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公務員のライトの紹介

公務員試験って何から始めればいいの？
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［演習］
たくまる式重要過去問講座

知識系重要過去問講座
知識系サブ科目対策［メイン科目対策］

たくまる数的
社会・人文・自然科学講座

［模試］
本番レベル模試
直前的中模試

【HOP】

【JUMP】

【STEP】

［人物対策］
論文・作文対策

グループワーク対策
面接対策［模試］

基礎力アップ模試

まずは、重要度の高い『数的処理』や『知識系科目』
から勉強を進めていきます！

公務員のライト

教養試験って何？難しい？

25％25％

35％35％
20％20％

10％

10％

数的処理

社会科学

⼈⽂科学

⾃然科学

教養試験は、『文章理解』『数的処理』『社会科学』
『人文科学』『自然科学』の５つの分野に分けられま
す。このうち、赤文字の科目の出題頻度が80%程度を
占めています。 公務員のライト

⽂章理解



公務員のライトは、主要単元中心の講座内容になって
おり、最短距離で合格を目指せます!!

公務員のライト

公務員のライトの紹介

-2-
合格

公務員試験は科目を絞って勉強することが

への近道です！

が、

教養試験の科目一覧

主要単元です。
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◆ たくまる数的　(全28回)

● ●

◆ たくまる式重要過去問講座　

◆ 社会・人文・自然科学・文章理解 (全23回)

◆ 知識系重要過去問講座

◆ 教養論文・論作文対策

◆ 模擬試験(基礎・本番・直前)

◆ 面接対策講義。グループワーク・集団討論

６か月完成フルパック

パック内容

● 公務員試験に必要な全ての対策が含まれています。
※ 専門科目は含まれておりません。



［講座内容］
　① 数的推理・資料解釈：全11回
　② 判断推理：全8回
　③ 図形・空間把握：全6回
　④ 2023年予想的中模試：全3回

動画講義(全28回)

ライブ講義(毎週水曜21:00～)

たくまる数的講座
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最新の出題傾向を踏まえて、一緒に問題を解いていきましょう。
数的学習のペースメーカーとして活用したり、分からない部分を
たくまる先生に直接質問することもできます。

過去問4000問を徹底分析
400問を超えるオリジナル問題集

たくまる先生

数的で合格る
たくまる先⽣が、
あなたの数的処理を
得意科⽬に変えます！

［対象］
　国家一般職・国家専門職・地方上級（都道府県・市区町村）警察・消防・刑務官
　社会人就職氷河期・経験者採用（社会人基礎力・SPI）
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たくまる数的講座
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ベストセラー獲得　

教養試験　人気の公務員教科書

名突破

たくまる数的講座受講生数



たくまる数的講座
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試験に出る、やれば伸びるを徹底的にやるから、
あなたの数的処理を得意科目に変える。

なぜ、たくまる数的受講生が合格るのか？

2022年の試験でも圧倒的な科目カバー率



東京都 Ⅰ 類（A・B）
特別区 Ⅰ 類
国家専門職（国税・財務・労基）
国家一般職（大卒程度）
国家一般職（高卒程度）
東京都Ⅲ類・特別区Ⅲ類
地方上級・初級

警視庁 Ⅰ 類
東京消防庁 Ⅰ 類
警視庁Ⅲ類・刑務官
東京消防庁Ⅱ・Ⅲ類
道府県警察・消防

特別区（社会人採用）
東京都（キャリア活用）
東京都（就職氷河期枠）
国家公務員（就職氷河期枠）
国家公務員（社会人採用枠）
地方（社会人採用）

たくまる式重要過去問講座

たくまる数的講座
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1.直近５年分の過去問を試験別に解説
2.直近の過去問で、新傾向に完全対応
3.あなたの志望先に特化した、解説講義を展開

2023年受験
⾏政コース

2023年受験
社会⼈コース

2023年受験
消防官コース

2023年受験
警察官コース

※行政コースの過去問も含まれます

● ポイント
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あなたの「わからない」が

受講生の声

たくまる数的講座

本当に苦手だった数的に光が見えてきました。出来てくると
数字を見るのが嫌ではなくなってくるものですね。

ポイントをついた解法の指導が多く、数的が苦手な私にはす
ごくありがたい講座でした。たくまる先生の体験談や失敗談
も聞けて参考にしよう、私も頑張ろうと思えました。

授業も解説もとても分かりやすかったです。問題数もこの値段
でいいのか…と思うくらい内容も濃く、何度も復習ができるの
で本当に感謝しています。コスパ最強の講座だと思います！

