
2023 年合格目標 

上智大学 公務員試験対策講座 概要 
 

2022 年度の公務員試験対策講座は対面講義（一部主要科目）と WEB 講義（オンデ

マンド学習）を組み合わせて実施を致します。 
 

◆受講対象                                             

2023 年公務員試験を目指す３年生以上（※１･２年生の受講可） 

 

◆目指せる試験                                     

  地方上級（都道府県・市区町村）、国家一般職、国家公務員専門職（国税専門官・財務専門官、

労働基準監督官、裁判所職員）、国立大学法人職員など 

 

◆コース内容  ※カリキュラムの詳細は別紙参照。 

  ①地方上級・国家一般職コース 

   「教養科目」「専門科目（一般行政・事務）」「論文」「専門記述」「時事」「人物」 

  ②教養市役所コース 

「教養科目」「論文」「時事」「人物」 

   

 ◆講座の特徴 

  ◎対面講義（大学内の教室にて）と WEB 講義を組み合わせた受講形式となります。 

   ※申込みの時期によって、対面講義は途中からでも参加することができます。 

◎ＴＡＣの公務員講座が上智大学特別価格で受講できます。 

   ①地方上級・国家一般職コース：199,800 円（税込）（参考：ＴＡＣ受講料 約 360,000 円） 

   ②教養市役所コース：89,800 円（税込）（参考：ＴＡＣ受講料 約 200,000 円） 

◎対面講義の科目は WEB 講義で視聴可能です。 

   受講期間中は何度も繰り返し視聴いただけます！（視聴期限は 2023 年 10 月末まで） 

◎筆記対策のほか、最新試験情報（各試験の特色や傾向）を WEB 講義でご提供します。 

◎学内講座の担当講師を設置します。定期的に個別相談会を実施しますので、個人的な学習相 

談や進路についてアドバイスが受けられます。 

◎「国家総合職」を視野に入れている方には、国家総合職併願オプション講座を別途ご案内し 

ます。（有料）※第一志望に国家総合職や外務専門職を希望する方は学内講座ではなく、TAC 

本科生（TAC の通学・通信）をお勧めします。 

◎模擬面接対策（対面またはオンライン）も行います。 

----------- 公務員受講相談会（Zoom）のご案内 ----------- 

 コースの選択、受講内容について個別にお答えします。昼休みは混みあうためお待たせする場合

があります。時間に余裕を持ってご参加ください。混み合った場合は順番に待機を解除します。 

 

4/28（木）11:30〜13:30 

ミーティング ID: 913 6181 2345  パスコード: 939977 



※予めソフィアキャンパスサポートのサイトをご確認ください。 

 

◆WEB 講義動作確認  

お申込み前に、実際に使用するパソコンで動画再生等の動作や視聴環境を予めご確認ください。 

☞https://ws.tac-school.co.jp/taiken 

 

◆お申込期間 

【第一回】4 月 18 日（月）～5 月 10 日（火） ※受講料お振込締切：５月 10 日（火）まで 

■上記期間が募集期間となりますが、早めに申込をしても開始の時期は同じです。 

【第二回】5 月 16 日（月）～9 月 30 日（金） ※受講料お振込締切：9 月 30 日（金）まで 

【第三回】10 月 3 日（月）～12 月 16 日（金） ※受講料お振込締切：12 月 16 日（金）まで 

 

◆お申込み方法  

受講希望者は、LOYOLA のアンケート内の【一般アンケート/各種申込】からお申込みをいただ 

いております。 

※お申込みの前にできる限り「公務員総合ガイダンス」「公務員試験対策講座ガイダンス」を 

ご視聴ください。 

 

◆講座受講までお申込みの流れ 

STEP1 LOYOLA のアンケート内の【一般アンケート/各種申込】からお申込み 

※お申込み前に、WEB 講義動作確認をしてください。 

 

STEP2 講座受講料のお振込 

公務員試験対策講座の受講料を上段「１.お申込み期間」のお振込締切までに以下の銀行 

口座にお振込ください。 

  

 ■お振込手続きの際、学生氏名（記入欄：振込人）の前にＴＡＣを入れてください。 

  例）カナ：ＴＡＣキオイ トモコ 

    漢字：ＴＡＣ紀尾井 智子 

 

 ■振込先  ※振込手数料はお申込者のご負担とさせていただきます。 

  三井住友銀行 本店営業部（店番 200）  

  普通預金２９４２６３８ 

  名義 ㈱ソフィアキャンパスサポート 

 

 《講座受講料》 

  ①地方上級・国家一般職コース：199,800 円（税込） 

  ②教養市役所コース：89,800 円（税込） 

 

