
WセミナーはTACのブランドです。 最 新 情 報 は ▶ http://www.w-seminar.co. jp/

TAC動画チャンネルで国家総合職の無料講座説明会を視聴
することができます。
さらに「無料講座説明会動画」をご視聴後、アンケートにお答え
いただいた方に入会金免除券をプレゼントします!

講座説明会 入会金免除券
プレゼント !¥10,000

TACカスタマーセンター
ゴ ウ カ ク 　 イ イ ナ

0120-509-117
各種資料のご請求・公務員試験に関するご相談は

フリーダイヤル 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

月～金／9：30～19：00　土・日・祝／9：30～18：00受付時間

TAC・Wセミナー
公 務 員 講 座 0120-555-962
公務員講座の受講や公務員試験に関するご相談は

フリーダイヤル 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
9：30～18：00（土日祝を除く）
受付時間

komuin@tac-school.co.jp

で体験できる ! TAC動画チャンネルのご案内個別DVD講座

“全国の校舎”で講義DVDを視聴できます
【要予約】

各校のDVDブースでお好きな講義を視聴できます。教室の
体験講義に出席できない方にお奨めです。

http : // www.
tac-school.co.jp / tacchannel .html

※受講可能な曜日・時間帯は一部校舎に
より異なります。
※年末年始・夏期休業・その他特別な休業
以外は、通常平日・土日祝祭日にご覧
いただけます。
※予約時にご希望日とご希望時間帯を
合わせてお申込みください。
※専門択一講義の中からお好きな科目
をご視聴いただけます。（視聴できる
科目は時期により異なります）

利用時間

個別DVD講座の体験入学専用予約ダイヤル

03-5276-8988
① 9：30～12：30  ② 12：30～15：30  ③ 15：30～18：30  ④ 18：30～21：30

※日曜日は④の時間帯はありません

ネットでは教えてくれない情報満載 !
受験を決めた方も、迷っている方も、まずはガイダンスにご出席ください。国家総合職の仕事、試験制度など、受験や進路の選択に役立つ最新
の情報をご提供します。また、「速修本科生」のカリキュラムについても詳しくご案内いたします。ご予約は不要です。お気軽にご参加ください。

ガイダンスや体験講義は個別DVD講座と
Wセミナーホームページでもご覧いただけます!

平日 9：30～19：00
土日祝 9：30～18：00

ガイダンスの所要時間は60分程度です

官庁訪問を勝ち抜いた
先輩たちに会える!  相談できる!
ガイダンスの終了後、2017年の国家総合職試験に合格したばかりの先輩たちが、皆さんからの相談
をお受けします。効率的な学習方法や官庁訪問の経験談など、実際の経験を通じた率直な意見を
聞くことができます。気軽に相談して、疑問や不安の解消に役立てください。

◆印のガイダンスは国家総合職と外務専門職の総合ガイダンスです。
※日吉校のガイダンスは公務員総合ガイダンスです。国家一般職や地方上級を含め、幅広く公務員試験のご案内をいたします。

★印は
内定者参加
ガイダンス

聞くだけで
レベルアップ!国家総合職 無料講座説明会

ガ　　　イ　　　ダ　　　ン　　　ス
予約不要 参加無料

¥10,000入会金免除券
プレゼント参加特典

ガイダンスを
Webで視聴
できる!

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2017年
14（金）・24（月）

 3 （木）・21（月）

 1 （金）・11（月）
19（火）

12（木）★・25（水）★

 2 （木）★・20（月）★

 1 （金）★・18（月）★

25（火）

 7 （月）・22（火）

 8 （金）・22（金）

 6 （金）★・19（木）★

 7 （火）★・21（火）★

 6 （水）★

15（金）◆

31（火）★◆ 13（金）◆

15（金）◆

20（金）◆

27（水）◆

23（月）◆

14（火）◆

20（木）◆

 2 （水）◆・24（木）◆

14（木）◆・25（月）◆

16（月）★◆・26（木）★◆

 9 （木）★◆・22（水）★◆

13（水）★◆

11（火）

 9 （水）・25（金）

 7 （木）・26（火）

13（金）★・24（火）★

15（水）★

 6 （水）★

27（水）

20（金）

校 舎 渋谷校 早稲田校 立川校 中大駅前校 名古屋校横浜校 梅田校京都校 神戸校
開始時間 夕 16：30～ 夜 17：30～ 夜 18：30～  夜 18：30～ 夜 18：30～ 昼 14：00～　夜 18：30～昼 14：00～　夜 18：30～ 夜 18：30～

