
 

山大農学部生のための 

試験対策 

 ■全国合格実績 8,000 人以上 ■学内講座ならではの安心サポート 

学内講座 

公務員ガイダンスへご参加ください! 

ガイダンスご参加方へ 

『オリジナル受験ガイドブック(非売品)』プレゼント 

前年度公務員試験詳細データが掲載されており、この 1 冊で試験日程 

試験内容が丸わかり! ※生協オリジナル冊子 非売品 

5/20 （金） 

講座申込〆切 2022 年 3 月 31 日 

卒業生合格状況 

最終合格実数 
24 名 

※受験者 29 名中 

公務員試験対策講座は山形大学のご協力のもと実施しています。 

日時： 4 / 21(木)  16:00～18:00 

内容： 公務員の仕事と試験対策・学内講座説明 

参加方法：2 次元コードからエントリー 

※参加ができない方向けに後日動画配信も実施します。 

アクセス方法はエントリーの方へお知らせいたします。 

   

 

農学部購買書籍店 講座運営事務局 担当：小林・遠藤 

営業時間：平日 8:30〜16:30 TEL：0235-25-6993 

※社会情勢や大学長期休暇によって短縮営業となります 

 営業時間詳細は大学生協 HP を参照ください 

3 年生・院 1 年生対象 

実施： Zoom を使用したオンライン 

（2023 年受験対応） 

情報をお知らせいたします 

※エントリーの方へ Zoom 

 



 

農学部 技術職コースの特徴 

 

〜 計画的な人物試験対策と最新情報で最終合格までサポート 〜 

〜 忙しい農学部生に合った効率的な筆記試験対策 〜 

数的処理や社会科学等、特に独学では難しい科目をしっかりカバーします。過去の模試結果等を

参考にした が特長です。基本は動画配信と一部教室での動画上映山形大学農学部生にあったコマ割

スタイルですが、面接対策講義と数的処理の一部については講師派遣の生講義を実施します。 

専門試験に関しては、 を進めます。仲間同士で解説農学部コース毎にゼミを組み、効率的に学習

し合う横の繋がりの強さは農学部ならでは。 

近年公務員試験における です。面接カードの記入人物試験の配点比重は高まっており、対策は必須

講義(添削含む)や模擬面接、集団討論の対策を早い段階から実施します。 

全国に広がる生協ネットワークを活用し、 します。農学部内にも先各自治体の最新試験情報を提供

輩が残してくれたデータを蓄積しています。 

 

〜 安心のサポート体制 〜 

 全科目ストリーミング配信を実施するため、 

 欠席時の後追いや復習が可能

 面接カード添削も  学内完結で安心

 先輩が「合格サポーター」として人物対策に 

関わってくれるので、先輩の生の声を聞き、 

ことができる！ 対策に生かす

【面接練習】 

何度でも対策可能！講師だけでなく、

合格した先輩も直接指導します。 
【先輩からの情報シート】 

雰囲気や座り位置まで記載 

 

合格先一覧(過去 6 年間分) 

合格した先輩からのメッセージ 
生協の公務員講座は、オンラインを利用した講座のため、自分 

のペースで勉強を進められ、研究活動と両立できました。周囲で 

民間企業を志望する人が、次々と進路を決めていく中で、公務員 

を目指す仲間と一緒に、目標に向けて切磋琢磨し、勉強に対する 

モチベーションを維持することができていました。公務員に向け 

て一緒に頑張る仲間の存在は、自分の背中を押してくれて、心強 

かったです。また、公務員試験は、人物試験の配点比率が大きく、 

面接や集団討論など人物試験が合否を左右します。早いうちから 

自分の経験をまとめておくことをおすすめします。 

対策は大変ですが、最後まで頑張ってください。 

結果は必ずついてきます。 

 

総合職 林野庁、農林水産省

国家一般職
農林水産省、農林水産省畜産

林野庁、国土交通省

食品衛生監視員 厚生労働省

自衛官

農研機構 農林水産省

都道府県

北海道、秋田県、山形県、宮城県

青森県、岩手県、福島県、埼玉県

新潟県、茨城県、栃木県、群馬県

長野県、兵庫県、東京都、京都府

広島県、千葉県、山梨県、富山県

特別区 衛生監視員

警察
警視庁、山形県、栃木県

埼玉県、新潟県

市役所、町役場

山形市、仙台市、酒田市

由利本荘市、福島市、いわき市

新潟市、宇都宮市、大田原市、坂下町

沼津市、横浜市、高畠町

自衛官

国家

公務員

地方

公務員他

宮城県庁（農業）内定 

農学研究科 生物生産学専攻  佐々木 崇さん 



 

 受講から合格までの流れ 

 