全くわからない問題にあたっても、慌てないこと、問題文を
整理すること、説き方のルールを決めることの大切さを学べ
たのが、今までの自分にはなかったので大きかったです。

わかるから、絶対に見捨てない！



社会科学13回
人文科学4回
自然科学3回
文章理解1回

基礎講座(全23回)

社会・人文・自然科学・文章理解講座
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知識系科⽬に
時間をかけない！！

範囲・量ともに膨大な知識系科目は、受験生にとって最大の敵と言って
も過言ではありません。しかし、公務員試験は満点を狙う試験ではない
からこそ、学習する科目・範囲を取捨選択して。効率的に学ぶことが重
要です。

オリジナルテキスト動画講義

知識ゼロからで大丈夫！
徹底した過去問分析に基づき、頻出分野のみを扱います。

楽しいから続く、最高の循環を生み出します！



知識系重要過去問講座
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東京都 Ⅰ 類（A・B）
国家専門職（国税・財務・労基）
国家一般職（大卒程度）
裁判所一般職(大卒程度) 
特別区 Ⅰ 類
地方上級

警視庁 Ⅰ 類
東京消防庁 Ⅰ 類
道府県警察
地方消防

特別区（社会人採用）
東京都（キャリア活用）
東京都（就職氷河期枠）
国家公務員（就職氷河期枠）
地方（社会人採用）

● ポイント
1.直近５年分の過去問を試験別に解説
2.直近の過去問だけで、新傾向に完全対応
3.あなたの志望先に特化した、講義展開

2023年受験
⾏政コース

2023年受験
社会⼈コース

2023年受験
消防官コース

2023年受験
警察官コース

※行政コースの過去問も含まれます

社会・人文・自然科学・文章理解講座



模擬試験パック

模擬試験
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今の勉強でどこまで基礎が固まっているか、
今の勉強方法の方向性が正しいかどうかを判断する。
早期確認・早期改善で無理なく合格を目指す！

全10回のアウトプットで着実に合格レベルに到達
合格のカギは、時間配分と弱点克服

基礎⼒アップ模試

本番を想定した、難問や奇問の出題あり。本番慌てな
いために、今から対処法を身に付けることで限られた
時間内で最大の力を発揮できるようする。

本番レベル模試

公務員のライトのカリスマ講師陣が
2023年の試験を完全予想し問題を作成！
ライバルに圧倒的差をつけて本試験に臨む！

直前的中模試

［全３回］

［全４回］

［全３回］

実際の試験では、問題を解く順番、時間配分、捨て問の判
断など、実践的な判断力が必要。全10回のアウトプット
で着実に合格レベルに到達していただきます。

※頻出過去問をベースに作成しております。



模擬試験
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 厳選問題
公務員試験では、同じ問題の使いまわしや出題傾向
に偏りがあります。そこで、公務員試験に完全特化
した重要な模試です。

1

正答率から優先順位を決める

公務員試験は、満点を狙う試験ではありません。多
くのライバル受験皆が正答する問題を落とさないこ
とが大切です。そこで「正答率」をもとに「優先順
位」を決めて、力を入れるものかどうかを判断でき
ます。

3

 他の予備校にはない徹底解説

模試で間違えた問題を「復習」することが非常に重
要です。公務員のライトの「徹底解説」により、し
っかり復習してもらいます。

2

Q.模試を受講する意味について



予備校カリスマ講師「ゆうシ先生」による、最強講義です！
論文式試験で、どうすれば「高評価」を取れるのかを学んでもら
う講座です。

2022年の第4期生では、国家一般職試験や東京都特別区試験、
地方上級試験において、トップクラス評価を取った受講生から多
数報告を受けております。

講座内容

対象者

教養論文・論作文対策講座

-13-

［大卒区分］国家一般職、地方上級、東京都、特別区

論⽂で
合格る

本気で合格したい人の教養論文・論作文対策講座

小論文・作文で、絶対に高評価を取る方法があります。
それは簡単で、高評価を取る書き方と評価方法を知ることです。
数3000通を超える高評価の記載例を元に、講座の中で皆様にポイントを
お伝えしていきます。

教養論文・論作文に書き方はあるの？
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教養論文・論作文対策講座
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ベストセラー獲得　

半年で４刷となった人気の公務員教科書

名 突破
受講生数

Amazonベストセラー１位を獲得した著者ゆうシ先生が
これまでの「重要テーマ」に
新たな「新テーマ」を加えた

「本気で合格したい人の教養論文・論作文対策講座」
第6期生の募集開始です
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小論文・作文で、絶対に高評価を取る方法があります。
それは簡単で、高評価を取る書き方と評価方法を知ることです。
数千通を超える高評価の記載例を元に、講座の中で皆様にポイントをお
伝えしていきます。