日吉校＊

夕 16：40～

20（木）

 8 （火）・24（木）

11（月）・20（水）
29（金）

11（水）★・27（金）★

 8 （水）★・21（火）★

13（水）★

夜 18：30～

法律区分

114名
経済区分

58名
政治・国際
区分 17名

教養区分35名

院卒者試験
行政区分10名
その他区分10名

※1 公務員講座生とは公務員試験対策講座において、目標年度に合格するために必要と考えられる、講義、演習、論文対策、面接対策等をパッケージ化したカリキュラムの受講生です。各種オプション講座や公
開模試など、単科講座のみの受講生は含まれておりません。

※2 上記は2016年目標の公務員講座生最終合格者のほか、2017年目標公務員講座生の最終合格者が31名含まれています。
＊上記は2017年2月10日時点で調査にご協力いただいた方の人数です。

244

ラストスパートから始める!     最短合格へ!
・　・　・　・

2016年度 国家総合職試験
公務員講座生※1最終合格者数

速 修 本 科 生速 修 本 科 生

名
随 時 受 講
スタートOK!

法 律 タ イ プ
経 済 タ イ プ
政治・国際タイプ

標準装備

Web＋音声DLフォロー
〉〉〉 万全のサポート

ダウンロード
※2

WセミナーはTACのブランドです。

公 務 員 ス ク ー ル の ト ッ プ ブ ラ ン ド へ

147-0102-1002-19

¥10,000
速修ガイダンス
実施中 !

入会金免除券
プレゼント

※詳細は裏表紙をご覧ください。

個別DVD講義
無料体験入学
受付中 ! 2回連続

視聴OK!
※詳細はP6をご覧ください。

東証1部上場（証券コード4319）TAC（株）株主優待制度あり

過去問題集
プレゼント!

2015～2017年度

国家総合職講座本科生をお申込みいただいた方に、
もれなく国家総合職試験の過去3年分問題集をプレ
ゼントいたします。

本科生
特 典

http://www.w-seminar.co.jp/

2018年 合格目標
2017.7   2018.3

公務員スクールのトップブランドへ

国家総合職

※2017年11月下旬刊行予定



2018年合格目標　国家総合職

速修本科生Wセミナーだから開発で きた、短期学習者専用の合格カリキュラム!
・大卒（法律／経済／政治・国際）
・院卒（行政-選択Ⅱ法律系／選択Ⅲ経済系／選択Ⅰ政治・国際系）対応試 験 随 時 受 講

スタートOK!
各区分の重要科目にポイントを絞った、短期学習者専用コースです。
答練や模試が充実し、面接対策も含まれていますので、Wセミナーのノウハウと情報力を
効率的に活用しながら合格を目指せます。

※受講料はすべて消費税率8%で計算しています（平成29年7月1日現在）。今後の消費
税率の変更により、受講料等が変わる可能性があります。

※0から始まる会員番号をお持ちでない方は、受講料のほかに別途入会金（¥10,000・
税込）が必要です。会員番号につきましては、TAC各校またはカスタマーセンター
（0120-509-117）までお問い合わせください。なお、ご登録クラスのクラスNo.は、
国家総合職パンフレットをご覧ください。

※国家総合職 速修本科生のお申込みには大学生協割引以外の割引制度は適用でき
ません。

※通信生も模擬面接・集団討論を教室で受講いただけます。

※速修本科生用
オリエンテー
ションは 7月
5日（水）より
随時視聴可能
です。

お申込みに関するご案内

個別DVD講座
（Web＋音声DLフォロー付）¥324,000
リーズナブルな受講料 !

受講料には消費税・教材費が含まれています。

183-765

183-768

183-771

¥324,000

¥324,000

¥375,000

個別DVD講座通  

学

通  

信

Web＋音声DL標準装備 ¥307,800

¥307,800

¥356,250

Web＋音声DL通信講座

DVD通信講座

速修本科生 コースNo. 通常受講料 大学生協等割引
受講料（5％off）

【法律タイプ】 受講料

183-766

183-769

183-772

¥324,000

¥324,000

¥375,000

個別DVD講座通  

学

通  

信

Web＋音声DL標準装備 ¥307,800

¥307,800

¥356,250

Web＋音声DL通信講座

DVD通信講座

速修本科生 コースNo. 通常受講料 大学生協等割引
受講料（5％off）

【経済タイプ】 受講料

183-767

183-770

183-773

¥324,000

¥324,000

¥375,000

個別DVD講座通  

学

通  

信

Web＋音声DL標準装備 ¥307,800

¥307,800

¥356,250

Web＋音声DL通信講座

DVD通信講座

速修本科生 コースNo. 通常受講料 大学生協等割引
受講料（5％off）

【政治・国際タイプ】 受講料

Wセミナーの

速修本科生は

Web講義は配信日以降、視聴期限まで、いつ
でも好きな時に何度でも自由に講義を
見ることができるので、短期合格を目指す
速修本科生にぴったりのフォローシス
テムです。

