参加する中で国家公務員総合職として働きたいと
思うようになりました。国家公務員総合職と聞くとレベルが高く、自分には無
理だと思って初めから選択肢に入れない人が多いと思います。しかし、講座の
受講生全員にチャンスがあると私は思います。不安なことがあれば、資格セン
ターや講師の方々が何から何まで相談にのってくれますし、弘道塾という勉強
するには最適な環境も整っています。また講座内には切磋琢磨できるライバル
がいるのでモチベーションを保ちやすいです。中京大学の公務員講座は国家公
務員総合職でも自信を持って目指していける素晴らしい講座です。公務員にな
ることはゴールではなく、スタートです。まずはそのラインに立てるように諦
めずに頑張ってください。最後に、公務員試験は努力が報われます。

国家総合職（法務省保護局）

原田 あづき さん

法学部

　私は、漠然とより多くの人の生活を支えることができる仕事に就きたいと
考え、公務員試験に強い中京大学に入りました。自分の将来について真剣に
考え、さまざまな説明会に参加する中で、社会秩序や国民の権利を守ること
のできる検察事務官の仕事に憧れ、本気で目指そうと思うようになりました。
中京の講座の先生方は、とても分かりやすく解説してくださるし、試験に出
やすいポイントも把握しているので、安心してついていくことができました。
不安で押しつぶされそうな私たちを、いつも力強く励ましてくださる先生ば
かりです。同じ目標を持った受講者と切磋琢磨し高め合える環境、資格セン
ターの手厚いサポートは中京生の特権だと思います。明確な目標と、諦めな
い心があれば絶対に合格を掴み取ることができます。難しい試験ですが、自
分を信じて頑張ってください。応援しています。

国家一般職（法務省名古屋地方検察庁）

廣瀬 美香 さん

スポーツ科学部

　私は今まで将来について深く考えたことがなく、なんとなくで講座を受講し
ました。当初は公務員の仕事について深く知らなかったため、大学で開かれる
説明会などには極力参加しました。そこでどのような職種があるのか知って
いくうちに自分のやりたい仕事を見つけることができ、公務員の勉強に本格
的に取り組み始めました。公務員試験は決して楽な試験ではないですが、同
じ目標を持つ多くの仲間が居るためモチベーションを維持することができま
した。また、講座内では定期的に試験があり自分の立ち位置を把握する事が
でき、とても刺激になります。これまで法律に触れた事が無かった私が合格
する事ができたのは公務員講座を受講していたからだと思います。勉強のし
やすい環境は整っています。公務員試験は最後まで頑張ることができればど
んな試験も合格できる可能性はあると思います。最後まで努力し続けてくだ
さい！応援しています。

国家一般職（財務省名古屋税関）

江成 洋人 さん

経済学部

　私はこれといった将来の夢はありませんでしたが、ある時、資格センターの
前にある公務員合格者数の掲示を見て、その人数の多さに驚きました。公務
員は安定した職業であり、中京大学が力を入れている講座だと知り、公務員を
目指そうと決めました。実際に受講してみると、とても手厚いサポートで合格
へ導いてくれました。各教科のスペシャリストが丁寧に教えて下さり、授業後
も丁寧に質問対応して下さいました。講座中の雑談もとても面白く終始集中し
て受けることが出来ました。また、面接対策も手厚く、集団の面接練習では、
自分自身の面接を他の人と比較しながら良い点、悪い点を客観的に分析する事
ができ、本番では満足のいく面接が出来ました。後輩の皆さん、最初は不安や
心配が多いと思います。実際に私も合格できるか不安でした。しかし、周りに
は同じ目標を持った仲間や手厚いサポートをして下さる講師の方や資格セン
ターがあります。お互い鼓舞し合いながら最後まで信じて頑張ってください。