教養論文・論作文に書き方はあるの？

① ゆうシ先生の高評価記載例
ゆうシ先生による高評価を取るためのオリジナルテキストや参考答
案例が付いています。キーワードやポイントを押さえて本番にその
まま使えます。

②「新傾向」に完全対応
予備校や市販本では対応していないSDGsやデジタルトランスフォ
ーメーションなどの「新傾向」にズバリ対応。「新傾向」をじっく
りと解説していきます。

③ 教養論文の予想模試
膨大な過去問から、近年の傾向を分析して本番を当てに行く「予想
模試」がついていますので、時間配分など現場での実践感覚を身に
着けてもらいます。

●本講座の特徴●

④ １テーマ約30分程度の講義
原則、１テーマ30分以内の講義だから、空き時間やスキマ時間を利
用して視聴することができます。あなたの学習効率を最大化

教養論文・論作文対策講座
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　● 教養論文で絶対に押さるテーマ

 ① 高齢化社会対策
 ② 少子化社会対策
 ③ 災害対策
 ④ 自治体のデジタル・トランスフォーメーション
 ⑤ 社会のデジタル・トランスフォーメーション
 ⑥ 多文化共生
 ⑦ 地球温暖化・食品ロス・海洋プラスチックごみ・環境問題全般
 ⑧ 児童虐待・子どもの貧困
 ⑨ 地方創生
 ⑩ SDGs・コロナウイルス感染症最新テーマ・その他の難解なテーマ・
 ⑫ 過去問解説編・国家一般職資料問題解説

① シティプロモーション
② スポーツ振興
③ ヤングケアラー問題
④ 子どもの自殺
⑤ カーボンニュートラル
⑥ その他最新テーマ

教養論文・論作文対策講座

● 2023年予想新テーマ

こちらのテーマには、
「特別区用解答例」もついています。

① 国家一般職予想模試
② 地方上級予想模試
③ 特別区予想模試

● 2023年予想模試

最新の試験傾向を踏まえて、
2023年の出題を予想した模試です。

全て解答例が付いています。

① 論作文の書くカタチ
② 論作文の書くナカミ

● 論作文対策

実際の解答例が付いています。



①課題式論文対策
大卒区分の教養論文をベースに社会人経験者試験の過去問を踏まえたテ
ーマを学習します。

講座内容

対象者

社会人経験者採用対策
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社会人経験者採用受験生

本気で合格したい人の課題式・職務経験論文講座

① タスク管理 ： タスク整理・優先順位の設定・スケジュール管理 
② 仕事の進め方 ： PDCA サイクル等 
③ 報連相・情報共有・職場の活性化 
④ チームワーク : コミュニケーション活性化 
⑤ リスク対応 ： 個人情報管理・業務上のリスクなど 
⑥ 業務改善 ： 仕事での問題意識と取組・解決事例 
⑦ チャレンジ ： 仕事での創意工夫・自己啓発・自己研� 
⑧ 仕事へのデジタル活用・仕事の効率化 
⑨ 働き方改革・ワークライフバランス 
⑩ コンプライアンス推進 ： 公務員倫理・ハラスメント防止 
⑪ リーダーシップ・若手の育成・ノウハウ継承 
⑫ 住民対応 ： 住民や利用者へのサービス・満足度向上 
⑬ 自身が目指す姿 ： 管理職登用等

②職務経験論文対策
行政職員の昇任試験での評価項目と基準をベースに、試験で評価される
内容を学習します。
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私は論文の書き方がわからなく0からのスタートだったのですが、ゆうし先生が1からご丁寧に初
学者でもわかりやすく教えて頂きました。また、公開添削では他の受験生の論文を見ることがで
き、私自身すごくいい刺激になったり、勉強になりました。そのおかげで最終的には全ての試験
で合格することができました。受講して本当によかったです。短期間ではありましたが、とても
お世話になりました。ありがとうございました。
 
Q.試験時に意識したこと
受験先→【特別区】
特別区は他の試験と比べ、文が長いため何を聞かれているか読み取らないといけません。よっ
て、最初の5分でまず何が聞かれているか、一番重要だと思われる箇所(ワード)を問題用紙に下線
を引きました。次に10分ほど、4ブロック法を使って大体の構成を考えました。特別区は構成が
非常に重要と聞いたため、日頃からどのテーマがきても4ブロック法で書けるように意識しまし
た。
 
受験先→【国家一般】
資料の読み取りをするときは、一番目立っているところ(グラフの場合一番高いところ等)にまる
をつけました。それから、読み取った資料をもとに何が課題か考えました。また、与えられた資
料は全て使いました。
 