講義映像1
TACの講義映像は、実際に校舎で行わ
れた講義を生収録したものを配信して
います。いつでも・どこでも・何度でもTAC
自慢の教室講座をご受講いただけます。

「しおり機能」ボタン
本にしおりをはさむように、受講中の
講義動画の好きな時点を「しおりを
はさむ」ボタンで記憶させておけば、
「しおりから再生」ボタンでそこから
再生することができます。

4

「続きから再生」ボタン
前回受講時に途中で再生を停止した
場合、「続きを再生」ボタンをクリック
すると、前回の再生を停止した位置
から再生が始まります。

5

「全画面表示」ボタン
お使いのPCの画面いっぱいに講義
動画を表示させることができます。

6

講義動画を          学ぶ! ※下記の画面はイメージです。 講義音声を                学ぶ!

教室講義の音声を収録し、
インターネットを通じて配信
します。ダウンロードした講義
音声データをデジタルオー
ディオプレーヤーやスマート
フォンに入れておけば、いつ
でもどこでも講義を受講
できます。講義音声での受講
は、特に一般知識分野などの
暗記科目の学習におすすめ
です!

1

3

倍速再生機能2
再生速度が0.8倍速から2.0倍速までの
7段階から選択できます。1回目の受講は
じっくりと、復習時は高速再生で受講など、
自由にご選択いただけます。

速修生に便利!

再生スキップ機能3
「10秒」「30秒」「60秒」の3段階で前後の
スキップが可能です。聞き逃した部分の確認
や細かい頭出しがボタンひとつで行えます。

受講画面

お申込み前に必ずTAC WEB SCHOOLの
動作環境ページをご確認ください。

実際にご受講される端末からTAC WEB SCHOOL（http://portal.tac-school.co.jp/）にアクセスしていただき、
【TAC WEB SCHOOL動作環境のご案内】ボタンから、動作環境チェッカーページへお進みください。 http: //portal.tac-school.co.jp/

TAC WEB SCHOOL→

Web講義なら、
「時間」「場所」「回数」「量」を
問わずに受講できるから、
学習がスイスイ進む!

講義
編

実践
編

法 律
タイプ

全109回
●＋公開模試

経 済
タイプ

全119回
●＋公開模試

政治・国際
タイプ
全100回
●＋公開模試

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

１
回 ※

専門択一講義  45回
憲　法
民　法
行政法

12回
18回
15回

刑法、商法、労働法、国際法、経済学、財政学（制度）
教材配付（自習用）

専門択一演習  8回
憲　法
民　法
行政法

2回
3回
3回

専門記述講義・答練 30回
講　義
憲　法 4回 行政法 4回
民　法 4回

12回

答　練
憲　法 6回 行政法 6回
民　法 6回

18回

教養択一講義・演習 14回
講　義
数的処理　12回

12回

演　習
数的処理　2回

2回

政策論文講義・答練 7回
講　義
政策論文講義　3回

3回

答　練
政策論文答練　4回

4回

面接・官庁訪問対策  4回＋α
人事院面接対策講義
官庁訪問対策講義

1回
1回

模擬面接
模擬集団討論

1回＋α
1回＋α

専門記述講義・答練 24回
講　義
経済理論 4回 経済政策 4回
財政学 4回

12回

答　練
経済理論 4回 経済政策 4回
財政学 4回

12回

専門記述講義・答練 25回
講　義
政治学 1回 行政学 1回
国際関係 1回 憲　法 4回

7回

答　練
政治学 3回 行政学 3回
国際関係 6回 憲　法 6回
（A：3回  B：3回）

18回

専門択一講義  61回
経済理論（基礎）
経済理論（応用）
財政学（制度）
財政学（理論）・経済政策
統計学・計量経済学

19回
20回
3回
7回
12回

憲法、民法、経済史・経済事情、経営学、国際経済学
教材配付（自習用）

専門択一演習  8回
経済理論（基礎）
経済理論（応用）
財政学・経済政策
統計学・計量経済学

2回
4回
1回
1回

公開模試 6回
基礎能力模試
択一模試
論文模試

2回
2回
2回

民法、行政法、国際法、経済理論(基礎)、
財政学(制度)、財政学(理論)・経済政策

教材配付（自習用）

専門択一講義  44回
政治学
国際関係
行政学

13回
9回
9回

国際事情
憲　法

1回
12回

専門択一演習  5回
政治学
国際関係
行政学
憲　法

1回
1回
1回
2回

模擬面接
付き

成績判定
付き

成績判定
付き

添削は何度
でもOK!

添削は何度
でもOK!

