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※ 上記窓口時間は基本的な時間帯となっています。長期休暇中などは最新のお知らせをホームページで確認してください。
※ 月曜日～金曜日の11：30～12：30は昼休憩のため窓口は閉室しています。
※ 毎週水曜日午前はスタッフミーティングのため窓口は閉室しています。

平井嘉一郎
記念図書館

［開室時間］
月～金／9:00～17:00
◆ 試験対策資料・書籍・就職関連資料配置
※ パソコンルーム・コピー機設置

［窓口開室時間］
月～金／9:30～17:00
◆ 講座に関する相談窓口・受講相談

エクステンションセンター窓口
研心館1F

進路・就職ライブラリー
研心館 地下1F

〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
Tel:075-465-8297  Fax:075-465-8173衣笠キャンパス

〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1
Tel:077-561-2853  Fax:077-561-3959

［窓口開室時間］
月～金／9:30～17:00
◆ 講座に関する相談窓口・受講相談

［開室時間］
月～金／9:00～17:00
◆ 試験対策資料・書籍・就職関連資料配置
※ パソコンコーナー・コピー機設置

エクステンションセンター窓口
プリズムハウス2Ｆ

進路・就職ライブラリー
プリズムハウス2Ｆ

びわこ・くさつキャンパス（BKC）

〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150
Tel:072-665-2120  Fax:072-665-2129

A棟

B棟
C棟D棟

E棟

G棟

［窓口開室時間］
月～金／9:30～17:00
◆ 講座に関する相談窓口・受講相談

［窓口開室時間］
月～金／9:30～17:00
◆ 試験対策資料・書籍・就職関連資料配置

AS事務室

エクステンションセンター窓口
A棟1階 AS事務室

進路・就職資料コーナー
A棟1階 AS事務室内

大阪いばらきキャンパス（OIC）

［窓口開室時間］
月～金／9:30～17:00
◆司法試験講座に関する相談窓口・
　受講相談

エクステンションセンター窓口
中川会館1Ｆ

朱雀キャンパス 〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町1
Tel:075-813-8285  Fax:075-813-8286

公認会計士講座 司法講座公務員講座

講座案内



エクステンションセンターとは、難関試験合格や資格取得をめざす皆さんへ、

学習サポートやその後のキャリアを見据えた進路・就職支援を行う機関です。

1992年の開設以来、学生の皆さんが自らの進路について多様な選択肢に出

会い、その実現をサポートできるよう、様々な支援を行っています。なかでも、

公務員試験（主に国家公務員総合職試験）・公認会計士試験・司法試験につい

ては「難関試験」と位置づけ、全国でもトップレベルの講座・カリキュラムを展

開しています。

エクステンションセンターとは？

確かな合格実績！難関試験に強い立命館

エクステンションセンターが選ばれる6つの理由

OB・OGからのメッセージ

3分野のカリキュラム・受講料
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EY新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、
有限責任あずさ監査法人、PwCあらた有限責任監査法人　他

※1 2021年度試験結果（三田会発表）
　
※ 上記は立命館大学に在籍する学生と卒業生の合格実績であり、エクステンション講座を受講していない学生・卒業生を含みます。

（全国私大5位、西日本1位）

1
2
3
4
5

慶應義塾大学
早稲田大学
明治大学
中央大学
東京大学

6
7
8
9
10

立命館大学
京都大学
神戸大学
大阪大学
一橋大学

178
126
72
65
58

49
41
38
36
35

順位 大学名 合格者数 順位 大学名 合格者数
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13

慶應義塾大学
早稲田大学
京都大学
東京大学
中央大学
一橋大学
神戸大学
大阪大学
同志社大学
名古屋大学
首都大学東京
明治大学
東北大学

14
15
15
15
18
19
20
21
21
23
23
25
25

筑波大学
九州大学
北海道大学
日本大学
岡山大学
立命館大学
創価大学
関西学院大学
専修大学
大阪市立大学
法政大学
甲南大学
上智大学

125
115
114
96
83
64
47
47
39
25
24
22
20

19
17
17
17
16
15
12
10
10
8
8
7
7

順位 大学名 合格者数 順位 大学名 合格者数
（全国私大7位、西日本私大2位）

15名

2021年度実績

公認会計士試験合格者の就職実績

難関試験に強い立命館

司法試験

49名

公認会計士試験 2021年度実績

確かな合格実績！

公認会計士試験
出身大学別
合格者数※1

京都府
京都市
大阪府
大阪市

43名
33名
13名
25名

滋賀県
兵庫県
神戸市

9名
2名
3名

他多数

地方公務員試験
本学合格者数

法務省、文部科学省、国土交通省、総務省、
農林水産省、防衛省、警察庁、消防庁、造幣局 他

国家公務員総合職試験
合格者の就職実績

司法試験
出身大学院別
合格者数

国家公務員試験（総合職以外）
本学最終合格者数

裁判所職員総合職
裁判所職員一般職
国税専門官

1名
33名
123名

財務専門官
労働基準監督官
法務省専門職

10名
5名
6名

国家公務員一般職試験176名
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内定者である4回生（JA）や、卒業生（CA）
が学内で後輩をサポート。オール立命館
で試験後の就職活動を支援します。
※JA：ジュニア・アドバイザー CA：キャリア・アドバイザー

先輩による支援

面接で必要となるエントリーシートなど
の相談、個人面接や集団面接、集団討
論の対策など、筆記試験合格後も就職
決定までサポートします。

エントリーシート相談・模擬面接

過去に同じ試験を受験し、見事合格を
果たした先輩の記録が閲覧できます。直
接話を聞きたければ、メールや電話でコン
タクトをとることも可能です。

先輩の受験記録・就職活動記録

公表されている過去問題は10年以上保
管。大学には試験に関するあらゆる情報
が集まっており、エクステンションセンター
にて、それらを集約しています。

試験情報や過去問も充実

（全国13位、西日本私大1位）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23

256
115
80
78
77
68
67
65
57
56
56
54

45
38
37
36
35
32
28
26
25
21
19
19

東京大学
京都大学
北海道大学
岡山大学
早稲田大学
慶應義塾大学
東京工業大学
東北大学
千葉大学
中央大学
九州大学
広島大学

立命館大学
東京理科大学
大阪大学
名古屋大学
神戸大学
一橋大学
東京農工大学
筑波大学
明治大学
横浜国立大学
新潟大学
同志社大学

順位 大学名 合格者数 順位 大学名 合格者数

45名

公務員試験 2021年度実績

国家公務員総合職試験
出身大学別最終合格者数

0403

専門学校と
どこが違う
んだろう？

受講料は？
ちゃんと合格
できるの
かな…？

つの理由

エクステンションセンターが選ばれる

大学の授業時間や定期試験に配慮した
カリキュラム。正課授業と両立して学習
を進めることができます。

正課授業への配慮

正課の授業後、オンラインやキャンパス
内の教室で受講が可能！通学による時
間のロスや交通費負担もありません。

キャンパス内で受講できる
欠席時や復習時にはパソコンやスマホ
で講義視聴が可能。大学の授業の合間
や自宅で学習を進めることもできます。

個別学習机やPCルームなどを備えた
自習室（有料／選抜制）を用意し、学習
に集中できる環境を提供しています。

「24時間365日」 動画視聴OK

専用自習室（有料／選抜制）

一般的な学外の専門学校に比べて2割～5割安い金額で各種講
座を受講することができます。

安価な受講料設定

国家公務員総合職に対応した試験など公務員試験の模擬試験
（全国統一模試）を無料で受験することができます（受講する講座
によって無料受験の対象が異なります）。

無料模試（公務員講座）

国家公務員総合職、外務省専門職、公認会計士志望者を対象に、選抜試
験で優秀な成績をおさめた学生の講座受講料を支給・減免する制度です。

エクステンションセンター特別奨励生制度

在学中に、国家公務員総合職試験や公認会計士試験等に最終合格し
た学生を対象として30万円（2021年度実績）が給付される制度です。

西園寺記念奨学金（難関試験合格者枠）

立命館大学大学院法務研究科への進学を希望する学生を経済的
に支援する奨学金制度です（詳細はＰ25）。

法務研究科進学希望者貸与奨学金制度

※奨学金制度については必ず申込みを行う年度の募集要項より詳細を確認してください。

※2022年度は新型コロナウイルス感染症
への対応としてカリキュラムや支援内容
を一部変更して実施する予定です。
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青木 佑馬 さん

弁護士法人カイロス総合法律事務所 勤務　2015年3月 法務研究科 修了

裁判や罪の先にある、
再犯の防止や更生まで見据える、法律の専門家。
裁判や罪の先にある、
再犯の防止や更生まで見据える、法律の専門家。

様々な知識に触れ、広い視野で物事を捉え
日本の在り方を考える。
様々な知識に触れ、広い視野で物事を捉え
日本の在り方を考える。
北岡 美智代 さん

文部科学省 勤務（環境省出向中）　2010年3月 理工学部 卒業

HIJIKATA 

Haruka

OB・OGからのメッセージ

私が初めて法律に興味をもったのは父の仕事でシンガ
ポールに暮らしていた中学生のときです。シンガポール
には鞭打ち刑があり、シンガポールも日本も安全な国
なのに、安全を守るための法律に差があることに疑問
を感じ、他の国の刑や法律をもっと知りたいと思うよう
になりました。
司法試験の勉強では、法科大学院進学後に受けた弁
護士ゼミの先生が意識を変えてくれました。「自分が伝
えたいこと」ではなく、「相手が分かりやすいこと」を重
視し、自分の言葉で説明をするよう指導を受けました。
司法試験合格だけでなく、弁護士になってからもこの
考えを大切にしています。
現在は弁護士として総合法律事務所に勤務。民事・刑
事事件を取り扱っています。刑事弁護人の仕事は、「無
罪を勝ち取る」他に「とにかく罪を軽くする」イメージを
持たれ、なぜ犯罪者の擁護をするのかと疑問を持たれ
ることがあります。量刑を判断する際は、犯罪に対する
応報としての意味合いに加え、再犯防止の予防的な意
味合いを考慮します。現実に起こった犯罪を見ると、た