国税専門官

野村 優妃 さん

総合政策学部

中條 留美奈 さん

心理学部

　私は大学入学前から地元の市役所で働きたいと考えていたため、宅建・公
務員準備講座から受講しました。ですが、2年次に資格センターが主催する愛
知県庁説明会に参加した際、愛知県全域に広く関わることができる仕事に魅
力を感じたことがきっかけで愛知県庁を志望するようになりました。自宅で
勉強するのが苦手な私にとって例年とは違うコロナ禍での受験勉強は苦痛で
した。思うように模試の成績も上がらず悩みましたが、講師の方々や先輩方、
そして同じ志を持つ友人のサポートもあり、乗り越えることができました。中
京大学の公務員講座の良い点は手厚い支援体制が整っている点だと思います。
1次試験の勉強だけでなく2次試験の対策も講師の方々が丁寧にしてくださる
ので、最後まで諦めずに進み続けることができました。努力は今を超えてい
く鍵になります。壁にぶち当たることもあると思いますが、自分を信じて頑
張ってください。応援しています。

　人の役に立ちたいという気持ちから公務員を目指そうと思いました。中京大
学の公務員講座は、他の公務員予備校と比較すると受講料が安く済むことや、
1年生からのカリキュラムがしっかりと組まれていることから、受講しようと
決めました。心理学部の私が公務員試験で課される法律や経済を学ぶことに
は不安がありました。しかし、講座の先生方や資格センターの方の手厚いサ
ポートがあるので、安心して対策に臨むことができました。また、定期的に
テストが行われ、自分の実力が身についているのかを確かめることができま
した。このテストに向けて、勉強をすることでモチベーションを高く保ち続
けることができたと感じています。公務員試験は、長期戦で精神的につらい
と感じることも多々あると思いますが、めげずに頑張ってほしいと思います。
応援しています。

愛知県庁

労働基準監督官

新美 啓人 さん

総合政策学部

　私は、高校生の頃から漠然と公務員になりたいと思っており、中京大学では
公務員講座のカリキュラムが充実していた点に魅力を感じたこともあり、講
座を受講しました。受講前は、過去に勉強したことのない科目ばかりでとて
も不安でしたが、講師の方々が試験で出題されやすいポイントを交えながら、
丁寧に説明をしてくださいました。そして講座では勉強面だけでなく、各受
験先に合わせた面接対策も行うため、本番での自信につながりました。また、
講座を通して多くの友人と出会い、協力できたことも合格へ大きく近づく力に
なったと感じています。公務員試験対策は勉強量が多く、かつ期間も長期にな
るため、とても不安になると思います。しかし、不安なのは全員同じであり、
そこで諦めずに勉強したり、仲間と協力して対策をしたりすることが合格に
向けて大切な鍵だと思います。みなさんの夢が叶うよう、応援しています。

名古屋市役所

銘苅 美咲 さん

経営学部

　私は公務員一本しか考えていなかったので、講座を受けるか独学で学ぶか迷
いましたが、合格者が多数輩出されていたので公務員講座を受けました。実際
に公務員講座を受講して、問題の解き方や頻出問題、膨大な量のある範囲の
中からどのように勉強を進めたらいいのかなど、独学では知り得なかった多
くのことを学べたと実感しています。新型コロナウイルスの影響で対面授業
が行えず、オンライン授業になった時も、受講生がわかりやすいように様々
なサポートがあり、家でも受講しやすかったと感じました。講師の先生方は
信頼できる方ばかりで、非常にわかりやすく丁寧に1つ1つのことを教えてく
ださいました。受験勉強は長期間に及ぶため集中が切れてしまったり、辛い
時期もあると思います。ですが公務員講座を受講していれば先生や周りの方
たちが喝を入れてくれます。努力は報われると信じて、最後に笑って終われ
るように頑張ってください！

愛知県警察本部

高木 勇気 さん

現代社会学部

　私は、2019年に発生した令和元年東日本台風の災害ボランティアに参加し
たことをきっかけに消防士を目指すようになりました。勉強に対して非常に
不安な気持ちを抱いて公務員講座を受講しましたが、先生や先輩方が手厚く
サポートしてくださり、周りの仲間と支え合いながら勉強に取り組むことが
できました。また、公務員講座では勉強だけでなく、各自治体の説明会の案
内や面接対策まで幅広くサポートしていただけたので自信をもって試験を受
けることができました。時には心が折れそうになったり、逃げ出したくなっ
たりする時もありましたが、家族や友達の応援のおかげで合格することがで
きました。公務員試験は簡単ではありませんが、コツコツ地道に頑張れば必
ず合格できると私は思っています。最後まで諦めず、自分を信じて頑張って
ください。応援しています。