面 　 接
カ ー ド
添削付き

「政策課題討議試験」に対応する実践練習を、カリ
キュラム内で実施予定です（1次試験合格者対象）。

院卒者試験「行政区分」対策

受講開始までの流れ（例）

ガイダンス出席
※日程は裏表紙参照

無料体験入学
2回まで個別DVD受講OK ※詳細は

　P6参照

講座申込・
受講スタート

WindowsでもMacでもスマートフォンやタブレット端末でも受講OK

※iOS®、Android™OS搭載のスマートフォン、タブレットその他端末から視聴の場合は、OS標準の動画プレーヤーによるストリーミ
ング再生となり、上記プレーヤー内の各種機能はご利用いただけません。

※「高速再生機能」は、Windows® Vista、7、8（デスクトップモード）、10の各OS環境で、かつInternet Explorer8以降からの視聴の
場合のみご利用いただけます。その他のOSおよびブラウザからの視聴では動作いたしません。

※「再生スキップ機能」「続きから再生」ボタン、「しおり機能」のMac®OS上での動作につきましては、WEB SCHOOLホームページ上
でご案内します。

※スマートフォンおよびタブレットその他端末からは、直接音声データのダウンロードはできません。インターネットに接続したパソコンから講義音声データをダウンロード
の上、デジタルオーディオプレーヤーその他の対応端末に音声データを転送していただく必要があります。

※講義音声データは、WMA形式の音声データをZIP形式にて圧縮したファイルでの配信となります。ご使用のデジタルオーディオプレーヤー／スマートフォンにて再生の
場合は、転送ソフトにて転送時に再生可能な形式に変換していただく必要があります。

※スマートフォン・タブレット端末をご利用の場合、一定期間に定められた（データ）通信量以上の通信を行うと、ご契約の各キャリア・プランにおいて通信速度の制御を
実施される可能性があります。なお、TAC WEB SCHOOLの動画は約400MB／2時間半となります。

2 5 64

音声DLフォロー
ダウンロード

Webフォロー

講義を体感試験やコースを知る

※画面はイメージ

視 て 聴 い て

個別DVD講座

Web＋音声DLフォロー
標準装備 ダウンロード

ここに注目
!

ダウンロード

個別DVD講座・Web＋音声DL通信講座
の視聴開始日や、DVD通信講座の発送
日程等の詳細は、別冊「2018年合格目標 
国家総合職日程表」をご覧ください。

専門科目の重要科目を短期でマスターします。
択一試験に必要な知識を網羅的に学べるだけ
でなく、2次の専門記述試験まで見据えた講義
を展開します。また選択科目については、教材
が付いていますので、自習形式で学習していた
だけます。

講義で身に付けた知識を得点力に
変えるための演習です。答練と解説
講義の組み合わせで、専門科目
の重要論点を攻略します。科目別
の詳しい成績判定付きですので、
弱点の分析と克服にも効果を発揮
します。

講義では科目ごとに不可欠なキー
ワードや論点を解説し、論理的
な答案を書くためのテクニックを
マスターします。また、答練を実施
し、講師による添削指導（本科生
は回数無制限）も行います。

講義では政策課題に関する知識と
論述の基本スキルを身に付けます。
さらに予想テーマを用いた答練と
添削指導（本科生は回数無制限）を
通じ、実力アップを目指します。

講義では、官庁訪問・人事院面接のプロセスや
評価のポイントについて、過去の受験生から
集めた生の面接情報を基に解説、指導します。
模擬面接では、復元情報に基づき実際の面接
で問われた質問がなされますので、本番さな
がらの経験を積むことが可能です。

学習の進度と時期に合わせて多彩
な模試をご用意。ペースメーカーや
実力の総点検に活用してください。

基礎能力試験の40%を占める
数的処理の対策を、講義と演習
の両面から実施します。全12回の
講義で多彩な解法テクニックを
身に付け、その後の演習を通じて
実践力を磨いていきます。

専門択一講義 専門択一演習 専門記述講義・答練 教養択一講義・演習 政策論文講義・答練 面接・官庁訪問対策公開模試

文章理解、人文科学、
社会科学、自然科学、時事

教材配付（自習用）

自宅で
パソコン学習

倍速再生など、
便利な機能が満載のWeb講義!

移動中や
外出先でも
スマートフォン
で学習

詳しい機能はコチラ

法律タイプ 経済タイプ 政治・国際タイプ



私たちは、Wセミナーの
「速修本科生」で内定を勝ち取りました!

Wセミナーの内定力!