だ刑を重くすれば再犯が防止できるというものではあ
りません。既に罪を認めている人には、罪を犯した原因
となる背景や環境を分析し、抜本的に変えるため、仕
事や住まいを探す、病院で適切な治療を受けてもらう、
監督者を探すなど、再び罪を犯さず社会で生きていく
ための環境を整えることが重要であると考え、仕事に
取り組んでいます。日本で実務経験を積んだ後、将来
的には、立命館大学時代に興味を持った発展途上国
への「法整備支援」にも携わりたいと考えています。
学生の皆さんは、目標が見つかっている方はなぜその
目標を持ったか理由を考え、大切にしてください。途中
で違うことに興味が出てもよいので、自分がその時々で
選んだ道を、意志をもって突き進むことが大切です。た
だ、漫然とがむしゃらに素振りをしていてもプロ野球選
手になれないように、皆さんの目標を叶えるには、様々
な方法と自分に合ったやり方があります。エクステン
ションセンターを利用したり、一緒に頑張る仲間を見
つけたりと模索して、自分に合ったやり方を見つけるこ
とに頭を働かせ、目標を実現してください。

高校生の頃、私は「仕事と家庭を両立する女性研究者に
なる」という将来像を漠然と思い描いていました。しかし
その後、立命館大学の理工学部に進学し、女性研究者の
方 と々触れ合う機会が増えるにつれ、仕事と家庭は生半
可な気持ちでは両立できない、想像以上に厳しいもので
あると痛感しました。そんな中、研究者をめざす人たちの
研究環境を整備・サポートし、研究人材を育成するという
文部科学省の仕事を知りました。自分の後に続く後輩た
ちが研究者の道に進みやすい社会を作ることに強い意義
を感じ、国家公務員総合職をめざすようになりました。
学生時代は、様々なボランティア活動に参加。国内だけで
なく海外へも足を運び、多様な人々の考え方に触れて自
分の視野を広げるよう意識していました。この活動と、理
工学部での学修に加えて公務員試験の準備に取り組む
のは大変でしたが、限られた時間でもエクステンション講
座で効率的な勉強方法を教えていただけたことが成功の
カギになったと思います。また、講座で同じ志を持つ仲間
と出会えたおかげで、楽しみながら試験勉強に打ち込む

ことができました。
文部科学省に入省後は、研究開発局海洋地球課に配属。
国の研究機関や大学の研究者から研究内容などについ
てお話をうかがい、必要な研究費などを獲得するために、
財務省や国会議員、マスコミなどへ説明する業務に携わ
りました。専門的な研究内容を理解し、一般的で分かりや
すい説明に変換する際には、これまでつちかってきた理系
の知識が役に立ったと感じています。また予算説明をはじ
め、異なる考えを持つ方々へ説明し、理解を得ることは非
常に難しいものですが、一方では多様な意見をうかがう
ことができ、広い視野を持って物事を捉えることにも繋
がっています。日々変化していく社会情勢に対応し、様々
な方とともに国の在り方を考える業務にとてもやりがい
を感じています。
現在は二人の子どもを育てながら国際業務に携わってい
ます。仕事と家庭の両立という意味ではまだ駆け出したば
かり。研究現場のために働けることを誇りに思いながら、
社会と家庭で活躍し続けられればと思っています。

弁護士

土方 晴夏 さん

監査法人 勤務　2016年3月 国際関係学部 卒業

キャリアの選択肢が広い公認会計士。
グローバルな視点も身につけ新たなステージをめざす。
キャリアの選択肢が広い公認会計士。
グローバルな視点も身につけ新たなステージをめざす。

大学に入学し、将来のキャリアパスを考えたときに重要視
したことは、何か「専門分野」を身につけること。また、難易
度の高い試験に挑戦したいという気持ちもあり、医師、弁
護士、税理士まで様々な資格について調べました。そのな
かから公認会計士に的を絞ったのは、比較的短期戦であ
ることと、合格後は大手監査法人で実務経験を積めるこ
とに魅力を感じたからでした。さらに、働き方にもこだわり
があり、将来家庭を持つなど環境の変化でいったん仕事
を離れたとしても、復職時には離職前と同じスタイルで働
けるといった、経済的にも社会的にも自立した人材になり
たいと考えていました。そのためには時代や運に左右され
る一般的な就職をするよりも、自らの努力で道が開く資
格取得をめざそうと考えたのです。
実際に資格取得に向けた試験勉強をはじめてみると、正
課授業との両立で大変な思いはしましたが、試験勉強で
オンライン講義を活用したり、正課授業のスケジュールも
工夫をしたりして、合格を勝ち取ることができました。

現在は監査法人で上場企業の法定監査や任意監査に従
事しています。業務内容は幅広く、また、業界によって監査
の基準も変わってくるため、会計に関する知識だけでな
く、様々な業界に関する知識や理解が必要となり、日々の
勉強が欠かせません。それでも前向きに取り組めるのは、
公認会計士の仕事は日本の証券市場を裏で支え、整える
存在であるという自負があるからです。
監査法人で約5年間の実務経験を積むことができまし
た。次の目標は学生時代から夢見ていた留学です。すでに
具体的な場所も決め、退所の時期も決めました。約2年間
海外に身を置き、語学力と新たにグローバルな視点を身
につけたいと思っています。
公認会計士資格の魅力は、活躍の場が幅広くあること。留
学を終えたら、これまでつちかってきた会計の知識と語学
力の双方を活かせる仕事に就きたいと考えています。将来
の目標を大きく持てることも、会計士の資格があるからこ
そ。この資格を取得して、本当によかったと思っています。
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エクステンションセンターの奨学金制度

エクステンションセンター
特別奨励生制度

筆記試験などの選抜の上で、成績優秀な学生の講座
受講料の一部または全額を減免（もしくは相当額を支
給）する制度です。対象となる講座、試験、金額や出願
基準などは年度により変更になる場合がありますので、
募集要項を確認してください。

公務員
公認会計士

対
象
　

西園寺記念奨学金
（難関試験合格者枠）

自らの進路に明確な目標を持ち、難関試験（国家公務員
総合職、外務省専門職、公認会計士など）に合格した学
生に対して30万円（2021年度実績）の奨学金が支給さ
れます。対象試験や出願基準、金額などは年度により異
なる場合がありますので募集要項を確認してください。

公務員
公認会計士

対
象
　

法務研究科進学希望者
貸与奨学金

立命館大学大学院法務研究科への進学
を希望する学生を経済的に支援する制度
で、法務研究科に入学すれば返還が免除さ
れます。詳細はP25を参照してください。

司法対
象
　

志の醸成・人材の育成

筆記試験対策

人物試験対策

カテゴリー

立命館霞塾 立命館霞塾

必要に応じて1回生から受講できます。 エクステンションセンターまでご相談ください。

公務員志望の1回生・2回生は「立命館霞塾（P13参照）」を活用し、公務員に必要な能力、資質を磨くことをめざしてください。

（各種ガイダンス、模擬面接など）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1回生1回生1回生 2回生2回生2回生 3回生（薬学部薬学科5回生）3回生（薬学部薬学科5回生）3回生（薬学部薬学科5回生） 4回生（薬学部薬学科6回生）4回生（薬学部薬学科6回生）4回生（薬学部薬学科6回生）

■ 上記は標準的な受講料となります。
■ 技術系は区分により受講料が異なります。
■ 上記金額は本パンフレット制作時点（2022年2月）の予定であり、変更となる場合があります。
■ 上記金額にはテキスト代は含まれていません。別途各自で購入していただきます。

●  公務員講座（法文系）

●  公務員講座（技術系）

●  公務員講座（理系M0・M1対象短期パック）

●  心理系・福祉系講座

●  外務省専門職講座

●  日本の未来を創る公務員養成プログラム「立命館霞塾」 

約154,000円

約130,000円

約  55,000円

約180,000円

約430,000円

無　　        料

……………………………………
……………………………………

………………
……………………………………
……………………………………

……

※ 薬学部薬学科の学生は、3回生～5回生を対象に公務員講座を開講しています。

二次
試験対策

約101,300円

約476,200円

■ 立命館大学では、「大原学園」「TAC株式会社」「CPA会計学院」と提携。
■ 入学金免除に加え一般価格の25％割引の受講料で公認会計士講座を受講できます。
■ 上記金額は本パンフレット制作時点（2022年2月）の予定であり、変更となる場合があります。
■ 専門学校の講座は、開始時期や内容で受講料が異なります。

専門学校の講座は、個人の学習状況に合わせてコースを選択することができます。また、
エクステンションセンターを通じて申込むと、立命館大学生特別価格で公認会計士講座
を受講することが可能です。対象となるコース・校舎・価格などの詳細については、エクス
テンションセンターで配布している募集要項などを確認してください。

…………

……

●  1.5年本科生学内スタート講座 （学内開講+オンライン） 
●  1.5年本科生学内スタート講座受講後、
　学外（大原学園）の公認会計士講座1.5年オータムコースに合流

