
 外務専門職講座 2019年合格目標 

 

本科生限定 
 

 

外交官合格へのラストスパート 
本講座は緊張感溢れる講義の中で、専門試験に必要な表現力を徹底的に鍛えます。これまでの講義で身に付けた基

本事項に加えて、上位合格に必要なプラスアルファの知識とテクニックをマスターしたい方に最適の講座で

す。本試験前に今までの知識を総チェックしたい方も奮ってご参加ください。 

  渋谷校（教室講座） 
※教室講座のみの実施です。ビデオブース講座（個別 DVD講座）・通信講座・

各種フォローはございません。     

 

  国際法（全 5回） 憲 法（全 4回） 経済学（全 4回） 

 開講日 5/4○土  5/10○金  4/23○火  

 時 間 18:00～21:30 18:30～21:30 18:30～21:30 

 担当講師 井
い

能
のう

 強
つよ

志
し

 講師 早川
はやかわ

 兼紹
けんしょう

 講師 新倉
にいくら

 啓史
さ と し

 講師 

 受講料 
（消費税 8%込） 

¥31,000 ¥24,800 ¥24,800 

 

ゼ ミ 

事前説明会 
渋谷校で実施 

国際法 
４/６○土夜 

 憲 法 
4/25○木夜 

 経済学 
4/15○月夜 

 
ゼミの実施に先立ち、事前説明会を実施いたします。講座内容の説明と講師との面談を行いますので、 

お申込み予定の方は是非ご参加ください。 

 

■当日のスケジュール   
 
事前説明会の時間 

 
 
講座内容説明  

 
個別面談（１人 10 分程度） 

国際法：18:30～21:30 

憲 法：18:30～21:30 

経済学：18:30～21:30 

①身上書の記入（＊当日配布） 

②ゼミの詳細と使用教材の説明 

③課題の配付と答案の提出・返却方法の

案内 

面談はご受講の方の現状を講師が把握するために実施する

ものです。19年合格目標の外務専門職各種本科生の方はど

なたでもゼミをご受講いただけます。 

 
 

 

 

 

添削指導付き 

開講地区 

講座概要 
 
＊各科目の詳細は 

裏面をご覧くださ

い。 

お申込方法と受講に関するご案内 
 

●申込受付地区 TAC渋谷校受付窓口のみ（左記以外の校舎でのお申込みはできません）。大学生協・取扱書店でのお申込みはできません。 

●受講資格   2019年合格目標 外務専門職講座 各種本科生限定 

●フォロー制度 ビデオブース（個別DVD）やWeb等の欠席用・復習用フォローはございません。 



外専論文対策ゼミ 受講生の声 
論文対策ゼミを受講し、みごと 2018年度外務専門職試験に合格された受講生の声を掲載します。 
 

国際法ゼミ 
 

国際法への「自信」を与えてくれるゼミです！！ 
国際法ゼミは、１週間に 1 回のペースで行われ、判例テストや答案提出

もあるため、答練終了後から本番までの良いペースメーカーとなりました。

また、盲点になりがちな部分の知識もしっかり復習できたため、「何も書け

なかったらどうしよう」という不安を払拭し、自信をもって本試験に臨む

ことができました。国際法が得意な方にとっても苦手な方に 

とっても、非常に有意義なゼミだと思います！ 

 

ゼミを通して国際法が完成した！ 
国際法は苦手意識が強く、受講は迷いましたが、結果としてゼミを通し

て国際法が完成した、という感じです。特に、毎週の提出課題をこなし、

その講評をいただく間にそんなに悲観することもないのでは、と自信がつ

き始めました。 

国際法を得意とする人にも苦手とする人にも受講を 

おすすめしたいです。 

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

早稲田大学 法学部（在学中合格） 

鈴木 真結 さん 

 
 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

早稲田大学 国際教養学部（在学中合格） 

古匠 春希 さん 

 

 

 

 

大変オススメ！ 
国際法ゼミでは、今まで学習した内容を１から効率的に見直すことがで

きます。レジュメの内容が濃く、知識の漏れを防ぐこともできます。さら

に、毎回井能先生から答案へのフィードバックをもらうことができるため、

本試験に向けて答案の書き方も修正できますし、大変オススメです！ 

 