面接・官庁訪問対策
国家総合職試験合格者

何のためにこれからを生きたいか

梶原　崚さん

速修本科生（法律タイプ）、
官庁訪問対策ゼミ

コース・ゼミ

早稲田大学 法学部（在学中合格）
出 身 校

大卒程度試験 法律区分
区 分

厚生労働省
内 定 先 府 省 庁

■心強いバックアップ
　私は国家総合職で内定した先輩から、Wセミナーは最終合格
まではもちろん、勝負の官庁訪問にも強い、という話を耳に
し、Wセミナーで勉強を開始しました。入学した時点で既に
ほとんどの授業が終わっており、Webフォローが中心でした。
時間が足りない私にとっては、これが合っていたと思います。
倍速受講によって180分の授業を120分ほどで受けられる
ためです。教材や配布物など、生講義とほとんど同じクオリ
ティで受けることができました。受講ペースが崩れた時や
勉強方法が分からなくなってしまった時は、担任講師と面談
をすることができ、そこで不安を解消できたのも、とても
大きかったです。また、距離が近い内定者スタッフの存在も
欠かせないものでした。同じ大学生でありながら目標とする
先輩方であり、モチベーション維持・向上に繋がっていま
した。実際に勉強をするのは自分自身ですが、心強いバック
アップがあったのも、最終合格の大きな要因のひとつでした。

■無駄なことはない
　今まさに人生の大きな岐路に立たれている皆さんは、
大きな不安を目の前にしていることと思います。中には、

今まで遠回りをしたり、無駄な時間を過ごしたと悔やんで
いる方もいらっしゃるかもしれません。でもそれは無駄だと
思っているだけで、毎回毎回自らが選択してきた結果です。
そしてそこには絶対に意味があると私は思います。どうしても
意味がないと思うなら、意味を持たせる努力をすればいい
だけの話です。私自身、大学3年までしっかりと将来を考える
ことをせず、何となくの夢と問題意識をもっていただけでした。
大学の勉強も自慢できたものではありません。ただそれ
でもひとつ言えることは、その1つ1つが、たとえ未熟でわずか
であっても自分が考えて行動した結果であり、国家総合職を
目指して苦悩しているのもその延長線上にある、ということ
です。だから、無駄なことはひとつもないと思います。リスク
や後悔ばかりに目がいき、前に進めない気持ちもとてもよく
分かります。でもそんなことをする暇があれば、チャンスを
つかむための方法を少しでも考えて実行するほうがよっぽど
お得だと、私は考えていました。今までの自分の行動に無駄
なんてなくてその全てが、今国家総合職を目指している自分
を作っているのだと思います。これから国家総合職を目指
される皆さんにはぜひ、自信をもって突き進んでいただき
たいです。

まさか私が官僚に?!

行廣 侑真さん

速修本科生（法律タイプ）
コース・ゼミ

京都大学 法学部（在学中合格）
出 身 校

大卒程度試験 法律区分
区 分

経済産業省
内 定 先 府 省 庁

■ 共に国家公務員を志望する友人を得る
ことができたこと

　授業は当然のことながら凄くためになりましたが、
国家総合職志望者のコミュニティーに参加する
ことができるという点に私は入って良かったと感じ
ます。私は、Wセミナーに入るまではあまり周りに国家
総合職志望の学生がおらず、1人で頑張っていくしか
なく、情報量の不足や孤独感などの精神面で厳しさ
を感じました。しかし、Wセミナーには、本気で国家
総合職を目指す人がたくさんいます。同じ志を持つ
人だからこそ不安を打ち明けあったり、勇気をもらえ
ました。また、精神面だけではなく、集まって政策に
ついて教えあったり討論をするなど自分の考えを
深めていけました。これは官庁訪問の時にとても役に
立ったと感じています。Wセミナーの宣伝ではない
ですが、私は、Wセミナーに入り共に国家総合職を
目指す友人に出会わなければ内定を勝ち取れなかった
と強く思います。

■辛い時も自分に正直に
　私は、そもそも試験に受かるのか、そして受かったと
しても官庁訪問で落ちる可能性があるのはリスクが
高いなど様々なことに悩みました。時には国家総合職
は諦めて民間企業に就職しようとも考えました。皆さん
も精神的追い込まれた時にそのように考えるかもしれ
ません。その時は「国家総合職という仕事に魅力を
感じなくなったのかどうか」を考えてみてください。
もしそうであればやめればいいと思います。国家総合職
という選択肢が誰に対しても正しいなどとは全く思い
ません。しかし、試験勉強が大変、給料が高くないなど
の仕事の本質でない部分で諦めて欲しくはありません。
どういった仕事で、何のための仕事なのかという仕事
の核心についてしっかりと考えてみてください。そして
国家総合職という仕事の核心に少しでも魅力を感じる
のであれば、絶対に諦めないでください。自分に正直な
挑戦を応援します!