※1 法学部の「法政特殊講義（企業税務入門）」・スポーツ健康科学部・食マネジメント学部で開講される「簿記入門Ⅰ」は、簿記3級相当の学習にあたります。経済学部・経営学部で開講される「簿記入門Ⅰ」は簿記3級、「簿記入門Ⅱ」は簿記2級相当の学習にあたります。
※２ エクステンションセンター「簿記講座3級・2級」の詳細は、「会計・金融系講座」のご紹介を確認してください。　 ※３ 各専門学校の各コースによって開講の時期が異なります。上記は1回生から学習をスタートした場合です。公認会計士の学習は、回生を問わずに　　　　はじめられます。

1.5年本科生学内スタート講座後に学外の講座に合流する場合

16,000円

9,000円

9,000円

4,000円

無       料

■ テキストは別途各自で購入していただきます。
■ 上記金額は本パンフレット制作時点（2022年2月）の予定であり、変更となる場合があります。
■専門学校との提携講座を割引で受講できます。法律科目や大学院入試のための小論文対
策などを含みます。

●  基礎講座　

●  答案作成ゼミ
● 専門学校との提携講座……講座により異なります。募集要項を確認してください。

民法

憲法

刑法

商法

……………………………………………    
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………  

夏期休暇
 

春期休暇春学期 秋学期 夏期休暇
 

春期休暇春学期 秋学期 夏期休暇
 

春期休暇春学期 秋学期 夏期休暇
 

春期休暇春学期 秋学期

※1 答案作成練成ゼミは、法曹進路プログラム登録者のみ受講可。　※2 教員答案添削ゼミは、法務研究科進学奨励奨学金貸与者のみ受講可。

商法商法
民法民法

刑法刑法

民法民法

憲法憲法
商法商法

STEP1STEP1

答案作成
基礎ゼミ
答案作成
基礎ゼミ

STEP2STEP2

答案作成練成
ゼミ（民法）※1
答案作成練成
ゼミ（民法）※1

STEP2STEP2

答案作成練成
ゼミ（刑法）※1
答案作成練成
ゼミ（刑法）※1

STEP3STEP3

弁護士ゼミ
（早期卒・飛び級）
弁護士ゼミ

（早期卒・飛び級）

STEP3STEP3

弁護士ゼミ
（4年卒）
弁護士ゼミ
（4年卒）

（
早
期
卒
業・飛
び
級
入
学
）

法
科
大
学
院
入
試

参考

警察官・消防官講座

外務省専門職講座

心理系・福祉系講座

公務員講座（法文系・技術系）

公務員講座カリキュラム

公認会計士講座カリキュラム

司法講座カリキュラム

難関試験合格をめざすためには、早い時期から計画的に取り組むことが重要になってきます。
下記の受講モデルを参照しながら自身の受講計画や学生生活のプランを考えてください。

なお、以下は本パンフレット制作時点（2022年2月）の内容につき、変更となる場合があります。

1回生1回生1回生 3回生3回生3回生2回生2回生2回生 4回生4回生4回生

受
講
料

受
講
料

受
講
料

公務員人物試験対策企画

キャリアセンター主催の支援企画

基礎講座

答案作成ゼミ

カテゴリー

答案作成
練成ゼミ

（民訴・刑訴）※1
答案作成
練成ゼミ

（民訴・刑訴）※1

STEP2STEP2
教員答案添削
ゼミ（早期卒・
飛び級）※2

教員答案添削
ゼミ（早期卒・
飛び級）※2

STEP4STEP4

分野のカリキュラム・受講料

論
文
式
試
験

日
商
簿
記
検
定

日
商
簿
記
検
定

第
Ⅰ
回
短
答
式
試
験

第
Ⅱ
回
短
答
式
試
験

第
Ⅱ
回
短
答
式
試
験

合
格
発
表

第
Ⅰ
回
短
答
式
試
験

合
格
発
表試験日

学習スケジュール

3回生3回生3回生
6 1 2 37 48 59 610 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 1 2 34 5 67 8 9 10 11 12

論
文
式
試
験

合
格
発
表

54

簿記3級
正課※1
または

資格講座※2
で学ぶ

簿記2級
正課※1または資格講座※2

で学ぶ

1回生 2回生

1.5年本科生
学内スタート講座
BKC・OICの

2キャンパスで開講

1.5年本科生学内スタート講座を経て、直接通学をはじめる直接通学
公認会計士講座 各専門学校のコース※3を選択（簿記学習の段階別等）

1.5年本科生学内スタート講座を経ず、直接通学をはじめる
各専門学校のコース※3を選択（簿記学習の段階別等）

直接通学
公認会計士講座（1.5～2年コースで学習）

公務員講座の
詳細は

へ

公認会計士講座の
詳細は

へ

司法講座の
詳細は

へ

法
科
大
学
院
入
試

STEP4STEP4

教員答案添削
ゼミ（4年卒）※2
教員答案添削
ゼミ（4年卒）※2
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近年、どの公務員採用試験でも人物試験を重視する傾向が高まっており、面接や集団討論などを通して受験者の物
事の考え方や集団内での振舞い方などの人物的な素養を確認しています。また、その傾向は筆記試験などにも影響
を与えており、一部の自治体では民間企業と同じ採用方法を選択しているところもあります。具体的には、筆記試験に
おいて民間企業と同様の試験（リクルートの適性検査SPI3など）を導入している自治体や、筆記試験を課さずにエン
トリーシートや面接のみで選考を行う自治体が増えてきています。試験制度は自治体によって異なりますので、自身
が志望する自治体のホームページなどで最新情報の確認を心掛けてください。

「人物試験」が重視される傾向

公務員はおおまかに国家公務員と地方公務員に大別され、国家公務員については総合職・一般職・その他専門職や
特別職などの職種ごとに、地方公務員については自治体ごとに採用試験が実施されます。

試験の種類について
公務員講座

受験先によって範囲や難易度の違いはありますが、公務員試験の基本的構成としては、一般的な知識を問う「教
養試験（基礎能力試験）」と専門的な知識を問う「専門試験」といった筆記試験と、人物的素養を見る「人物試験」
が課されます。国家公務員や地方公務員など、どの採用試験を受験する場合でも学習内容は共通する部分が多い
ため、受験生は複数の採用試験を併願することが一般的です。公務員試験は年に1回しかチャンスがないと思われ
がちですが、実際は年に複数の採用試験を受験する機会があります。

試験の構成と併願先について

基礎的な能力や知識をはかるための試
験です。「基礎能力試験」と呼ばれること
もあります。
一般知能分野（文章理解、判断推理、数
的推理、資料解釈など）、一般知識分野
（社会科学、人文科学、自然科学、時事
など）からなります。

教養試験

試験区分に応じて必要な専門的知識や
技能をはかるための試験です。
法文系では法律・経済・行政系の科目、
技術系では工学の基礎的科目のほか、
土木･建築・機械など専門性に合わせた
科目から出題されます。

専門試験

人物面での素養や公務員としての適性
を確認するための試験です。
面接、集団討論、プレゼンテーション試
験などのほか、「適性検査」といった筆記
形式のものなど様々な種類があります。

人物試験

公務員は、日本全国民に対して、広く公共の利益のために働く「全体の奉仕者」です。社会制度や社

会インフラなどの構築・維持をはじめ、私たちが普段当たり前のように暮らしている「生活」の基

盤を支えています。職種によって働くフィールドは異なりますが、日本社会を支え、私たちの日々

の生活に大きな影響を与える、責任とやりがいのある仕事です。

P11から講座の概要を紹介していますが、各講座では募集に先立ってガイダンスを実施します（3～4月実施予定）。ガイダンスでは、講
座の詳細に加え、試験制度や仕事の内容など知っておくべき情報をお知らせします。まずはガイダンスに参加して、講座の内容をよく把
握してから受講手続きを行いましょう。受講に関する相談も随時受け付け予定です。

まずはガイダンスに参加しよう
立命館大学は、公務員の各種試験に合わせた手厚い支援を実施しています!

※ 人物試験とは、面接・グループディスカッションなど、「人物的素養」を見る試験を指します。

公務員になるまでの流れ

公務員試験を
めざして学習
まずは1次試験（筆記試験）
合格に向けて学習！

1次試験
（筆記試験）に合格
次は2次試験（人物試験など）の
合格に向けた対策を強化！

2次試験
（人物試験）※に合格
（国家公務員のみ）
官庁訪問（採用面接）の
突破に向けた対策を強化！

「事務処理などの定型的な業
務に従事する」職員。総合職
が政策を作るうえで必要な
データ収集や、労務管理など
のサポート役、特定分野の専
門スタッフとして働くことが期
待されています。霞が関の府省
庁だけでなく、地方にある各府
省庁の出先機関で働くことも
可能です。

一般職

国税専門官、財務専門官、
労働基準監督官、外務省専
門職、防衛省専門職、裁判所
職員などを指し、様々な分野
でその専門性を発揮しなが
ら第一線で活躍します。

その他（専門職や特別職など）

「政策の企画立案などの高度
な知識、技術または経験を
必要とする業務に従事する」
職員。国内外の多様な舞台
で様々な仕事を経験し、国の
仕組みの根幹である政策の
企画・立案といった責任ある
仕事を任されます。

総合職 国の施策に沿いながらも、地
方の実情に即した行政サービ
スを実施し、より住民に身近
な存在として活躍ができます。
自治体によって様々な特色や
政策があったり、自治体間で
連携して広域行政を推進した
りしています。

国家公務員 地方公務員

公務員試験

公
務
員
講
座
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各種支援、企画のご案内はエクステンションセンターホームページにて随時更新しています！

講座紹介講座紹介

本学では公務員試験合格に向け、トータルな支援を行っています。低回生には公務員の仕事を知
り、公務を担う人材としての素養を磨く「立命館霞塾（P13参照）」を開講するとともに、３回生から
は本格的な筆記試験対策、人物試験対策の講座を開講しています。筆記試験対策講座では設けら
れた科目の中から、希望の進路や学習進度に合わせて科目を選択することができます。