本試験でも負けない自信がつく！ 
国際法ゼミでは、答練演習ではカバーしていない穴となる部分を埋めてい

く勉強をします。よってこのゼミを受けることでＩＮＰＵＴとしては、受

験生の中で最高のレベルに行くことが可能です。また、判例をじっくり復

習することで、未知の問題が現れても帰納的に答案を構成できるようにな

ります。外専試験のメイン科目であるだけに、このゼミを 

通して念入りに仕上げをしましょう。 
 

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

東京大学 文学部（在学中合格） 

角 若菜 さん 

  

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

防衛大学校 理工学部（卒業） 

佐々木 大心 さん 

 

 

  

憲法ゼミ 
 
直に疑問点をぶつけて解消する！ 
人権・統治の総復習でき、かつ弱点となっている分野や論証を見つけるこ

とができた、さらに、なかなかお会いできない早川先生と直接会って、直

に疑問点をぶつけて解消することができて有意義で 

あった。特に統治編は人数が少なくておススメです。 

 
様々な種類の問題に触れることができた！ 
憲法ゼミでは、講義で扱うことができなかった問題など、様々な種類の問

題に触れることができたので、大変助かりました。少人数なので、早川先

生にも質問がしやすかったです。ゼミなので自分のレベルに 

合わせて受講できることも安心だと思います。 

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

早稲田大学大学院人間科学研究科（在学中合格） 

大塚 佳祐 さん 

 

  

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

筑波大学 社会国際学部（在学中合格） 

齋藤 弘毅 さん 

 

 

 

憲法が苦手な方も！得点源としたい方へも！ 
憲法が苦手な方また憲法を得点源としたい方にお勧めします。少人数のク

ラスで先生から丁寧なアドバイスを受けることができ、基礎を確定に強化

することができます。また実践問題を解くことであてはめの強化ができた

り、問題の意図にそって充実した答案を書く力を磨くこと 

ができました。 

 

本試験で差が付く答案のエッセンスを学ぶ！！ 
憲法ゼミでは、人権の個別具体的な検討（あてはめ）部分でどのように

説得力のある文章を書くかのテクニックを学ぶことができました。憲法は

選択者が多く、本番では単なる知識以上の答案が求められます。私はゼミ

であてはめ部分の演習を繰り返したことで自信をもって 

本試験に臨むことができました。 

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

東京外国語大学 言語文化学部（在学中合格）

福田 雄介 さん 

 

  

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

青山学院大学 国際政治経済学部（在学中合格） 

阿部 将太 さん 

 

 

  



経済学ゼミ 

 

程よい緊張感をもって！ 
問題を解き、それを人前で発表するというスタイルの講義でした。人に

説明するには何よりもまず自分が良く理解する必要があります。少々のプ

レッシャーはありますが、そのおかげで程よい緊張感を 

もって取り組めました。 

 

ミクロとマクロの世界がつながった！ 
答練直後の模試で、経済学の成績が良くなかった私が合格を勝ち取れた

のは、このゼミのおかげだと思っています。このゼミをとおしてミクロと

マクロの世界がつながり、短期と中長期の経済的観点が 

わかるようになり、本番での自信になりました。 

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

東京外国語大学 国際社会部（在学中合格） 

松山 みいな さん 

 

  

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

東京外国語学部 国際社会学部（在学中合格） 

高桑 慶 さん 

 

 

焦らない自信を身につける！ 
かなりの緊張感の中、問題を解き、自分で説明することで応用と本番で

も焦らない自信を身につけます。 

 

自分の弱点が発見出来た！ 
経済学が特別苦手だったわけではありませんでしたが、直前期にミク

ロ・マクロを通して復習出来たことで自分の弱点が発見出来ました。また、

受講生が前で講義する形式だったので、教えることによってより理解も深

められましたし、自信をつけることもできました。 

 

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

東京外国語大学 外国語学部（卒業） 

望月 雪絵 さん 

 

 

  

2018 年度外務専門職試験 最終合格 

早稲田大学 国際教養学部（在学中合格） 

古匠 春希 さん 

 

 

 

 
 
 
 

合格者アドバイザーからのメッセージ 

 

 