※1 公務員講座生とは公務員試験
対策講座において、目標年度
に合格するために必要と考え
られる、講義、演習、論文対策、
面接対策等をパッケージ化
したカリキュラムの受講生です。
各種オプション講座や公開
模試など、単科講座のみの
受講生は含まれておりません。

※2 左記は2016年目標の公務員
講座生最終合格者のほか、
2017年目標公務員講座生の
最終合格者が31名含まれて
います。

＊左記は2017年2月10日時点で
調査にご協力いただいた方の
人数です。

※下記（　）内の年齢は、内定当時の年齢になります。

面接・官庁訪問対策講義
国家総合職の面接を知り尽くした講師が徹底指導
面接・官庁訪問対策講義は、国家総合職試験の面接試験を知り尽くした講師陣が担当。人事院面接の
形式や官庁の回り方、人物評価のポイントといった基礎的内容から、官庁訪問で役立つ政策研究の方法
まで、詳しく解説します。
また講義内では、面接カードの記入方法も指導。面接で“使えるカード”の作成方法をしっかりと指導
していきます。
まずは、この講義で、面接突破のための基本ノウハウを確実に習得してください。

講 義 編

模擬面接
面接力を養う実践の場
講義と教材で面接試験の基本を身に付けた
あとは、模擬面接に臨んでください。模擬
面接における想定質問は、過去の受験生
から集めた生の面接復元情報に基づいて、
実際に問われた内容を再現していますので、
本番さながらの経験を積んでいただけます。

※1次試験合格者を対象に実施いたします。
※教室講座開講地区を中心に実施いたします。

模擬集団討論
予想テーマに基づき集団討論を疑似体験
官庁訪問の際に一部の官庁で実施される集団討論。予想
テーマを用いた討論を通じ、討論の進め方や意見の集約
方法、時間配分などをマスターしていただきます。多くの
受験生が苦手とする集団討論の対策を万全にしてライバルに差をつけてください。
※1次試験合格者を対象に実施いたします。　※教室講座開講地区を中心に実施いたします。

面接カード添削指導
面接カードは、本番の面接で面接官と受験生の会話を助ける大事
なツールです。Wセミナーでは、担任講師が受講生の面接カード
を一人ひとりの良さがしっかりと伝わる内容になるよう、丁寧な
個別指導を行っています。これまで多くの受験生を合格へと導いて
きた担任講師の添削を受ければ、本番の面接も安心です。

実 践 編

面接・官庁訪問対策レジュメ
人事院面接・官庁訪問を克明に復元し、完全テキスト化
面接・官庁訪問対策の教材である「面接・官庁訪問対策レジュメ（本科生限定教材）」には、Ｗセミナーの
受講生から集めた生の面接情報が大量に掲載されています。人事院面接や官庁訪問の様子が克明に
復元され、質問内容や回答例など、実際の面接内容を知ることができます。皆さんが面接に臨む際の
強力な武器になることは間違いありません。

情 報 提 供 編

I N PU T

I N PU T

OU T PU T通信生も模擬面接・模擬集団討論を教室で受けられます!

本科生特典 本科生特典

院卒者試験の模擬政策課題討議も実施いたします。

本科生特典

しっかりサポート
速修本科生を

実績で選ぶなら断然Wセミナーです !

「国家総合職 無料講座説明会」
ガ　　イ　　ダ　　ン　　ス

相談できる!
ガイダンス終了後は、個別相談会実施。
官庁訪問を勝ち抜いた先輩内定者の方々に相談できます。
※詳細は裏表紙参照

内定者に会える!244名
法律区分

114名

経済区分

58名

政治・国際区分

17名
院卒者試験 行政区分

10名

教養区分

35名

その他区分

10名

2016年度 国家総合職試験

公務員講座生※1

  最終合格者数
※2



質問・相談・欠席フォローが充実!

個別DVD講座と教室講座が併用できる!

環境に応じて自由にチョイス!

静かな専用ブースで、
自分のスケジュールで受講できる !
人気講師の教室講義を生収録したDVDを、Wセミナー各校の専用
ブースで視聴していただくメディアです。希望の日時の予約をしたら、
あとは講義を受けるだけ。講義録（授業の板書録）付きですので、画面
に集中して学習できます。

通 

学

上記以外にも多彩なフォロー制度がございます。詳細は国家総合職パンフレットをご覧ください。

単科講座割引
速修本科生の方は、受講中の本科生コースと同一目標年度の単科講座（教室
講座、個別DVD講座、Web通信講座）を50%OFFでお申込みいただけます
（各種ゼミは除く）。対象講座の詳細は、国家総合職パンフレットをご覧ください。

併願対策講座（単科講座）&オプション講座割引
速修本科生の方は、受講中の本科生コースと同一目標年度の併願対策講座（単科講座（教室
講座と個別DVD講座））・オプション講座（教室講座と個別DVD講座）を50%OFFでお申込み
いただけます（各種ゼミは除く）。対象講座の詳細は、国家総合職パンフレットをご覧ください。

単科講座やオプション講座が半額!