立命館大学オリジナルのカリキュラムによる
効率的な学習支援を展開しています。特に正
課授業・定期試験に配慮していますので、
「正課授業が終わったあとは公務員試験対
策」といったようにすぐに切り替えて学習する
ことができます。学習内容も知識のインプッ
トから開始し、徐々にアウトプットできるよう
になるカリキュラム設計です。公務員対策指
導を行うのは、全国でも有数の講師陣です。
また、筆記試験だけでなく人物試験対策も
開講しており、キャリアセンターや内定者、公
務員として活躍するOB・OGの相談対応など
も取り入れ、筆記試験後に控える面接の対
策も用意しています。

※自習室選考試験に合格した学生のみ、一定の期間
　1人に1席の専用の勉強机やロッカーが用意されます。

※1 選考試験にて一定以上の基準で優秀な成績をおさめた学
生を特別奨励生として採用し、受講料を減免・支給します。

※2 本制度は、年度により内容が変更になる場合がありますの
で、当該年度の募集要項を必ず確認してください。

※2022年度は新型コロナウイルス感染症
への対応としてカリキュラムや支援内容を
一部変更して実施する予定です。

※2022年度は新型コロナウイルス感染症への対応として
カリキュラムや支援内容を一部変更して実施する予定です。

公務員試験では筆記試験の得点順に採用される時代もあ
りましたが、現在は面接試験を通して最終的な合否が判
断されています。
面接には明確な「正解」はありませんが、面接官は受験者
の知識や意欲だけでなく、「一緒に働きたい人物か」を見
極めています。例えば、協調性やコミュニケーション能力、
チームワーク力の有無が面接で確認されています。
面接対策は大きく2つの段階に分けることができますが、
その第１段階は大学生活での日々の取り組みです。学業や
サークルなど、どのような分野でも構いません。仲間と切磋
琢磨して物事に取り組み、多様な価値観から気付きを得
て、充実した学生生活を過ごしてください。その中で自分自
身を成長させましょう。次に、その経験を分かりやすく、説
得力を持って説明する準備を行うのが、面接対策の第2段
階です。エクステンションセンターでは、模擬面接などを通
じて話の組み立て方についてもアドバイスしています。

立命館大学キャリアセンター部長
経済学部教授

紀國 洋

講座の特徴講座の特徴

衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大
阪いばらきキャンパスに国家公務員総合職お
よび外務省専門職をめざす学生を対象にした
有料の専用自習室があります。個人の学習デ
スクのほか、談話スペースがあり、学生同士で
情報交換や討論を行うことができます。過年
度の問題集やパソコンも整備されており、講
座の予復習を行えます。平日の空き時間でも
利用できるのはもちろん、土日祝日や長期休
暇期間にも開室していますので、いつでも快
適な環境で学習が進められます。

国家公務員総合職および外務省専門職をめ
ざす学生には、エクステンションセンター特
別奨励生制度により、公務員講座の受講料
などの全額または一部を減免・支給します。
経済的な負担を軽減して、難関試験への
チャレンジをサポートしています。※1また、国
家公務員総合職試験最終合格者、外務省専
門職試験などの最終合格者には30万円
（2021年度実績）が支給される奨学金制度
があります。※2

近年の公務員試験では、個人面接のほかに、集団討論などを取り入れる官庁・自治体
が増加しています。それぞれの試験で受験者の物事に対する考え方や集団の中での振
舞いなどを通して、公務員としての素養を持つ人物かを確認しています。本学では試験
時期にあわせて人物試験対策企画を実施し、受験生の支援を行っています。

立命館霞塾

国家公務員総合職や国家公務員一般職・専門職、都道府県や市などの地方
公務員、裁判所職員など、多くの公務員試験をめざすことができる基礎から
応用レベルまでを学ぶ講座です。筆記試験だけでなく面接などの人物試験対
策も行う総合的な講座となっています。

地方上級・国家公務員一般職レベルから国家公務員総合職レベルまで、教養
科目と工学区分を基本として土木、機械、電気・電子、情報、建築、化学、薬学
の専門科目を実施。筆記試験だけでなく面接などの人物試験対策も行う総
合的な講座となっています。

●法文系公務員講座

●技術系公務員講座

各分野で高い合格実績を誇る一流の講師陣により運営しています。

公務員志望者（特に国家公務員総合職）を対象に公務員の仕事を理解する
ことをはじめ、公務員に必要な考え方や政策立案能力を高めます。公務員とし
て第一線で活躍する方々のレクチャーやワークショップなどに取り組みます。
※ 詳細はP13を参照してください。

１・２回生

公務員講座3回生～

［志の醸成・人材の育成］

［筆記試験・人物試験対策］

外務省専門職をめざす講座です。外務省専門職採用試験は他の公務員試験と
は試験科目や方式などが異なりますが、それらの対策をWeb講座で行います。

外務省専門職講座３回生～ ［筆記試験］

都道府県が実施する警察官試験および市町村が実施する消防官試験対策
に特化した講座です。専門学校への直接通学かWeb受講かを選択できます。
択一式試験対策だけでなく、論文式試験や面接試験にも対応しています。

警察官・消防官講座３回生～ ［筆記試験・人物試験対策］

家庭裁判所調査官や地方自治体の心理職・福祉職などをめざすWeb講座です。

心理系・福祉系講座３回生～ ［筆記試験］

国家公務員総合職（工学区分）をめざす大学院生、もしくは大学院進学を予
定している学部生向けの講座です。理系は学科での専門性と公務員筆記試
験との関連性が深く、その強みを活かした効率的な学習で、約半年間という
短期間での合格をめざします。民間企業との併願を検討している方にもおす
すめです。人物試験対策は他コースの受講生と一緒に取り組みます。

理系M0・M1対象短期パック学部4回生（M0）、大学院1回生（M1）～ ［筆記試験・人物試験対策］

OB・OG懇談会を通して公
務員として働くイメージの
精度を高めます。また人事
採用担当者にお集まりいた
だく合同説明会も実施して
います。

公務員に内定した先輩（ジュ
ニア・アドバイザー）が、面接
カードの書き方や面接練習
などの企画でサポートしま
す。また、勉強方法や直近の
試験情報についてもアドバ
イスがもらえます。

キャリアセンター職員や専
門のスタッフによる集団討
論の指導を実施していま
す。本番と同じ形式をとり
ながら実践的に対策を進
めます。

志望先が同じ受験生同士
で勉強会や面接練習を行
う制度を設けて支援してい
ます。多くの受講生が活用
しています。

本学の特色ある
試験対策

高みをめざすための
環境を整備 [自習室制度]

経済的支援も充実
[特別奨励生制度]

公務員講座の公務員講座の

概要概要

指導者の声指導者の声

仕事理解、省庁・自治体研究対策集団討論対策

ジュニア・アドバイザー（JA）企画自主ゼミ

面接に代表される「人物試験」にも対応

公
務
員
講
座
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公務員

人物試験対策



小集団
プログラム

全体
プログラム

立命館霞塾立命館霞塾

立命館霞塾とは立命館霞塾とは
国家公務員としての志・資質を養成する立命館大学独自の特別人材養成プログラムです。公務員の担う役割・職務
を理解し、「行政を担う人材」に求められる力を身につけた、「日本の社会を支え、活躍できる人材」を養成します！

「Lecture+Work」などの参加型講
義を通じて、公務員に関わる基本的な
知識を身につけます。

現場で活躍中の国家公務員との交流を
通じて仕事を理解し、行政で働くことを
具体的にイメージできるようにします。

「グループ学習」などの実践的なプログ
ラムを通して、行政を担う人材に求めら
れる力を磨きます。

基礎力養成

国家公務員の
仕事理解

公務員・霞塾ガイダンス

月

日本の未来を創る公務員養成プログラム

少人数グループで、与えられた国家プロジェクトや
国家行政課題に関わるテーマに対し、現場の国家
政策を踏まえた新規政策提案を行う実践型のプロ
グラムです。発表時には、実際に政策立案に携わる
アドバイザーより講評がいただけます。
※2021年度は対面とオンラインで実施しました。

現役の国家公務員を講師に迎え、公務員の役割や
仕事について理解するとともに、現場の「国家公務
員」が担う公務を想定したディベートやグループディ
スカッションなどのワークショップで「国家公務員に
求められる思考力」を体感します。

Lecture + Work

霞塾受講生から多くの官僚が誕生しています。パネ
ルディスカッションや座談会など、若手官僚との交流
企画を設けています。

※2021年度は対面とオンラインで実施しました。

※2022年度の実施内容は変更となる場合があります。
※写真は2019年度以前に撮影したものです。

※2021年度実施内容です。

政策立案力養成

立命館霞塾の特徴立命館霞塾の特徴

基礎知識を身につけ、
実践力を鍛える「参加型プログラム」が充実

学部・回生の枠を越えた仲間と
交流ができる

第一線で活躍する
国家公務員を講師に迎える実践的な講義

1・2回生
対象

プログラム

全体プログラム

小集団プログラム

霞塾 OBOG企画

グループ学習

学びの流れ

受講生の声受講生の声

私は商業高校に通っていたので高校で学んだことを続けた
いと思い経営学部を選びました。将来の進路については、公
務員は視野に入れながらも具体的な目標はまだなかったの
ですが、先輩から「公務員を考えているのだったら、霞塾な
ら貴重な体験ができるよ」と勧めてもらいました。実際に参
加してみて、その意味がよく分かりました。講座の中で現役
官僚の話を聞くことができたり、自分たちで政策を考えて試
行錯誤したりするなかで、公務員の仕事の難しさと求めら
れる能力を知ることができたと思います。本格的な公務員の
受験勉強をはじめる前に、霞塾で公務員の仕事を知り、その
一部に触れることで、なりたいというモチベーションを上げ
ることができました。霞塾で学んだことを正課授業でも活か
しながら、試験に向けての準備をはじめています。

