
 

 

国家総合職講座 2017年合格目標 

W セミナー 国家総合職講座 受講生限定 

官庁訪問対策ゼミ 
 

 国家公務員試験を知り尽くしたベテラン３講師による徹底指導！

   

筆記試験に合格し人事院面接を終えた後に待ち受けるのが官庁訪問です。もちろん採用側にとっては訪問者との対話を通

じてその人柄や意欲、適性を知り、必要な人材を確保する場としての意味をもっていますが、受験生にとっては、志望官

庁の仕事を把握し、自分に一番ふさわしい職場を選択する絶好のチャンスになります！ 

しかし、熱意を伝え内々定を確実に得るためには、守るべきルールや定石、テクニックがあります。当ゼミでは、国家総

合職試験を知り尽くしたベテラン３講師が官庁訪問のテクニックを徹底指導！当ゼミで対策をしっかり行い万全の態勢

で官庁訪問に臨み、第一希望の省庁の内定を勝ち取りましょう！ 

官庁訪問対策ゼミ開講日 

 

 

[渋谷校] 渡辺Ａクラス 

2/24 
○金  

14:00～ 

定員：20 名 
 

[渋谷校] 渡辺Ｂクラス 

2/25 
○土  

18:00～ 

定員：20 名 
 

[渋谷校] 平野クラス 

2/22 
○水  

14:00～ 

定員：20 名 
 

[早稲田校] 山下クラス 

2/23 
○木  

14:00～ 

定員：20 名 

147-0103-1005-15 



官庁訪問対策ゼミコンセプト＆各講師からのメッセージ 

その①  官庁訪問に必要なルールやテクニックを学ぶ。少人数制のクラスで密度の高い内容！ 

その②  第一志望内定が目標！ 省庁別研究と個別カウンセリングを実施し、万全の態勢で臨む！ 

その③  講師陣が長年研究し、先輩内定者たちがフィードバックしてきた官庁訪問のノウハウを伝授！ 

  

  

  

開講校舎  ―官庁訪問対策ゼミをおススメします― 
 
渋谷校／早稲田校（早稲田校はゼミ前半のみ） 
※教室講座のみの開講です。 

※ゼミ後半・省庁別対策は、全クラス渋谷校合流の講義です。 

※個別 DVD講座・各種通信講座・欠席フォローはございません。 

 
 

教室講座 
実施校舎 

渡辺Ａクラス 渡辺Ｂクラス 

定員：20 名 定員：20 名 

渋谷校 ○ ○ 

早稲田校 ― ― 

 

教室講座 
実施校舎 

平野クラス 山下クラス 

定員：20 名 定員：20 名 

渋谷校 ○ ― 

早稲田校 ― ○ 

 

 

2016 年度 国家総合職試験 

法律区分最終合格／厚生労働省内定 

梶原 峻さん 

早稲田大学 法学部（在学中合格） 

 
官庁訪問ゼミでは、先生と何度も面談をして、志望動機などを徹
底的に磨き上げました。長所伸長型の面談だったので、私は何者
で、何がしたくて、厚生労働省で何を生み出すことができるかを、

採用担当の方に自信をもってしっかりと伝えきることに大変役
立ちました。また、自主ゼミも私のなかで非常に重要なファクタ
ーでした。ここでは、やりたいことをやることが大切だと思いま

す。 

 
2016 年度 国家総合職試験 

法律区分最終合格／農林水産省内定 

小川 碧さん 

中央大学 法学部（在学中合格） 

国家総合職は試験のイメージがあると思いますが、官庁訪問対策
も非常に重要です。Wセミナーでは志望省庁ごとにゼミを組むこ

とができます。ゼミでは同じ政策でも自分とは異なる考え方の人
と議論することができますし、説明会や官庁訪問についての情報
交換も行うことができ有意義でした。また、ゼミで仲良くなった

友達とお互いに志望動機を練り直すことができたのが良かった
と思います。 

 

一人ひとりに相応しい省庁の内定に導くのがこのゼミの狙いです。 
 

国家総合職の最後の関門である官庁訪問には実力に加え運と縁が必要ですが、自分の実力と運をうまく発揮でき

る方法があります。まず、内々定をもらいやすい自分の適性に合った省庁を見つける必要があります。また、官

庁の訪問の順番も大事です。その際、霞が関にある暗黙の序列を考慮する必要があります。順番を間違えると大

変なことになります。さらに、希望省庁の先輩職員がある問題についてどのように考えているか（例えば領土問

題や原発問題）を事前に把握しておく必要があります。批判的なスタンスで話しても内々定が出る省庁と出ない

省庁があるので、要注意です。20年以上の豊富な経験に基づき一人ひとりに相応しい省庁の内定に導くことが、

このゼミの狙いです。 

 