Q.本講座がどのように役に立ったか
受験先→【特別区】
構成が非常に重要な特別区では、特に4ブロック法が役に立ちました。4ブロック法は、主に取り
組みを重点に置いてるため、特別区の特徴である「特別区職員としての取り組み」が書きやすか
ったです。また、論文講座では各テーマごとに、具体的な課題と取り組みを教えて頂いため、論
文だけでなく面接の時事問題でも答えることができました。
 
受験先→【国家一般】
資料形式の授業で、グラフ読み取り方を教えて頂いたため、試験時間が非常に短い国家一般の試
験でも、素早く読み取ることができました。また、この読み取った資料をどのように課題や取り
組みに入れるか、を実際に過去問を用いて教えて頂いたため、本番でも資料を入れることができ
ました。他に、ゆうし先生の論文は特別区のような自治体の試験だけでなく、国家でも使うこと
ができ、汎用性が非常に高かったです。国家一般は特に対策していなかったのですが、ゆうし先
生の論文を自分なりに書き、試験前日に資料形式の授業を視聴しただけで、おそらく満点を取る
ことができました。(ましゅー先生の表で計算する限り)
補足ですが、国家一般の筆記試験ではボーダーラインだったため、論文のおかげで最終合格する
ことができました。ありがとうございます。
 
以上です。再度にはなりますが、ゆうし先生の論文講座を受講して本当によかったです。今後の
ご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。

●上位合格者受講生の声●

教養論文・論作文対策講座

特別区内定
R.Kさん



講座時間が30分とコンパクトで、単元ごとに区切られていたため、隙間時間などに勉強しやすか
ったです。また、オープンチャットでの質問にすぐに答えてくださるサポート体制は、不安解消
にすごく役立ったと思います。

全体としてまとまった講座で、ゆうシ先生がおっしゃっていた書き方は応用が効き、大変満足で
きるものでした。ありがとうございました。
 
Q. 受験先ごとに意識したこと、役立ったこと
受験先→【特別区】
①意識したこと
問題が2問中1問選択式小論文なので、まずは問題をじっくりと読み、自分の知識で書けるかどう
かを吟味しました。また、リーダーシップや区民との共同など、住民と近い距離で接する区職員
として求められている視点を織り混ぜ、自分の実体験を述べることでリアリティーを持たせるよ
う意識しました。

②役立ったこと
少子高齢化、DXの観点を書くことで得点を取ることができるというゆうシ先生のお話から、迷っ
たらこの点を意識しました。今年の特別区は抽象的な問だったため、この書き方はとても役に立
ったと思います。
 
受験先→【国家一般職】
①意識したこと
特別区とは違い、より広い視野を持って書くように意識しました。国家公務員として、各自治体
に対して指示するような内容を書きました。その中で、人とのつながりを大切にするというコロ
ナによって減少してしまった部分を織り混ぜ、エネルギー問題との整合性をとりながらも、新し
いアイディアを書くよう意識しました。

②役立ったこと
国家一般は資料問題のため、書き方を知らなければ、点数を取ることはできませんでした。そこ
で、ゆうシ先生の講座で資料問題の書き方について教えていただいたので、それ通りの書き方が
できました。また、資料にあるQRコードから国や各自治体の取り組みについてアクセスすること
ができたので、より深く学ぶことができ、実際に具体例としてゆうシ先生から教えていただいた
CO2を圧縮したテトラポットについて書くことができ、よい点を取ることができました。
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●上位合格者受講生の声●

教養論文・論作文対策講座

国家一般職内定
　M.Kさん



ゆうシ先生の小論文の授業を受けて、苦手であった小論文
が、今では4ブロック法を用いて、すらすら書けるようにな
りました。補講でも、出題されやすいところをピックアップ
して資料を配布して頂きありがとうございました
試験の直前の確認に重宝しました！
おかげで、第1志望の県庁の面接では高得点を取る事がで
き、合格することが出来ました!!