公務員という仕事の難しさと深さを知り、

なりたい気持ちが高まった。

霞塾の小集団プログラムのグループ学習でメンバーたちと
一つの政策を作り出すことが印象的でした。今回はコロナ禍
ということもありオンラインで取り組むことが多かったので
すが、そのおかげでキャンパス横断のメンバーが揃い、様々
な学部に所属する仲間たちと議論をするなかで、それぞれの
学部の学びを活かしたいろいろな意見や考え方を知ること
ができたのは貴重な経験だったと思います。私は中学時代
のクラブのコーチが地方公務員の方で、その方から仕事の
話を聞くうちに自分も公務員になりたいと考えるようになり
ました。今興味があることは、地方創生です。まだ2回生です
ので、正課授業もしっかりと学び、国家行政や地方の動向を
学ぶなかで将来の目標を明確にしていきます。そして、積極
的に社会に貢献できる存在へと成長したいと考えています。

学生同士のディスカッションから

新しい視点が身についた。

YAMAMOTO Ayumu�   法学部 2回生ADACHI Honoka   経営学部 3回生
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月

月

月

月
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理系M0M1対象短期パック受講生インタビュー理系M0M1対象短期パック受講生インタビュー受講生の声受講生の声

合格者・内定者の声合格者・内定者の声

受刑者の社会的包摂について研究をするなかで、受刑者と受刑者を受け入れる側の社会
との懸け橋となって、両者がともに生きやすい社会の構築へと貢献したいと考えるように
なり、法務省を志望しました。公務員試験の勉強については、まず自力で進めようと独学で
スタート。ところが数的処理でつまずき、エクテン講座の受講を決めました。受講をはじめ
ると、苦手だった数的処理もポイントを教えていただいたことで理解できるようになった
他、講師の方から試験に関するプチ情報なども教えてもらうことができ、楽しく勉強を進め
ることができました。また、エクステンションセンターでは面接や官庁訪問についても多く
のアドバイスをいただき、小さな相談にも丁寧に対応してくださいました。それらが心の
支え、自信を持つことにもつながり、無事、希望進路の採用を獲得することができました。

講座で苦手分野を克服し

めざす仕事の採用を勝ち取った。

HAYASHI Sae
2022年3月 人間科学研究科 修了

国家公務員
総合職

法務省
矯正局

アルバイトで塾の講師をしていて、何のために勉強を頑張るのか分からない、将来の目
標や夢が見つからないという子どもが少なからずいることがとても気になっていました。
そのような子どもたちを直接指導する教員となる道もありましたが、どちらかというと現
場の先生を下支えする立場になりたいと考え、文部科学省をめざしはじめました。公務
員講座はすべてオンラインでの受講でしたが、時間に縛られず自分のペースで受講でき
るのはとても自分に合っていたと思います。また、合格された先輩方（JA）に具体的な勉
強の仕方を教えていただいたことでやるべきことが明解になり、合格への道筋を知るこ
とができました。将来は教育行政に携わり、教育に直接携わる先生を支え、子どもたち
が夢ややりたいことを見つけて全力で向かうことができるような社会を作りたいです。

塾講師での経験が自分の目標の原点。

子どもたちが夢を持てる社会を作りたい。

FUJITA Koji
2022年3月 経営学部 卒業

国家公務員
総合職

文部科学省

安心で安全な日本の環境を維持し

さらに住みやすい国に発展させたい。

個人旅行や留学で海外を訪れるなかで、日本ほど安全で安心できる国は無いというこ
とに気付きました。そんな日本を誇りに思うと同時に、この住み良い環境を維持し、向
上させたいと思い、国家公務員をめざしました。特別奨励生に選ばれて奨学金をいた
だけたので、経済的負担も少なくて済みました。試験に向けて、最初から最後まで講師
の先生や受講生同士、そしてエクステンションセンターの方々とチーム戦で乗り越えま
した。多くの仲間がいたおかげでモチベーションを維持できましたし、先生と定期的に
話をすることで自分のやるべきことも明確にしていただけました。また、時間をかけた分
だけ自分の知識が増えてくることに楽しみも感じていました。これからは、自分のつち
かってきた理系的知見を活かして、新技術を活用できる制度の実現に貢献したいです。

TAMAOKI Nana
2022年3月 生命科学部 卒業

国家公務員
総合職

総務省

国土交通省、環境省、文部科学省、外務省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、総務省、
防衛省、財務省税関、内閣府、警察庁、消防庁、特許庁、防衛装備庁、海上保安庁 など本学から技術系国家公務員総合職としての輩出実績がある省庁

理系学生の活躍の場は民間企業だけではありません。理系の技術や専門性を活かして「国民の安全・安心」や「利便性の向上」
「国際・地域経済の発展」などに貢献する、それが「技術系公務員」です。近年、食の安全や環境問題、社会インフラの更新や再
構築など国民の生活に関わる課題が山積しています。技術系公務員には、活躍の期待に加えて、採用のニーズも高まっており、
理系学生にとっては今まで以上に挑戦しがいのある環境であると言えます。

●土木 ●建築 ●機械 ●電気 ●物理 ●情報 ●化学 ●薬学など活かせる専門性の幅は広い!

技
術
系
公
務
員
の
役
割

技術系公務員の紹介技術系公務員の紹介

技術系公務員とは技術系公務員とは

国家公務員総合職、一般職には「採用希望時期の延期」という制度がありま
す。試験に「最終合格」をした場合、その後の採用面接を受ける権利を3年間保
持することができる制度です。つまり、大学院進学を前提に国家公務員総合
職、一般職の受験を進める場合には、複数回の受験のチャンスがあり、学部4
回生で最終合格し、大学院2回生で採用面接に挑戦といった計画も可能です。

3回生 4回生 M1 M2

合格講座受講 資格保持資格保持

資格保持資格保持合格講座受講

合格講座受講

内
定

採
用
面
接

大学院進学者の
国家公務員
総合職・一般職の
受験パターン

立命館大学の支援の特徴立命館大学の支援の特徴

理系学生の多様な専門性にも対応
（土木、建築、機械、電気、情報、化学、薬学など）

大学院進学なども視野に入れた
受験計画が立てられるコース設計

国家公務員総合職から
地方公務員まで幅広い進路にも対応

・災害に強くコンパクトで住みよい街づくり
・ＩＣＴ化の推進支援やサイバー空間の保安
・医薬品および医療機器などの安全審査
・地域から地球全体にわたる環境政策
・科学技術および教育の振興
・次世代の産業発展の支援
・安全で快適かつ円滑な交通の確保　など

政策系
・迅速かつ的確な特許審査
・強靭でモデルとなり得る官庁建築物の設計
・専門知識を活かした官庁会計の検査
・薬剤師および薬事行政(麻薬取締官含む)
・空港や港湾などにおける食品衛生監視
・環境基準に係る検査 　など

専門系
・防衛装備品の研究開発
・科学捜査に係る研究および鑑定
・消費生活製品の安全基準などの策定
・土木建築分野の安全増進のための研究
・気象、海洋、地質などに係る観測および調査
・統計手法およびデータ解析の精度向上　など

研究系

4回生の冬から受講しましたが、サークル活動や卒論準備で参加が
少し遅れました。それでも、後から動画で復習でき、短期間で大事な
ポイントを学べるのがこの講座の良い点です。また、同じく公務員を
めざしていた友人と情報交換をし、切磋琢磨することで、試験当日ま
で頑張ることができました。今後は文部科学省職員として、科学技術
の発展や研究環境の改善に取り組み、日本の子どもたちが自分のや
りたいことを実現できる学びの環境を整えていきたいです。

MASUNO Soto　2022年3月 理工学研究科 修了

文部科学省

M0時に
受講

動画を活用して

短期間で

ポイントを学ぶ。

M1の冬までは民間への就職を考えていました。選択肢を増やす、とい
う軽い気持ちで勉強を始めましたが、最終的に総合職を合格し、内定
までいただきました。皆さんは大学院で公務員試験勉強をはじめる
のは、研究活動との両立が難しいのではと不安があると思いますが、
大丈夫です。実際は、すべての講座をWebで復習できますし、講師や職
員の方の手厚いサポートがあるので、量的にも質的にも十分な体制で
した。悩んだときにも相談に乗ってもらえ、とても心強い存在でした。

YAMANE Masaya���2022年3月 理工学研究科 修了

国土交通省

M1時に
受講

講師や職員の

手厚いサポートが魅力。

公
務
員
講
座
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合格者・内定者の声合格者・内定者の声
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学習相談会や面接練習に何度も参加し

余裕を持って本番に臨めた。

東日本大震災のような自然災害や他国からの弾道ミサイルによるJアラートなど、平和な
日本にも様々な形の危機はあります。自分の技術的な知見を活かして国民の安全・安心
を守りたいという思いから国家公務員を志望。消防庁への入庁が決まりましたが、私は
幼稚園の頃に幼年消防クラブに所属しており、不思議な縁を感じています。自分が幼
少期に学んだように、多くの若者に消防に興味を持ってもらうことを目標としています。
試験勉強は学会発表などで遅れてしまった時期もありましたが、講師の先生に正直に
自分の状況を伝え、今やるべきことを教えていただきました。学習相談会や面接練習、
集団討論練習など試験に向けた企画にはできる限り参加しました。そのおかげで本番
には余裕を持って臨むことができました。皆さんにも是非、講座受講をお勧めします。