各ゼミが始まるのは論文答練真っ只中で、ゼミまで手が回らな

いことを心配している方も多いでしょう。一方で、この時期はひ

と通り専門科目の講義が終わり、勉強のリズムが崩れてしまって

いるという方もいるのではないでしょうか。ゼミを受講すると、

定期的に各科目を復習するペースが自然と出来上がり、本試験ま

でに高いレベルの実力を養うことができます。答練で良い成績を

残すことももちろん大切ですが、本当の勝負は６月です。長期的

な目で自分自身の学力を伸ばしていくためには何が必要なのか、

本試験で勝つに今しなければならないことは何か、一度考えてみ

ましょう。ゼミの受講がそのひとつの答えとなるかもしれません。 

 

 絶 対 合 格！ 絶 対 合 格！ 



■国際法 

内 

容 

・毎回判例テストを行い、判例知識を整理 

・構成確認演習を通して「考える国際法」の力を養う 
・試験委員対策にも最適 

 

<教材> オリジナルレジュメ 

<日程> 18:00*～21:30（210 分）＊開始時間にご注意ください。 

ガイダンス 1 回 2 回 

4/06○土  5/04○土  5/11○土  

３回 4 回 ５回 

5/18○土  5/25○土  6/01○土  
 

 井能 強志 講師 からのメッセージ 

 
考える力を身に付けよう！ 
 
このゼミは、判例テスト、構成確認演
習によって、国際法を単なる暗記科目
に終らせず、どのような未知の問題が
きても柔軟に対処して答案を構成す
る能力を養います。毎年多くの合格者
がこのゼミで「考える力」を養い、栄
冠を勝ち得ていきました。「国際法を
得点源にしたい」という方はぜひチャ
レンジしてみてください。 

 

 
 

 

■憲 法 

内 

容 

・判例＆オリジナル事例を題材に事例分析力の養成を図る 
・本試験での出題意図をつかみ答案構成に活かす力を付ける 
・より得点を伸ばす論述と論理展開を考えながらマスターする 

 

<教材> オリジナルレジュメ 

<日程> 18:30～21:30（180 分） 

ガイダンス 1 回 2 回 

4/25○木  5/10○金  5/17○金  

 

3 回 4 回 

5/24○金  5/31○金  

 早川 兼紹 講師 からのメッセージ 
  
問題への適応力を高めます 
 

二部構成の前半は出題可能性の高い重要
テーマの完全マスターを目指し、後半は
オリジナル事例や応用度の高い問題を題
材に事例分析力を養成します。少人数ゼ
ミの良さを活かし出題意図に応える姿勢
や評価を高める応用的な書き方を皆で一
緒に考えながらマスターしてきましょ
う。憲法を得点源にしたい方はぜひご参
加下さい。 

 

 
 

 

■経済学 

内 

容 

・重要分野に的を絞った問題演習 
・答案構成の方法のコツやポイントの確認 
・講義等で学習した内容を使いこなす練習 

 

<教材> オリジナルレジュメ 

<日程> 18:30～21:30（180 分） 

ガイダンス 1 回 2 回 

4/15○月  4/23○火  4/30○火  

 

3 回 4 回 

5/07○火  5/14○火  

 新倉 啓史 講師 からのメッセージ 
 
基礎知識・理論の理解の総ざらいをします 
 

このゼミでは、「モデル分析に慣れ 
る、使いこなす」をテーマに、計算
問題などを通じて問題演習を行い、 
経済学の基礎知識・理論の理解を総
ざらいしていきます。さらに財政学
分野や試験委員対策も盛り込み，経
済学の学習内容を仕上げて参りま
す。経済学の得点力を高めたい人は、
ぜひ受講を検討してみてください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 当講座に関するお問合せは 

ＴＡＣ・Ｗセミナー公務員講座まで 
0120-555-962 

●コースＮｏ．／受講料（消費税 8％込み）  ●クラスNo.  ※お申込み開始日：4/19○水  

受講形態 講座名 コースＮｏ． 通常受講料  渋谷校  
 
※ 左記受講料には消費税８％が含まれております。 

※ 本講座は 2019 年合格目標 外務専門職講座 各種本科生

の方のみお申込みいただけます。 

※ お申込みは TAC渋谷校受付窓口でのみ承ります。 

※ 各種欠席フォローはございませんので予めご了承ください。 

教室 

講座 

国際法論文対策ゼミ 194-661 ¥31,000  教室講座  

憲法論文対策ゼミ 194-662 ¥24,800  

L1 

 

経済学論文対策ゼミ 194-663 ¥24,800   

 

  