新規入会者紹介制度

TAC（Wセミナー）会員の方（0から始まる10桁の会員番号をお持ちの方）が、TAC（Wセミナー）
への入会を希望される方をご紹介いただき、その方が公務員講座各種講座の「本科生（通学・通信
問わず）」として入会された場合、新規入会者・紹介者それぞれに図書カードを差し上げます。

■お申込み手続き後に遡ってのご利用及び各種割引制度（国総・外専奨学生制度・他資格合格者割引制度・
再受講割引制度・他校学習経験者割引制度・1次試験合格者割引制度）との併用はできません。

■適用条件を満たしていない場合は、図書カードの発送を見送らせていただきます。
■ご紹介者の在籍年度・講座・校舎・コースは問いません。
■一部の提携校・大学内講座・一部大学専用本科生をお申込みの場合は、ご利用いただけない場合がございます。

TAC・Wセミナー公務員講座

0120-555-962
割引・特典に
つ い て の
お問い合わせ

安心のフォロー制度

教室無料出席制度

追加申込講座が50%OFF

オススメ

Web＋音声DL　　  通信講座
自宅で、外出先で、さらにWebで。 自由に講義が受けられる !

通 

信
ダウンロード

・PCとブロードバンド環境があれば、いつでもどこでも学習できる。
・かさばる講義メディアがないので、教材もすっきり。
・通勤や通学の時間も、携帯プレイヤーやスマートフォンで学習できる。

Web＋音声DL
通信講座の メリット

・好きなスケジュールで学習できる。
・専用ブースで集中して学習できる。
・クラス振替出席OK!

個別DVD講座
の メリット

※詳細はP1・P2をご覧ください。

欠席・復習用のフォロー制度

個別DVD講座 クラス振替出席フォロー
学校や仕事の都合などで、ご登録の
校舎で受講できない場合は、他校舎へ
振り替えて出席することができます。
例えば、平日は大学や会社に近い校舎
で、休日は自宅に近い校舎でなど、自由
に振り替えることが可能です。

【個別DVD講座】

教室講座の迫力を体感できる

教室参加型スクーリング
通信受講生は受講期間中20回まで、教室で無料受講できます。教室の
緊張感を体感することで気持ちが引き締まることはもちろん、同じ目標
を持つ受講生に出会ったり、直接講師に質問したりと、学習のモチベー
ションがアップすることは間違いありません。また、他の受講生のレベル
を知る上でも大いに威力を発揮します。

【通信講座】

教室利用に関するご案内

自習室
TACでは講義の行われていない教室を自習室として
開放しています。定められた受講期限内であれば、
どの受講メディアの本科生でもご利用いただけます。
※教室の使用状況によっては、ご利用できない場合もございます。予め
ご了承ください。

【全講座共通】

担任講師制度
教室講座の開講校舎（渋谷校・早稲田校）には、
担任講師が在席し、受講生一人ひとりをサポート
しています。国家総合職対策のエキスパート
講師が、個別指導を中心に、さまざまな角度から
皆さんの学習を支援します。

質問コーナー
講師に質問できる時間を、講義とは別枠で設定しています。
各校で定期的に実施されますので、学習上の疑問解決に役立ててください。
※質問コーナーの日程は各校受付にお問い合わせください。

質問メール&質問カード
メールや郵送で学習内容に関する質問ができます。
いただいた質問には講師とスタッフが丁寧に回答いたします。

合格者アドバイザー制度
Ｗセミナーでは、国家総合職試験の先輩合格者
が学習相談をお受けしています。勉強の方法や
面接準備の方法など、学習経験を生かした貴重
なアドバイスをくれる心強い先輩たちです。各
校舎で皆様をサポートさせていただきます。

質問・相談制度 【全講座共通】

大学 TA C 自宅 TA C

※新宿校・八重洲校を除く。

校舎間の振替自由 !

平日は大学から 休日は自宅から

合格者アドバイザーは、9月～翌年3月頃にかけて各校で勤務しています。定期的に相談コーナーを実施いた
しますのでお気軽にご利用ください。相談会やホームルームの予定は各校掲示板等でご案内いたします。

個別DVD講座＋音声DLフォロー・Web＋音声DL通信講座の視聴開始日や、DVD通信講座の発送日程等の詳細は、別冊「2018年合格目標 国家総合職日程表」をご覧ください。

しっかりサポート
速修本科生を

※各科目のDVD視聴開始日は別冊「国家総合職日程表」をご覧ください。
※振替用のDVDブース数は各校で制限がございます。予めご了承ください。
※個別DVD講座の予約方法は校舎によって異なる場合がございます。詳細は各校へお問い合わせください。
※同一講義のDVDを2回以上視聴する場合は有料（1回¥500）となります。
※個別DVD講座・Web＋音声DL通信講座・DVD通信講座の講義は共通です。
※受講可能な曜日・時間帯は一部校舎により異なります。

受講に関するご注意

フリーダイヤル

※携帯電話・PHSからも
ご利用いただけます。

土日祝を除く
9：30～18：00

DVDなら
コンパクト !