KATO Daichi
2022年3月 理工学研究科 修了

国家公務員
総合職

消防庁

自分で選んだ進路に迷いなし。

弱者を救える社会を作りたい。

中学生のときにボランティア活動でインドの貧困地域へ行った時に持った問題意識が今
でも続いています。弱者を救うためには社会全体の水準を上げるべきと考え、日本でこの
課題を解決するには厚生労働省が一番近いと思い志望しました。3回生の春からコロナ
禍で正課授業や講座がすべてオンラインに変わり、学生生活が一変。一人での試験勉強
は正直言ってつらかったです。そのようななかで、エクステンションセンターで相談や報
告をしたり先輩の合格体験記を読んだりすることで、自分以外にも頑張っている仲間が
いる、とやる気を起こすことができました。私は将来やりたいことがあり、それを実現でき
るのが厚生労働省と信じることで最後までやりきることができました。皆さんも、まず自
分が何をしたいのかじっくり考えて、自分で将来の進路を選ぶことが重要だと思います。

SOGABE Tomoyo 
2022年3月 政策科学部 卒業

国家公務員
一般職

厚生労働省

大学生活も楽しみながら

長い勉強期間を乗り越える。

エクステンションセンターの講座は正課授業との両立がしやすいと聞き受講を決意。講
義も分かりやすかったですが、個別学習相談会で教えていただいた省庁研究の重要なポ
イントや省庁に関わるキーワードは、独学では決して得ることができなかった情報でした。
公務員試験は民間企業の就活よりも期間が長いので、メリハリをつけて取り組むことが
大切です。アルバイトや部活動など大学生活も楽しむことで気分転換もでき、無理なく
勉強を続けられると思います。私は自然環境と関わる仕事に就くことが夢でしたが、小
学生のときに東日本大震災が発生し、人間が作ったもののもろさと自然の脅威を知りま
した。災害発生確率の高い日本で安全な生活ができ、防災と環境保全をバランスよく保
つ国土を守るために、環境省の職員として政策に携わっていきたいと考えています。

NISHIDE Akari 
2022年3月 理工学部 卒業
 

国家公務員
一般職

環境省

両親が法律に関わる仕事をしているため、自然と自分も同じ道をめざすことに。試験勉強は
10月ごろまで独学で進めていましたが、限界を感じてエクテン講座の受講を決めました。
他の受講生から遅れてのスタートでしたが、講師の先生が短期間のスケジュールを一緒
に考えてくださったことで、なんとか学習を軌道に乗せることができました。公務員試験
は情報戦と言われていますが、経験値の高い講師の先生から教えていただく体験談や、
受講生同士の情報交換なども合格の一助になったと思います。また、法学部の授業で裁
判制度の重要性を感じることが多く、モチベーションも保つことができました。私は公務
員試験への挑戦を通して、他者から知識を得ることの重要性を知りました。今後は、法
廷で裁判官と協働して訴訟を進められるように真摯に仕事に取り組んでいきたいです。

FUJII Yuu
2022年3月 法学部 卒業

裁判所
事務官

一般職

正課授業、講座の講師、仲間。

得られた知が合格に繋がった。

手厚いサポートが支えとなり

試験への不安を解消。

エクステンション講座では、幅広い分野の勉強を効率よく学べるだけでなく、公務員に
関する多くの情報を得ることができました。すべてオンライン講座だったので自分の都合
にあわせて受講できるのは大変助かりました。周りの進捗が分からず不安を感じたこと
もありましたが、キャリアセンターの方に他の受講生の状況を聞いたり、質問や相談をし
たりすることで不安を解消し、勉強に集中できました。また、論文試験に際しては、講師
の先生からの具体的な指導のおかげで、その官庁の問題点と自分の正課授業での学び
の両方を融合させた論文を提出でき、無事合格することができました。コロナ禍により
受講生同士で学びあう機会は少なかったですが、その分エクステンションセンターの方
や講師の先生に支えられて目標に到達することができたことを感謝しています。

BANDO Mika
2022年3月 理工学部 卒業

地方公務員

京都府庁

私は高校生のときに読んだ地域創生に関する本がきっかけで、公務員をめざすことに。
将来の目標はその時点で決めていましたが、大学生活は有意義に過ごそうと考え、１回
生のときにはアメリカ留学、2回生のときには京都市役所で約半年間のインターンシッ
プ参加と、様々なことにチャレンジしました。公務員試験の勉強はオンデマンドを最大
限活用し、日々の生活リズムをきちんと決めて取り組みました。第一志望は出身地であ
る岡山県庁でしたが、講師の先生からの勧めもあり併願で複数試験を受験。試験に慣
れるという意味でも併願受験はとても意義がありました。春からは県職員として地元
の産業や工業をもっと盛り上げたいと考えています。私のように一度岡山を離れた人
がまた戻ってきたいと思える、魅力ある県にしたいという夢を持っています。

MANABE Yuki 
2022年3月 法学部 卒業

地方公務員

岡山県庁

地元を離れた人がまた戻りたいと思える

魅力ある県づくりをめざす。



※ 短答式試験合格者は、論文式試験に合格できなかった場合でも、以後2年間は申請により短答式試験の受験が免除されます。
※ 論文式試験で不合格となった場合でも、一部科目で合格基準を越えると以後2年間は申請により、その科目の受験が免除されます。

短答式試験（マークシートによる択一式試験）

試験科目（4科目） 財務会計論／企業法／
管理会計論／監査論

論文式試験（科目別の記述試験）

試験科目（5科目） 会計学（財務会計論・管理会計論）／
監査論／企業法／租税法／
選択科目（経営学・経済学・民法・統計学）

公認会計士試験には受験資格の制限はなく、誰でも受験することができます。試験は年2回実施される1次試験（短答式試
験）と年1回実施される2次試験（論文式試験）があり、各試験では下記の科目が出題されます。なお、公認会計士試験の対策
は独学では難しく、大学の正課授業と並行して専門学校の試験対策講座を1年半～2年、受講しながら合格をめざします。

公認会計士試験

公認会計士試験に合格すれば、その時点で就職が決まるというわけではありません。試験合格後に希望する監査法人や
一般企業への就職活動を経て内定を獲得しなければなりません。特に監査法人においては、合格発表日の翌々日から一
斉に採用選考をスタートさせ、早ければ1週間程度で内定が出るケースもあります。選考内容は集団面接・個人面接な
ど主に人物面が評価されます。試験合格前から情報収集を重ね、直前になって慌てないよう対策を進めていきましょう。

公認会計士をめざす人の就職活動とは？

「会計」は企業の規模・業種に関わらず、必要となるスキルです。その
ため、監査業務をはじめとして、ビジネスフィールドは多岐にわた
り、企業の健全な発展のためにも「会計」のプロフェッショナルであ
る公認会計士の社会的ニーズは高いと言えます。

監 査

税 務

教育機関

一般企業

上場支援

公 務 員

起 業

コンサル

M＆A
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公認会計士をめざすには

公認会計士の学習をはじめるため
には、一般的に簿記検定2級レベル
の知識が求められています。公認会
計士講座の受講を検討されている
方は、開講までに学習を済ませてお
きましょう。なお、専門学校では初
学者コースという簿記を勉強した
ことがない方も受講できるコースも
あります。また、立命館大学では正
課授業や課外講座で簿記3級、簿
記2級を学べる環境を用意していま
すので、ぜひ簿記から学習をスター
トさせてください。

簿記は必要ですか？

公認会計士イコール経営学部、経
済学部などの学生がめざす資格と
思われがちですが、それ以外の学
部でもめざすことができます。近年
も法学部・政策科学部・文学部・
産業社会学部・スポーツ健康科学
部など幅広い学部の先輩が公認
会計士試験に合格しています。立
命館大学では提携先の専門学校
で講座を受講する際に、特別価格
で受講できる仕組みを用意してい
ますので、ぜひ積極的に挑戦して
ください。

経営・経済学部ではないですが
大丈夫ですか？

立命館大学では公認会計士をめざ
す方に対して、特別奨励生制度や自
習室など、制度や設備の面で充実し
たサポートを整えています。また、モ
チベーションキープのための支援と
して、志を共にする仲間や既に合格
を果たした先輩、公認会計士として
活躍されている卒業生との情報交
換や交流の場を設けています。公認
会計士をめざすかどうか迷っている
方に対しては、講座ガイダンスはも
ちろん、各監査法人のセミナーを実
施し、試験対策や将来のキャリアイ
メージを持つ機会を提供しています。

立命館で公認会計士を
めざすメリットは何ですか？

公認会計士の拡がるキャリア

公認会計士講座

街の小さな商店から大手企業まで、全ての会社でお金が動いています。公認会計士は、会計・監査

の専門家として、企業などが作成する決算書類（財務諸表）が、その企業の経営成績や財政状態を

正しく表しているかを、中立の立場で判断します。「会計系最高峰の資格」として、高度な専門知識

とスキルが要求される職業であり、経済社会にとってなくてはならない大切な役割を担っていま

す。また、近年では企業のグローバル化に伴い、海外で働く公認会計士も増えるなど、活躍の幅は

ますます広がっています。

実務補習＋
〈所定単位取得〉

業務補助
〈2年以上〉

公認会計士になるまでの流れ

公認会計士試験
をめざして学習

就職活動公認会計士
試験に合格

修了考査 公認会計士登録

公認会計士試験

公
認
会
計
士
講
座

2019



経済活動の一連の流れを記録する簿記は、会計系資格の基礎知識として非常に重要です。公認会計士や税理士など、
将来会計系の難関資格に挑戦したいと考えている場合も、最初のステップとして簿記の学習からはじめることにな
ります。簿記の知識があれば、帳簿や財務諸表を読み解くことができます。企業の取引状況や経営状態を把握する
ことは、企業研究に役立つだけでなく、職種・業界を問わずあらゆるビジネスの場面で必要とされるスキルです。簿記
は「知っていたほうが良い知識」から「知らなければならない知識」になりつつあります。エクステンションセンター
では、日商簿記3級・2級の対策講座も実施しています。