2022 年 2023 年 

6 月 1 月 

9 月 
霞ヶ関の省庁を訪問、公務員業務を学び省庁内見学など仕

事に対する理解を深めます。 ※２０２１年度はオンライン開催 

10 月 

コース毎、職種毎に受講生リーダー中心で専門ゼミを

開催し勉強。過去問を解説し合うことでお互いの理

解を深めます。 

事務局スタッフと一人一人面談をし、志望理由や志望状

況確認を早い段階から把握し、併願先提案や勉強方法

のアドバイスを行います。 

この時期の時間の使い方が重要です。インターンシップに行

きながら動画で復習する受講生も多くいます。前期で視聴

できなかった講義や復習が必要な講義は夏休み中に追い

付きましょう！ 

12 月 
面接カード（エントリーシート）や論作文の記入を早期から

行うことで自己分析や分かりやすい記載方法を深める時

間を確保します。かなり重要な対策です。 

模擬試験・直前対策 
回数を重ねて解く順番や効率的な解法パターンを確率

しましょう。直前時事や数的処理対策は忙しい農学部

生に特に好評です。 

2 月 

4 月 
試験種別や地域によってスケジュールは様々。講義や 

受験ガイドブックを参照して予定を立てましょう。 

東北各地の各県庁試験に合わせた対策を行います。他

生協と連携し本試験受験者が各地に集まり対策します。 

7 月 
本番用の面接カードを使用し面接練習を予約制で複数

回練習します。集団討論練習は各自治体出題例を参

考に模擬討論やグループワークを実施します。 

12 月 

講座開始 

夏期公務員業務セミナー 

専門科目の勉強 

職員面談・SEQ 解説で自己分析 

夏休み中に自分を伸ばそう 

面接カード・論作文添削 

筆記試験スタート 

県別試験対策 

人物試験が本格化 

合格祝賀会 
合格の喜びを長い道のりを共に頑張ってきた仲間と共に

分かち合いましょう。後輩も出席するので、先輩としての

アドバイスもよろしくお願いします。 

※２０２０年度,2021年度は開催いたしませんでした 

実習や実験で多忙な農学部生の合格への鍵は「いかに効率よく対策を進めるか」 

農学部の多くの先輩が併願をしています。 

公務員試験の対策は民間試験でも無駄には

なりません。一方で、途中からの公務員への

進路変更は困難です。公務員という進路を考

えている方は早期から対策を進めましょう。 

講座で使用するテキストや問題集は過去

の試験を分析して作ったオリジナルで、そ

れを基に、専門講師が講義を行います。 

研究活動で忙しい農学部生にとって講座

は合格への近道となります。 

長期戦になるのでモチベーションの維持やペ

ース配分で苦労します。人物対策（面接練習・

集団討論）やテキスト選びを独自に進めること

は時間がかかり、精神的にも負担が大きいです。 

筆記試験は約 7 割で突破と言われており、要点を

絞った講座で学習することで効果的に進められま

す。専門科目は講座が保管している過去問を繰り返

し解くことで傾向や自身の弱点も見えてきます。 

民間・公務員は併願？ 研究で忙しいのが心配… 

独学では難しい？ 出題範囲が広そうで不安… 

各科目、専門の講師が効率的な勉強法を教えます。重要科

目の数的処理は小テストで習熟度を確認しながら進めます。 



 

技術職コース案内と受講料 

 
一部対面講義を除き、講義をストリーミング視聴の形式にすることで安価に運営しています。 

一次試験(筆記)対策 

 
 < 大学生協オリジナル模試 > ① 自己分析形式検査(SEQ WEB 診断)＆解説 

② 個人面談（併願相談や専門試験相談） 

③ 面接カードの書き方講座・添削 

④ 模擬面接（集団・面接指導含む） 

⑤ 模擬集団討論 

⑥ 情報シートによる過去の試験情報提供 

講座料に「教養試験」3 回分が含まれています。

追加料金での各種模試のご案内も予定します。 

農学部生が苦手意識を持ちやすい科目も網羅し、 

面接対策講義や数的処理などの重要科目は、 

対面講義を実施します。 

受講料136,000 円(税込) 

受講料   89,250 円 

テキスト代  30,400 円 

模試・人物対策   16,350 円 

お申込みとお支払い方法 

 
＜ 申込方法 ＞ 

同封の申込書に記載の上、受講料と共に農学部購買店までご提出ください。 

申込書記載の QR コードの情報はシステム登録・テキスト配送に使用します。 

＜ お支払い方法 ＞ 

① ～③のいずれかの方法をご選択ください。 

① 現金一括   ②振込   ③大学生協ローン（3 回～３６回） 

→振込の場合は、「ゆうちょ払込用紙」にて申込締切りまでにお支払いください。 

→大学生協ローンの場合は、WEB での申請となり、手続きに時間がかかります。 

5/16(月)まで農学部購買店までご相談ください。 

行政職コースに関して 

 

 

農学部（鶴岡）では技術職コースのみの運営ですが、小白川地区で運営の行政

職コースを受講することも可能です。詳しくは同封の右記パンフレットをご覧

ください。申込希望・相談は農学部購買書籍店までご連絡ください。 

小白川地区のガイダンスはオンラインでの視聴ができます。 

行政職をお考えの方はこちらのガイダンスへのご参加も可能です。 

120 コマ 二次試験(人物)対策 

 

大学生協オリジナル模試  

科目 コマ数 生講義

数的処理（数的推理・判断推理・資料解釈） 43

数的処理質問会 2 ●

社会科学 経済 8

社会科学 経済以外 8

人文科学（日本史・世界史・地理・文学・芸術・思想） 15

自然科学（数学・物理・化学） 15

文章理解 6

論作文講義 4

直前数的処理 8

直前時事・社会政策 6

面接講義（演習） 5 ●