名古屋市消防局

2021/12/01 愛知県庁業務説明会

講座受講生対象イベント 公務員（専門＋教養）講座等の受講者対象のイベントです。

イベント名 イベント内容

7月 OB・OG情報交換会 前年、公務員試験に合格した卒業生を呼んで、2次試験の面接や官
庁訪問に向けてのアドバイスを受けるイベント

12月 内定者相談会

公務員に合格した4年生による個別相談会

2月 国家公務員ガイダンス 人事院人材局によるオンライン公務員ガイダンス（zoom）
3月 霞が関OPENゼミ 東京霞が関の各府省で実施される説明会に参加

公務員試験

耳より情報

〈12月〉 内定者相談会
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Q公務員試験と民間企業の就職活動の両立はできますか？
A  国家公務員や地方上級公務員（県庁・政令指定都市）などを志望している場合は、試験勉強にかなりの時間が費やされることや、試験

が4年生の春（4月～6月）に実施され、民間企業の就活の時期とも重なるため両方狙うのはリスクが高いといえます。

  公務員（専門＋教養）講座を受講している場合は、3年生の6月から講座内で定期的に実施する試験の結果を見て、このまま公務員を

目指すのか、民間企業に切り替えるのかを見極める判断材料にすることができます。

Q国家公務員の転勤は全国転勤ですか？
A  ｢国家一般職」採用の場合は、試験区分で地域を選んで受験するため、採用先は、原則、地域内（例　東海北陸　等）にある各府省の

「出先機関」となり、「名古屋法務局」「愛知労働局」など地元での勤務が多いです。従って、一部の機関を除いて、基本、全国転勤で

はありません。

  国家公務員の業務は、県庁・市役所と違ってイメージがつきにくいため、知らずに自身の「選択肢」を狭めている人が少なくありません。

日頃から「人事院」のHPにアップされる業務説明会の「動画」を見たり、「説明会」に参加することをお勧めします。国の機関の一員と

してスケールの大きい、または、専門性の高いやりがいのある業務がきっと見つかると思います。

Q地元の市役所（市町村役場）に就職したい（単願は避けましょう）
A  一般的に、市町村役場は、県・地域ごとに試験日が同一であることが多く、近隣の市町村との併願ができず受験機会が少ないです。ま

た、試験は「教養試験」のみ（地域によっては「専門試験」を課すところもあります）を課すところが多く受験しやすいため、定員が少な

いところに多くの受験生が殺到して高倍率になります。公務員を強く希望する場合は、国家公務員や県庁・政令指定都市などの地方上

級公務員との併願をお勧めします。また、「市役所」のみを志望する場合は、先の国家公務員と比べると合格発表の時期も遅く、あまり

お勧めはしませんが、「民間企業」との併願をせざるを得ません。試験内容も「市町村」ごとに違うため、試験科目も含め、志望先の採

用試験情報を確認しながら準備していきましょう。

Q「宅建」講座の受講者が多いと聞きましたが、受けた方がいいですか？
A  本学の「宅建講座」は、単なる「資格講座」ではなく、講座内で、講師から「正しい学習法」なども伝授されるため、それをベースに勉強

することで全国合格率15％程度の難関資格に多くの人が合格しています。その結果、難関資格に合格したという自信が、次のステッ

プに繋がっています。過去に「試験勉強」をしたのに成果に結びつかなかったという人は是非この講座を受講して、成果に繋がる「正し

い学習法」と「学習習慣」を身につけてください。

Q2級FPの試験は、3級FP資格がなくても受験できますか？
A  本来、2級FPの試験を受験するには3級FP資格が必要ですが、本学の2級FP講座は、講座内で「提案書」というものを作成して提出

することで、3級FP資格がなくても受験可能です。合格後は、国家資格である「2級FP資格」と民間資格である「AFP資格」の同時取

得となります。

Q簿記2級講座は、簿記3級資格がなくても受講できますか？
A  簿記2級は、簿記3級の知識がベースにないと理解することが大変困難です。よって、本学の簿記2級講座は、簿記3級資格取得が望

ましいですが必須ではなく、過去に簿記3級の講座を受講した、あるいは、学部で「簿記3級」に相当する科目を履修していればOKで

す。高校時に全商簿記1級を取得していればそれでも受講可能です。

公務員試験・資格試験等に関するQ&A

※公務員に関する質問や相談は資格センターまで

shikaku-support@ml.chukyo-u.ac.jp
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公務員合格者（2022年3月卒業）