簿記3級では、個人商店を対象とした知識を習得します（商業簿記）。
具体的には、簿記の仕組みや会計用語を理解し、仕訳・伝票など
日々の会計処理や、1年間の営業活動の成果を把握するために行う決算
整理と呼ばれる処理を学習します。

簿記2級では、3級から学習している商業簿記に加え、新たに、製造業
（メーカー）のお金の計算や記録を行う工業簿記を学習します。2級
商業簿記では、3級で学習していない株式会社に関する事柄などを学
習し、2級工業簿記では、自社が販売する品物をいくらで作ったのかと
いう計算（製造原価の計算）を学習します。

公認会計士試験に向けて、初期の重要な基礎科目（財務会計、管理会計）を学内で受講できる「1.5年本
科生学内スタート講座」を経て、特別価格で提携の専門学校に編入することができるコースと、専門学
校に直接通学するコースを用意しています。また、充実の就職サポート、手厚い特別奨励生制度による
経済的支援などを受けることができます。

簿記について簿記について

～公認会計士への最初のステップに～～公認会計士への最初のステップに～

自習室選抜試験に合格した学生は、1人1台専
用の勉強机が貸与されます（有料/選抜制）。
大学内に学習スペースを確保することで、同じ
志を持った仲間と切磋琢磨しながら資格取
得をめざすことができますし、正課授業の合
間などに効率よく学習を進めることも可能
です。また、自習室には共用スペースにパソ
コンなどを設置しており学習環境において
も皆さんを全力でサポートしていきます。

講座の特徴講座の特徴

エクステンションセンターでは、学習面のみ
ならず、幅広い教養を兼ね備えた公認会計
士の育成に向け、各学部やキャリアセン
ター、専門学校とも連携して皆さんの支援を
しています。公認会計士の業務を理解するた
めに、現役の公認会計士を招いた講演会や、
監査法人見学会なども行っており、具体的
な活躍フィールドや業務内容について知る
機会を設けています。

選抜試験にて優秀な成績をおさめた学生
には、奨励金が支給され、受講料に充てること
ができます。経済的な負担を軽減することで、
難関である公認会計士試験にチャレンジし
やすい環境を整えています。初年度から申請
可能ですので、是非挑戦してください。

専用自習室などの
学習環境が充実

キャリア形成支援や
就職サポートも万全

エクステンションセンター
特別奨励生制度による経済的支援

各種支援、企画のご案内はエクステンションセンターホームページにて随時更新しています！

簿記3級・2級講座については、エクステンションセンター資格講座パンフレットをご覧ください。

講座紹介講座紹介

日商簿記3級 日商簿記2級

公認会計士
講座の

公認会計士
講座の

概要概要

公
認
会
計
士
講
座

UENISHI Chisa
2022年3月 経営学部 卒業

TANAKA Masatoshi
経済学部 4回生

ともに合格をめざす仲間が

心の支えとなった。

親戚が自営業だったことの影響で、経営というものに興味がありました。経営学部に
入学して授業を受けるなかで、様々な企業を俯瞰的に見る公認会計士という職業を
知り、めざすことに。学内スタート講座を受講したので、正課授業に配慮した講座スケ
ジュールで両立がしやすかったです。ともにめざす学内の仲間と出会えたことがその
後の試験勉強を進めるうえでもとても心強く、机を並べて受講するときに感じる周り
の気迫もモチベーションアップに繋がりました。また、講座では質問をすることの大切
さを学び、分からないことを講師や友人に聞くことで深く理解できました。皆さんもと
もに学ぶ仲間と志を高く持ち、公認会計士試験にチャレンジしてください。

私は附属高校からの進学だったため、大学受験の代わりに何か新しいことに挑戦した
いと考え、公認会計士試験の受験を決めました。大学入学後は正課授業もあり、時間
のやりくりが重要。正課と試験勉強にその時どきの優先順位をつけて取り組みました。
また、論文試験合格後はエクステンションセンターで就職活動のサポートをしていた
だきました。無事2回生で合格することができましたが、今後はこれまで支えてくれた家
族や友人などに、常に感謝の気持ちを忘れずに行動していきたいと思います。これから
は監査法人で非常勤として働き始めます。働き方は学業優先となっていますので、ゼミ
での勉強や留学に挑戦するなど、学生時代にしかできないことにしっかりと取り組み、
仕事に活かしていきたいです。

周りの支えに感謝しながら

学業に仕事に取り組みたい。

1回生のときに受けた簿記入門の授業がとても楽しく、もっと高いレベルで学びたいと
思ったことが公認会計士試験に挑んだきっかけです。エクステンション講座は丁寧な
指導でとても分かりやすかったですし、公認会計士の仕事についても詳しく教えていた
だくことで、将来の目標を具体的に思い描くことができました。特別奨励生として採用
していただくこともできましたので、そのことも励みとして勉強に取り組みました。また、
毎日時間を決めて勉強を続けたことが合格に繋がったと思います。在学中に公認会計
士に加えて簿記1級にも合格することができました。難関試験への挑戦を通して、継続
力と自分への自信がついたと思います。皆さんも是非挑戦してみてください。

公認会計士の勉強を通じて

継続力と自信を得た。

合格者の声合格者の声
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YAMAMOTO Naoyuki
経営学部 3回生



法学部での学び
法科大学院進学や司法試験予備試験※合格を
めざして学習

法曹進路プログラムとは？
2019年度入学者から開始された法曹進路をめざすプログラムのことです。具体
的には連携した法科大学院と法学部とが一貫的な教育を提供するものであり、
早期卒業制度を利用すれば法学部を3年間で卒業し、法科大学院の既修コース
を2年で修了して、最短5年で司法試験の受験資格を取得できます（連携した法科
大学院へは学部成績で選抜する特別選抜入試を受験します。連携していない法
科大学院へも開放型特別入試または一般入試により進学することができます）。
エクステンションセンターでは法曹進路プログラム登録学生を対象とした支援も
用意しています。

法科大学院での学びとは？
法科大学院は「法曹（裁判官、検察官、弁護士）養成に特化した教育を行うプロ
フェッショナル・スクール」です。多様な問題に対応できる質の高い法律家を養成
するために2004年4月に創設されました。法学未修者を対象とした3年コースと、
法学既修者を対象とした2年コースを用意しています。未修・既修それぞれに対し
て法曹となるための基本的な力量を身につけるため段階的な学習を行います。

裁判官、検察官、弁護士になるための就職活動
法曹として社会に貢献していくためには、司法試験合格だけではなく、就職活動を行う必要があります。例えば、弁
護士として働くためには、法律事務所や企業などに就職活動を行います。裁判官や検察官は公務員ですので、司
法修習中に願書を出し、就職活動を行います。学部時代からどのような法曹になりたいか、どのように活躍したい
のか展望することが重要です。

司法試験とは？

●  公法系科目（憲法および行政法に関する分野の科目）  
●  民事系科目（民法、商法および民事訴訟法に関する分野の科目）
●  刑事系科目（刑法および刑事訴訟法に関する分野の科目）
●  選択科目（倒産法／租税法／経済法／知的財産法／労働法／環境法／国際関係法（公法系）／国際関係法（私法系）から1科目選択）
●  憲法　●  民法　●  刑法

論文式試験

短答式試験

2日目

3日目

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

4日目

1日目 公法系科目第1問（2時間） 公法系科目第2問（2時間）

民事系科目第3問（2時間）民事系科目第2問（2時間）

刑事系科目第2問（2時間）

刑法（50分）民法（1時間15分）

 論文式試験（4科目）

 短答式試験（3科目）

2022年度は、以下の形式・科目で実施されます。法科大学院課程の修了の日または司法試験予備試験の合格発表
日の後の最初の4月1日から5年の期間内に5回の範囲内で受験することができます。
※2023年度より、条件を満たせば法科大学院在学中受験が可能になります。また、試験時期が変更になります。

司法講座

法曹をめざす人のための講座です。法曹とは、裁判官、検察官、弁護士のことを指します。社会のな

かでは様々な紛争が生じますが、紛争が起こるのを予防したり、生じた紛争を解決するためのルー

ルが法です。法曹は、紛争に関する諸事情を調査し、証拠を吟味検討することを通じて、事実を明

らかにしたうえで、その事案にとって公正かつ妥当な解決を与えるために必要な法律解釈を行っ

たり、法の適用をしたりすることを仕事とします。フェアで健全な社会を形作るためのかなめとな

る仕事をするのが法曹の役割といえます。

司法試験受験・合格
2023年度から条件を満たせば法科大学院
在学中の受験可

法曹になるまでの流れ

法科大学院入学
〈既修2年コース/未修3年コース〉

早期卒業・飛び級入学は3回生時に法科大学院入試を受験可能

司法修習・合格
〈約1年間〉 法曹

司法試験

※ 司法試験予備試験について
法科大学院を経ずに司法試験受験資格を得ることができる制度です。2022年度実施分より、論文式試験の一般教養科目が廃止され、選択科目
1科目に変更されます。また、合格率が4%程度の狭き門であるため、法科大学院進学が推奨されます。

憲法（50分）

民事系科目第1問（2時間）

選択科目（3時間）

刑事系科目第1問（2時間）

司
法
講
座
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進学後は朱雀キャンパスで学習に励むことになります。エクステンションセンターでは
朱雀キャンパスにも窓口を開設し、正課外から皆さんをサポートしています。正課との
重複を避けた時間設定で多様な講座や企画を用意しており、司法試験の対策に活用す
ることができます。