入念な下準備によって、自信を持って面接官と話せるようにします。 

 

面接はお笑いです。どんなに話すのが上手くても、ネタがつまらなければ相手に伝わることはありません。面接

が苦手な人の多くは、様々な活動を行ってきたけれども話をすると意外とつまらないといわれる人や、他の人と

比べると大した活動を行っていないと思ってしまい、自信を持って話せないために評価が低くなってしまう人で

す。このゼミでは、まず徹底的に面接のネタ作りを行い、自分が話す内容を明確化することから始めていきます。

その上で、模擬面接などを通じて話す能力をブラッシュアップしていきます。最後に、官庁研究を行うとともに、

各自の長所と省庁の特徴を結びつけることで、省庁が採りたいと思う人材に仕上げていきます。内定を目指して、

頑張って行きましょう。 

相手に「一緒に仕事をしたい」と思ってもらえる受験生になりましょう！ 
 

官庁訪問ってなんだろう？ズバリ、一言でいえば、「仕事の仲間選び」です。したがって、官庁訪問を突破する

には、その官庁の先輩たちに、「この人と一緒に仕事をしたい」と思わせなくてはなりません。その武器となる

のが、皆さん一人ひとりの中にある「仕事への情熱」や「仕事に対する意識」といった官僚候補者としての資質

なのです。前半では、特に前者を明確に皆さんに認識してもらうために、２回にわたるカウンセリングにとりわ

け力を注いでいきます。後半は、各省庁のこれからを考えつつ問題意識を涵養して、後者を育てていきます。 

このゼミを通じて、「一緒に仕事をしたい」と思ってもらえる受験生になりましょう！ 

渡辺 一郎 講師 

平野 真武 講師 

山下 純一 講師 



受講対象者 

① 2017年目標の国家総合職各種本科生の方で、官庁訪問対策（特に省庁別対策）により深く取り組みたい方。 
② 過年度の TAC・Ｗセミナー国家総合職各種本科生・コース生の方で、官庁訪問対策（特に省庁別対策）により深

く取り組みたい方。 
 

※上記の①または②の方のみが受講可能です。 

カリキュラム（全 8 回） 

【前半】は 4 クラス制の共通の面接対策講義、【後半】は合流クラスで省庁別の対策を行います。 
 

※官庁訪問に特化した対策を行います。人事院の面接対策や面接カードの添削は行いませんので、予めご了承ください。 

官庁訪問対策ゼミ受講の流れ 

 

【前半】総合面接対策 ２月スタート  【後半】省庁別対策 ６月スタート 

 
■クラス選択制講義 ＊内容は各クラス共通です。 
 

面接の基本スキルと各省庁共通の情報についての講義、

個別カウンセリング、模擬面接を行います。 

自己分析を徹底的に行い、志望動機や PR ポイントを明

確にしましょう。 
 

実施校舎：渋谷校／早稲田校 

 

第１回【講義（90 分）】 

＊官庁訪問の概要・省庁分析の方法 

＊自己分析・自己ＰＲの方法 

 

【内定者講演（90 分）】 

＊内定者による講演（合格体験談・近年の傾向など） 

＊カウンセリング・内定者模擬面接のご案内 

 

第２回【カウンセリング①】 

＊講師による少人数単位でのカウンセリング 

（詳細は第１回講義時にお知らせいたします。） 

 

第３回【模擬面接】 

＊内定者による模擬面接 

（詳細は第１回講義時にお知らせいたします。） 

 

第４回【カウンセリング②】 

＊講師による少人数単位でのカウンセリング 

（詳細は第１回講義時にお知らせいたします。） 

 

  
■クラス合流講義 
 

人事院面接終了後、省庁別の対策を全クラス合流で行い

ます。 

合流講義後は省庁別の個別カウンセリングの機会を設け

ますので、志望動機や自己 PR を深めていってください。 
 

実施校舎：渋谷校 

 

6／12（月）14:00～17:00 

文部科学省・厚生労働省・内閣府・人事院 

公正取引委員会・総務省（行政評価分野）・会計検査院 

【担当：山下 純一 講師】 

 

6／13（火）14:00～17:00 

財務省（外局含む）・金融庁・経済産業省 

総務省（情報通信分野）・農林水産省・環境省 

【担当：平野 真武 講師】 

 