自宅が
Wセミナー
の教室に !

コンパクトで
場所を取らないから
整理整頓もカンタン!

DVD通信講座
コンパクトで高画質 !  人気の通信メディア !
人気講師の教室講義を生収録した
コンパクトなDVDを、教材と一緒に
ご自宅へお届けします。講義録（授業
の板書録）付きですので、スムーズな
学習が可能です。さらに充実の添削
指導や質問対応で、通信学習にも不安
はありません。

通 

信

・デジタルだから何度見ても映像の質が変わらない。
・スリムでコンパクトなメディアで収納も便利。DVD通信講座の メリット

ご登録校舎以外
の校舎での振替
受講も可能です。

①  9：30～12：30 ②12：30～15：30
③15：30～18：30 ④18：30～21：30

※日曜日は④の時間
はございません。予約時間帯

受講に関するご注意
※DVDのご視聴には、DVD-R対応プレーヤーが必要となり
ます。パソコン・ゲーム機等での再生は動作保証対象外と
なります。
※講義DVD・テキスト・問題集・講義録（授業の板書録）等
の教材は、発送日程に沿って送付いたします。発送日程に
ついては別冊「国家総合職日程表」をご覧ください。
※個別DVD講座・Web＋音声DL通信講座・DVD通信講座の
講義は共通です。

ご自宅のパソコンで講義の動画をご視聴いただくメディアです。講義
は、いつでも、好きな時に、何度でもご視聴いただけます。また、携帯
プレイヤーで講義音声を持ち出せば、外出先でもラクラク学習が
できます。 ※機能の詳細はP2をご覧ください。

※テキスト・問題集・講義録（授業の板書録）等の教材は、発送日程に沿って送付いたします。発送日程については
別冊「国家総合職日程表」をご覧ください。
※視聴期限につきましては、受講ガイドをご覧ください。
※個別DVD講座・Web＋音声DL通信講座・DVD通信講座の講義は共通です。

受講に関するご注意
個別DVD講座生の方は、個別DVD講座での受講に加え、教室講座にも無料でご出席いただ
けます。モチベーションをアップしたいときや、追い込みをする直前期などにご活用ください。

※受講コースに含まれる全科目の教室講義（渋谷校・早稲田校）にご出席いただけます（予約不要）。
※教室講座の講義日程等の詳細は、別冊「2018年合格目標 国家総合職日程表」をご覧ください。

併用OK!

50%OFF 50%OFF

Wセミナーホームページ ▶ http : //www.w-seminar.co. jp/

全国の校舎で講義DVDを体験視聴できます

※受講可能な曜日・時間帯は一部校舎により異なります。
※年末年始・夏期休業・その他特別な休業以外は、通常平日・土日祝祭日にご覧いただけます。
※予約時にご希望日とご希望時間帯を合わせてお申込みください。
※視聴できる科目は時期により異なります。

DVDルーム利用時間

個別DVD講座の体験入学専用予約ダイヤル
平　日 9：30～19：00
土日祝 9：30～18：0003-5276-8988

無料体験入学（個別DVD）のご案内

① 9 ：30～12：30 ②12：30～15：30
③15：30～18：30 ④18：30～21：30

1回目 速修本科生用オリエンテーション
2回目 専門・教養択一講義の中からお好きな科目（1講義分）を

ご視聴ください。

2回連続
OK

※日曜日は④の時間帯はありません

【要予約】

お申込み前に必ずTAC WEB SCHOOLの
動作環境ページをご確認ください。

実際にご受講される端末からTAC WEB SCHOOL（http: //portal.tac-school.co.jp/）にアクセスしていただき、
【TAC WEB SCHOOL動作環境のご案内】ボタンから、動作環境チェッカーページへお進みください。 http: //portal.tac-school.co.jp/

TAC WEB SCHOOL→

新規入会者・紹介者に図書カード ¥3,000分プレゼント

お申込み時に「新規入会者紹介制度利用申込書」をご提出くださいご利用方法

ご利用に
ついて

教室講座にも
無料で出席できます !

※詳細はP6

個別DVD講座

選べる学習メディア

TAC提携校のフォローサービスについてのご案内 TAC提携校では各種フォローサービスの内容が異なる場合がございます。 詳細は各提携校へ直接お問い合わせください。