最後まで諦めず、
自信を持って！

自分を信じて
頑張ってください。
応援しています！

「継続」がのちに
結果として残る
試験だと思います。
がんばって！

最後まで自分を
信じて諦めず
頑張ってください

楽しんでやれば
結果はついてきます。

諦めずに
挑戦することが大事！

踏ん張りどころだ！
ファイト！

自分のペースで
頑張ってください！

面接も、討論も
練習次第で
結果は変わります！

長い道のりに
なりますが、
先の自分を想像して
頑張ってください。

強い信念と
十分な努力を
大切にしてください。

目標に向かって
がんばってください！

周りも頼りながら、
自分のやり方で
頑張ってください！

自分自身の夢を
叶えるために
最後まで
頑張ってください

日常会話を楽しんで！
それが面接対策！

諦めずやりきれば、
必ず結果がついて
きます！
頑張って！

自分を信じて
最後まで
頑張ってください。

諦めなければ
成功を掴めます！

目標を決めて、
それに向かって
全力で頑張ってください

いつ、何が転機になるか
分かりません。
最後まで諦めないで！

程よい息抜きも
しながら
やりきりましょう！

仲間と切磋琢磨して
頑張ってください！

仲間を大切に
最後まで
駆け抜けてください。

仲間と助け合って
頑張ってください！

講座内の友達と
協力し合って
頑張ってください！

国家総合職（国立印刷局）

経済学部　寺澤 有哉 さん

三重県庁

総合政策学部　浅井 紗耶可 さん

国税専門官

現代社会学部　西川 尊 さん

愛知県庁

法学部　宮本 実紀 さん

名古屋市役所

経営学部　今枝 龍太郎 さん

愛知県警察本部

心理学部　竹内 さと さん

名古屋市消防本部

スポーツ科学部　村上 航太 さん

国家一般職（法務省名古屋地方検察庁）

経済学部　富永 快 さん

国家一般職（厚生労働省愛知労働局）

現代社会学部　岸田 彩里 さん

東京都特別区

経営学部　荒木 僚 さん

国家一般職（厚生労働省東海北陸厚生局）

心理学部　鷲見 彩乃 さん

国家一般職（法務省静岡地方法務局）

法学部　松本 悠馬 さん

国税専門官

法学部　今泉 友花 さん

愛知県庁

法学部　高濱 完太 さん

名古屋市役所

総合政策学部　池内 優花 さん

国家一般職（国土交通省中部地方整備局）

経済学部　鬼頭 優太 さん

国税専門官

法学部　岡 大祐 さん

岐阜県庁

文学部　松見 菫 さん

広島市役所

スポーツ科学部　河村 啓太 さん

下呂市消防本部

スポーツ科学部　青木 良樹 さん

国家一般職（法務省名古屋地方検察庁）

現代社会学部　安藤 一真 さん

刈谷市役所

心理学部　鈴木 香帆 さん

愛知県庁

経営学部　安宅 宏太 さん

岐阜県警察本部

総合政策学部　久司 安純 さん

大垣市役所

経営学部　残馬 渉太 さん （7月）OB・OG情報交換会（2021年3月卒業生）

CHUKYO UNIVERSITY QUALIFICATION SUPPORT 2022
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●資格センター

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町 101-2　TEL.052-835-7968

〒470-0393豊田市貝津町床立101　TEL.0565-46-1240

名古屋キャンパス
豊田キャンパス

公務員／国家資格／就職支援

資格対策講座 2022
QUALIFICATION SUPPORT

CHUKYO ALBO のメール通知設定を登録してください

講座に関する連絡事項（日程や教室変更、その他重要なお知らせ）は全て CHUKYO 
ALBO のお知らせで配信します。お知らせを見落とさないよう、CHUKYO ALBO のメー
ル通知設定を登録してください。

スマートフォンからの登録方法
CHUKYO ALBOトップページ → メール通知設定 → メールアドレス入力 → 個人伝言種
別の「資格」にチェック → 仮登録
※仮登録後、入力したメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。
　メール本文の URL をクリックして、本登録を完了させてください。