 



STEP3 講座受講お申込みの完了 

LOYOLA のアンケート内からのお申込みと講座受講料の振込が終了した時点でお申込 

みが完了いたします。 

受け取ったテキストは、5 月 30 日の週からスタートする対面講義で使用しますので、 

忘れずに持参ください。 

 

 

申込完了後、以下の通り、TAC から開始時に使用するテキストを発送します。 

 

◆発送日：5 月 25 日（水）※到着は翌日、または翌々日となります。 

◆発送方法：ゆうパック  

※郵便局員が直接配送します。 

配送時に不在の場合、不在票を確認し再発送手続きをお願いします。 

◆テキスト内容： 

教養市役所コース･･･数的処理 

地方上級・国家一般･･･数的処理、憲法、ミクロ経済学 

◆送付先ご住所：申込時のご住所 

 

受け取ったテキストは、5 月 30 日の週からスタートする対面講義で使用します。 

対面講義（6 号館 205）に参加する方は忘れずに持参ください。 

 

 

 

また WEB 講義を視聴するための「会員証（ID のご案内）」も同日にご郵送します。 

上記テキストとは別に普通郵便でポストに直接投函されますので併せてご確認ください。 

紛失や処分等にご注意ください。 

 

◆6 月 1 日以降のお申込みの方は、テキストのお渡しが下記内容になります。 

 お申込み（ご入金）の 10 日前後に TAC 株式会社よりテキスト（※1）と WEB 講義を受講 

するための会員証をご自宅（※2）へお送りします。 

 テキストが届き次第、WEB 講義、または対面講義にご参加ください。 

 ※1 申込後に送付するテキストは全使用分でなく刊行済のテキストとなります。 

 ※2 送付先は申込時にご登録いただいたご住所となります。 

-------------------------------------------------------------------------- 

＜コース内容、受講に関してのご相談・お問い合わせ窓口＞  

わからないことがございましたら、下記メールへお気軽にご相談ください。 

【 提携協力会社 】 ＴＡＣ株式会社 

メール：masakazu-suzuki@tac-school.co.jp（上智大学担当：鈴木） 

※件名に「上智大学 公務員講座質問」と記載してください。 

※上記担当者へのメールでのご相談・お問い合わせのみとさせていただきます。 

学内講座のため、ＴＡＣカスタマーセンターや校舎窓口でのご対応は行っていません。 



【WEB講義／1回１８０分、対面式講義／1回150分】

地方上級・国家一般職
コース

教養市役所コース 実施形態

数的処理（※） 16 16 対面式

文章理解 3 3 WEB講義

人文科学 17 17 WEB講義

社会科学 17 17 WEB講義

自然科学 15 15 WEB講義

数的処理　基本演習 3 3 WEB講義

文章理解　基本演習 1 1 WEB講義

自然科学　一般知識演習 1 1 WEB講義

人文科学　一般知識演習 1 1 WEB講義

社会科学　一般知識演習 3 3 WEB講義

実力確認テスト　数的処理 2 2 WEB講義

実力確認テスト　教養 1 1 WEB講義

時事対策 時事対策 5 5 WEB講義

論文対策 論文対策（※） 3 3 対面式

面接対策 1 1 WEB講義

官庁訪問対策 1 1 WEB講義

憲法（※） 9 ― 対面式

民法（※） 14 ― 対面式

行政法 10 ― WEB講義

ミクロ経済学（※） 12 ― 対面式

マクロ経済学（※） 11 ― 対面式

財政学 6 ― WEB講義

政治学 7 ― WEB講義

憲法演習 2 ― WEB講義

民法演習 2 ― WEB講義

行政法演習 2 ― WEB講義

ミクロ経済学演習 2 ― WEB講義

マクロ経済学演習 2 ― WEB講義

財政学演習 1 ― WEB講義

政治学演習 1 ― WEB講義

刑法 5 ― WEB講義

労働法 4 ― WEB講義

行政学 6 ― WEB講義

社会学 5 ― WEB講義

国際関係 4 ― WEB講義

社会政策 4 ― WEB講義

経営学 5 ― WEB講義

法律系 1 ― WEB講義

政治系 1 ― WEB講義

経済系 1 ― WEB講義

207 90

※対面式で行う内容はＷｅｂ講義（オンデマンド）でも視聴可能です。但し内容は対面で行う講義でなく、弊社で事前に収録した内容となります。

　※出題先　■国家一般・国税・財務・特別区・中部北陸