法科大学院進学後のサポート

立命館大学

アウトプットを交えながら、
知識の定着を図る

立命館大学法務研究科進学希望者貸与奨学金立命館大学法務研究科進学希望者貸与奨学金

司法試験合格に向け、弁護士による学習指導や予備校講師による講義、模試など1人あたり年間約60万円
相当の充実した支援を自己負担なしで受けることができます。
※参考：大手予備校による司法試験対策コース…約90万円

基礎講座では①インプットを中心としつつ、
小問などを用いて無理なく基礎を固める指
導および②学んだ知識を論文としてアウト
プットするトレーニングを行います。イン
プットとアウトプットをバランスよく実施す
ることで、効率的に知識の定着が図れます。

OB・OG弁護士による
答案作成指導

答案作成練成ゼミ・弁護士ゼミは本学法
科大学院出身で法曹界の第一線で活躍す
るOB・OG弁護士が指導を行います。試験
対策の勉強をするだけでなく、司法試験合
格後の将来のキャリアプランを描き、モチ
ベーション高く学習できる環境です。

法律を学ぶうえで避けて通れない最重要科目です。身近な事例を用いて具体的に理解できるだけでな
く、体系的な理解を進めるため、分析手法やその整理方法、規範を導くまでの過程や意味、着眼点の理解
など、法的思考方法も身につけます。

イメージの付きにくい商法の基礎理論、判例を分かりやすく学ぶとともに、法科大学院入試の準備も行
う講座です。

●憲法・民法・刑法

●商法

正課授業に先立って、「憲法、民法、刑法」を広く1周することを目的とした講座です（商法は基礎理論、判
例を学びます）。分かりやすい事例を用いながらも、司法試験に繋がる考え方を身につけることができます。

※2022年2月時点の制度に基づくものであり、奨学金制度や学習支援の内容は今後変更となる場合があります。

本学では、法科大学院入試対策、司法試験対策を行うことができます（一部対応していない科目が
あります）。司法試験は、判例の丸暗記では対応することができません。基礎講座を通して土台とな
る考え方の基礎を築くことが、司法試験合格への近道となります。また答案作成ゼミを通して1回
生から着実に答案作成力を身につけることができます。

基礎講座

答案作成ゼミ

はじめて答案を書くレベルから司法試験合格まで、教員や弁護士から自分が書いた答案へのフィード
バックを受けることで、段階的に実力が向上します。

立命館大学大学院法務研究科（法学既修者コース）への進学を希望する優秀
な立命館大学の学生に経済支援を行うことによって、進学を奨励することを目
的とした貸与型の奨学金です。採用された学生は半期または年間の学部授業
料相当額が貸与され、進学すると返還が免除されます。本学での4年間の学び
を経て法務研究科への進学を希望する方だけでなく、法学部を早期卒業や飛
び級によって進学を希望する方も対象になります。また、この奨学金の採用者
には、本学法務研究科の大学院生が受講するエクステンションセンター講座
の一部受講などの学習支援も行っています。さらに、立命館大学法務研究科進
学時も、入試成績により授業料が減免される制度があります。

夏期休暇期間は苦手科目対策、基礎固めを目的とした講座
を実施しています。司法試験直前期には対策として重要科目
や選択科目の特化ゼミを実施しています。法科大学院入学
後、基礎から合格まで皆さんをサポートしています。

法科大学院の進路・就職事情に精通した専門のキャリアコン
サルタントが週に1日、個別のキャリア相談に応じるほか、希
望する進路に応じた就職活動の実践対策指導を継続的に行
います。司法試験後の就職相談にとどまらず、在学中からの
キャリア相談や学習相談も実施しています。

学習習熟度別のクラス編成で弁護士が各クラスを担当し、そ
のクラスレベルにあったゼミを展開します。ゼミのレベルは基
礎知識の習得をめざすゼミから司法試験に合格できる答案
作成能力を身につけるゼミまで幅広く実施しています。

若手のOB・OG弁護士や修習生が、法科大学院入学後の学習を
早期に軌道に乗せ、司法試験に最短で合格するための学習サ
ポートを行います。近年の合格者から具体的な学習アドバイスを
受けることで、司法試験初回合格に向けて計画的・効果的に短
答式対策や論文式対策を進めることができるようになります。

step

司法試験過去問題を題材に、
答案を書き、添削を受ける少
人数ゼミです。

弁護士ゼミ

裁判官、検察官
弁護士法人 淀屋橋・山上合同
虎ノ門総合法律事務所
住友化学（株）法務部（企業法務弁護士）など

修了生の主な就職実績

法的文書の考え方・書き方の
基礎を学び、秋からの正課授業
「法曹準備演習」に繋げます。

答案の書き方基礎

step

法曹進路プログラム登録学生を
対象に正課授業「特修民法」「特
修刑法」「民事訴訟法（法曹）」
「刑事訴訟法（法曹）」の授業に連
動した発展問題に取り組みます。

答案作成練成ゼミ
step

司
法
講
座

講座紹介講座紹介

司法講座の司法講座の

概要概要

弁護士ゼミ 夏期・春期集中講義

若手弁護士による学習サポート キャリアサポート
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受講生の声受講生の声 エクステンションセンター講座エクステンションセンター講座
受講の流れ受講の流れ

講座受講前講座受講前 講座申込講座申込 講座受講中講座受講中

窓口受講相談

「正課授業との両立が不安」「試験
までどれくらいの学習が必要なの
か不安」など、受講前に質問があれ
ば、いつでも気軽に窓口相談に来
てください。

講座ガイダンス

講座や試験内容などの詳細を、講師
陣もしくはスタッフより説明します。

講師・スタッフ

悩んだら、講師や
スタッフに相談。
学習内容については、実績ある講師
陣が学習相談会や授業の前後の時
間で相談にのります。また、進路や
その他の相談については、スタッフ
が皆さんをサポートします。

エクステンションセンターホームページ

講座の概要や、ガイダンスなどの企
画情報、募集要項などが載ってい
ます。

http://www.ritsumei.ac.jp/extension/

募集要項を確認のうえ、申込準備
を開始。

申込準備

専用申込システム（Ritsumeikan 
Extension Web）から申込み。

https://challenge.ritsumei.ac.jp/

申込

受講料振込み。

入金

案内に従って講座の受講を開始し
ましょう。

受付完了

ここでは講座受講までの大まかな流れを紹介しています。
講座や申込年度によって手続きフローが異なりますので、ホームページや募集要項より詳細をご確認ください。

Web動画フォロー

欠席や復習に、
Web動画を活用しよう。
エクステンションセンターの講義
は、一部を除き撮影をしています。
欠席した場合でも、講義を視聴する
ことができます。本サービスは、復習
にも利用できます。

※入金方法は、募集要項をご確認ください。

私が法律に興味を持ったきっかけは小学生の時、父親と楽しんでいた法廷を舞台とした
ゲームでした。そのときは漠然と弁護士を将来の進路として思い描いていましたが、法学
部で法学を学び、犯罪学のゼミで様々な出会いを経て、検察官の道へ進むことを決意し
ました。ゼミでは、実際に罪を犯してしまった方や犯罪被害者の方の話を聞く機会が多く
ありました。人はなぜ罪を犯すのか、再犯を防ぐためにはどうすればよいのか、これらの問
いは我々人類にとって永遠の命題です。罪を犯してしまった者への適正な刑罰とは何か、
どのような刑罰や措置であれば再犯を防げるのか、その者に対する起訴等の処分の決定、
それに伴う求刑の内容の判断は非常に難しいことですが、それらを常に冷静かつ適切に判
断できる検察官になりたいと思っています。司法試験の受験には、とにかく学ぶべきことが
たくさんあります。学部生対象の司法講座の基礎講座では基礎知識をインプットし、弁護
士ゼミでは答案作成によるアウトプットを通じて学んだ知識を体得していきます。どちらも
現役の弁護士の方から直接学ぶ機会でもあり、刺激を受けることができる環境です。法務
研究科での学びも2年目に入り、来年には司法試験受験本番を迎えようとしています。
引き続き仲間とともに、正課授業とエクステンションセンター支援企画によって対策を
重ね、司法試験合格をめざします。

ゼミでの様々な出会いにより

一生の仕事としてめざす目標が見つかった。

NISHIBU Tatsuya
法務研究科 2回生

大学入学前後に知的財産法に強く興味を持ち、現在はその学びを深めて弁護士をめざ
すことを視野に入れています。エクステンションセンター司法講座は1回生から基礎講座
を受講。短期間でテキストを一周するスピードにはとても驚きましたが、とにかくしがみ
付いていきました。2回生で受講した答案作成練成ゼミはOB弁護士が講師となり正課
授業と連動して行われます。同一の問題でも正課授業とは異なる視点で、様々な角度か
ら問題を捉えることができます。事例によっては異なる見解が示されることもありまし
たが、疑問があれば質問し、説明していただけるので理解が深まり、考える力が身につ
きました。また、毎回答案を添削していただける機会があることも大きな魅力です。答案
作成が間に合わないときもありますが、その場合も質問をしたり、講師の現役弁護士と
しての経験談や過去の合格者の勉強方法をうかがったりするだけでもとても価値のあ
る時間となりました。約1年間受講して、自身が「何がわからないのか」がわかり、自分に合
う勉強方法も見えてきたと思います。今の段階では将来就きたい仕事を限定せず、まずは
大学院進学を決めています。残る2年間、ゼミで専門知識を深めていくなかで、進路につい
て探っていきたいと考えています。

正課授業と連動した講座を受講し

着実に力をつけることができる。

INOUE Mitsuki
法学部 3回生
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