6／14（水）14:00～17:00 

外務省・防衛省・警察庁・法務省・公安調査庁 

国土交通省・総務省（自治分野） 

【担当：渡辺 一郎 講師】 

 

6 月中下旬 

省庁別個別カウンセリング 

（詳細はクラス合流講義時にお知らせします） 

 

 



 

 

官庁訪問対策ゼミ 日程表 

※ゼミ前半は、お申込みになったクラスの日程にご参加ください。振替受講・重複受講はご利用いただけません。 

【前半】総合面接対策（クラス選択制） 

校舎 クラス 
第１回  第 2 回 第 3 回 第 4 回 

講 義 内定者講演 カウンセリング① 模擬面接 カウンセリング② 

渋谷校 

渡辺Ａクラス 
2/24(金)  

３月中実施 

個別予約 

 

（第１回講義時に詳細

をご案内いたします。） 

 

３月中実施 

個別予約 

 

（第１回講義時に詳細

をご案内いたします。） 

 

４月中実施 

個別予約 

 

（第１回講義時に詳細

をご案内いたします。） 

14:00～15:30 15:30～17:00 

渡辺Ｂクラス 
2/25(土) 

18:00～19:30 19:30～21:00 

平野クラス 
2/22(水) 

14:00～15:30 15:30～17:00 

早稲田校 山下クラス 
2/23(木) 

14:00～15:30 15:30～17:00 

 
【後半】省庁別対策（全クラス合流） 

校舎 
省庁別対策① 省庁別対策② 省庁別対策③ 省庁別対策④ 

講 義 講 義 講 義 カウンセリング 

渋谷校 

6/12(月) 6/13(火)  6/14(水) 

（省庁別対策講義時に詳細をご案内

いたします。） 

14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 

山下講師 平野講師 渡辺講師 

文部科学省／厚生労働省 

内閣府／人事院 

公正取引委員会 

総務省（行政評価分野） 

会計検査院 

財務省（外局含む） 

金融庁／経済産業省 

総務省（情報通信分野） 

農林水産省／環境省 

外務省／防衛省／警察庁 

法務省／公安調査庁 

国土交通省／総務省（自治分野） 

 

※ゼミ後半は、お好きな講義に何回でもご参加いただけます。 

※各種欠席フォローはございません。 

※都合により日程が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

受講料・申込コード一覧               申込受付期間：2/14（火）～2/25（土） 

●コース No.／受講料（消費税８％・レジュメ代込）  

講座名 回数 コース No. 通常受講料 

 

講座名 回数 コース No. 通常受講料 

官
庁
訪
問
対
策
ゼ
ミ 

渡辺Ａクラス 

全
８
回 

173-852 ¥40,000 
官
庁
訪
問
対
策
ゼ
ミ 

平野クラス 

全
８
回 

173-856 ¥40,000 

渡辺Ａクラス 
【渡辺ゼミ/平野ゼミ受講生割引価格】 

173-853 ¥35,000 
平野クラス 
【渡辺ゼミ/平野ゼミ受講生割引価格】 173-857 ¥35,000 

渡辺Ｂクラス 173-854 ¥40,000 山下クラス 173-858 ¥40,000 

渡辺Ｂクラス 
【渡辺ゼミ/平野ゼミ受講生割引価格】 173-855 ¥35,000 

山下クラス 
【渡辺ゼミ/平野ゼミ受講生割引価格】 173-859 ¥35,000 

 

※ 大学生協・取扱書店ではお申込みいただけません。お申込みの際は、必ず TAC各校受付窓口にてお申込みください。 

※ 各種対策ごとの単科お申込みはご利用いただけません。 

※ お申し込みの受付期間は 2/14（火）～2/25（土）です。 

●クラス No. 

講座名 

渡辺Ａクラス 渡辺Ｂクラス 平野クラス 山下クラス 

Ｌ1 Ｒ1 
 

2017 年目標 渡辺ゼミⅠ期もしくはⅡ期、または平野ゼミをご受
講の方は、【渡辺ゼミ／平野ゼミ受講生割引価格】で本講座をお申
し込みいただけます。お申込みの際は、渡辺ゼミⅠ期もしくはⅡ
期、または平野ゼミの会員証を受付窓口にご提示ください。会員
証を紛失された方は、窓口にご相談ください。 

 

渡辺ゼミ／平野ゼミ受講生割引について 

0120-555-962 