　※出題先　■国家一般・全国・関東・中部北陸

　内訳：経済史・経済事情1回、社会事情1回、国際事情1回

添削提出数は無制限（提出期限あり）

添削提出数は無制限（提出期限あり）

　※出題先　■労基・裁判所一般・全国・関東・中部北陸・法律専門

　※出題先　■全国・関東・中部北陸

　※出題先　■国家一般・国税・財務・特別区・全国・関東

2022年度　公務員試験対策講座カリキュラム

内容

教養対策

専門対策

　内訳：法律1回、政治社会1回、経済1回

備考

　内訳：数的推理6回、判断推理6回、空間把握3回、資料解釈3回

専門記述
対策

添削提出数は無制限（提出期限あり）

添削提出数は無制限（提出期限あり）

人物試験
対策

　内訳：法律5回、政治社会7回、経済5回

　内訳：世界史5回、日本史5回、文化史1回、思想2回、地理4回

　内訳：数学3回、物理3回、化学3回、生物3回、地学3回

合計

　※出題先　■労基・全国・法律専門

　※出題先　■国家一般・特別区・全国・関東・中部北陸



2022年度公務員試験対策講座　日程（4月19日付・第1版）

5月30日(月) 憲法１ 6月1日(水) ミクロ経済学１ 6月3日(金) 数的処理１

6月6日(月) 憲法２ 6月8日(水) ミクロ経済学２ 6月17日(金) 数的処理２

6月13日(月) 憲法３ 6月15日(水) ミクロ経済学３ 6月24日(金) 数的処理３

6月20日(月) 憲法４ 6月22日(水) ミクロ経済学４ 7月8日(金) 数的処理４

6月27日(月) 憲法５ 6月29日(水) ミクロ経済学５ 7月15日(金) 数的処理５

7月4日(月) 憲法６ 7月6日(水) ミクロ経済学６ 7月22日(金) 数的処理６

7月11日(月) 憲法７ 7月13日(水) ミクロ経済学７ 9月30日(金) 数的処理７

7月18日(月) 憲法８ 7月20日(水) ミクロ経済学８ 10月7日(金) 数的処理８

10月3日(月) 憲法９ 9月28日(水) ミクロ経済学９ 10月14日(金) 数的処理９

10月10日(月) 民法１ 10月5日(水) ミクロ経済学１０ 10月21日(金) 数的処理１０

10月17日(月) 民法２ 10月12日(水) ミクロ経済学１１ 10月28日(金) 数的処理１１

10月24日(月) 民法３ 10月19日(水) ミクロ経済学１２ 11月11日(金) 数的処理１２

10月31日(月) 民法４ 10月26日(水) マクロ経済学１ 11月18日(金) 数的処理１３

11月7日(月) 民法５ 11月8日(火) 11月9日(水) マクロ経済学２ 11月25日(金) 数的処理１４

11月14日(月) 民法６ 11月15日(火) 11月16日(水) マクロ経済学３ 12月2日(金) 数的処理１５

11月21日(月) 民法７ 11月22日(火) 11月23日(水) マクロ経済学４ 12月9日(金) 数的処理１６

11月28日(月) 民法８ 11月29日(火) 11月30日(水) マクロ経済学５ 12月16日(金)

12月5日(月) 民法９ 12月6日(火) 12月7日(水) マクロ経済学６ 12月23日(金)

12月12日(月) 民法１０ 12月13日(火) 12月14日(水) マクロ経済学７

12月19日(月) 民法１１ 12月20日(火) 12月21日(水) マクロ経済学８

1月9日(月) 民法１２ 1月10日(火) 1月11日(水) マクロ経済学９

1月16日(月) 民法１３ 1月17日(火) 1月18日(水) マクロ経済学１０

1月23日(月) 民法１４ 1月20日(金) マクロ経済学１１ ←ここは金曜日です。

※大学の行事等で日程が変更になることや、悪天候等で講義当日に急遽休講となる場合がございます。

　またコロナウイルスの感染状況で対面講義が実施できないと判断した場合はWEB講義（オンデマンド講義）に実施形態が変更になる場合がございます。

※テキスト（始めに使用する科目のみ）は5月25日（水）にお送りします。上記講義に参加する方は各自持参してください。

　開講後に途中申込みをした方は、テキストを受取り（申込後にTACからお送りします。）次第、途中参加することができます。

左記の日程内で

「論文」が設定

される予定です。

左記の日程内で「論文」が

設定される予定です。

実施教室　6号館205教室
月曜日 火曜日 水曜日　※一部金曜日 金曜日

19:10～21:40 19:10～21:40 19:10～21:40 19:10～21:40