受講生の声

論文・作文対策講座
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2月下旬に対策を始めたため、かなり遅いスタート・ 独学・
社会人で働きながらだったので大変でしたが、ゆうシ先生の
小論文特別講座やYouTubeの動画を活用し無事に合格する
ことができました。小論文で詳しく個別添削して頂いた論文
については、一次試験の小論文・二次試験の論述でそのまま
自信持って書くことができました。また、YouTubeも無料
で内容が豊富だったので仕事の移動中に聞きながら勉強する
ことができ、かなり助かりました。公務員試験受ける方には
かなりオススメ出来る講座だと思います。本当にありがとう
ございました。

ゆうシ先生
先生の密で丁寧な指導、対応のおかげで 東京消防庁I類の最
終合格をいただきました。 オンラインということもあり、
当初は不安を感じていましたが先生の絶対合格させるという
強い言葉や他の方に対しての丁寧なLINE対応を見て信頼で
きると感じました。DXの活用というイレギュラーなテーマ
でしたが、先生に教わった構成や着地点、バランスの視点の
おかげで 書き切ることができたのだと思います。私自身に
とってこの講義を受けてよかったということと感謝の気持ち
を伝えたく送らせていただきました。本当にありがとうござ
いました!

東京消防庁Ⅰ類
内定

社会人経験者枠
市役所内定

県庁内定
D.Sさん

S.Kさん

S.Oさん



面接対策講座

総論：面接基礎講義 全６回
各論：各種講義 全26回
補講：各種講義 全２回

面接対策講座
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基礎講座(全34回)

大手予備校10年以上勤務した方や元公務員など公務員試験に精通した講
師が受験生目線で丁寧にポイントを解説しています。
特に「高評価を取るための講義動画」や「各種試験の合格者の面接カー
ドが閲覧できる点」、そして「カリスマ講師との個別面接対応」が受講
生からご好評いただけております。

オリジナルテキスト動画講義

内定・合格のカギを握るのは、
国家でも地方でも人物試験です。

是非、本講座を頼って高評価を取ってきてください！

+

講義動画と模擬面接で皆様の合格をサポート

個別面接対応１回



●全公務員試験対象●

面接対策講座

-22-

地方公務員

試験全体の流れ
面接カードの書き方
質問例や面接の流れ

国家一般職

試験全体の流れ
面接カードの書き方
質問例や面接の流れ

官庁訪問

官庁訪問の基礎知識
官庁訪問の流れ
官庁訪問の質問例

労働基準監督官

試験全体の流れ
面接カードの書き方
質問例や面接の流れ
採用面接対策

国税専門官

試験全体の流れ
面接カードの書き方
質問例や面接の流れ
採用面接対策

特別区

試験全体の流れ
３分プレゼン対策
質問例や面接の流れ
区面接対策

公務員試験の面接総論

面接の基礎知識
面接対策の流れ・内容
面接カードの注意点とコ
ンピテンシー評価型面接

自己分析と面接カー
ドの書き方
頻出質問対策(1)
頻出質問対策(2)

補講

集団討論・グループ
ワーク対策
集団面接対策
面接A・B評価の狙い
方講座

裁判所事務官

試験全体の流れ
面接カードの書き方
質問例や面接の流れ

警察・消防

都道府県警の面接
警視庁の面接
東京消防庁の面接
地方消防の面接
海上保安官の面接

社会人

面接の基礎
面接のポイント
頻出質問対策対策
ESの書き方

※受験先ごとに 5 ~ 15 枚程度、合格者の面接カードを
　閲覧することができます。



受講生の声

面接対策講座
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国家公務員、地方公務員など、あらゆる公務員試験の面接対
策が充実しており、非常に助かりました。特に、面接カード
の記入例では多数の面接カードを参考にすることが出来たた
め、自分の面接カードをより良いものにすることが出来まし
た。また、文字数の目安も掲載されており、役立てることが
出来ました。本当にありがとうございました！

試験区分ごとに面接カード対策、面接対策などができ、どの
試験にも不安なく挑むことが出来ました。特に面接練習を１
回して頂いたことが自信につながりました。結果的に国税専
門官は即日内定を頂くことが出来ました。

初めての模擬面接だったので緊張しましたが、面接カードや
話す内容を細かく指導して下さり、とても助かりました。本
番前に受講しておいて本当に良かったです。

正直もっとお値段あげてもいいくらいハイクオリティな内容
でした。私は労働基準監督官志望で他の予備校に通っている
にもかかわらず情報があまり入ってこなかったので、労基の
面接などの流れや詳細などが書かれてあったのは本当に助か
りました。フルパックを元に練習や想定質問など考えるよう
にできますし、また複数併願されてる受験生にも対応がバッ
チリ(ほぼ、全受験先に対応しているのでは…？)されてお
り、公務員受験生にぜひ(独学者から予備校に通っている人
まで)勧めたいです。面接カードの記載例、面接の答え方な
ども詳しくかいてあっていつも参考にしておりました。



まずは公務員のライトHPへ

購入方法
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ご購入の流れ

https://koumuin-right.socialcast.jp/

公務員のライト

または、「公務員のライト」と検索

こちらのQRコード

公務員のライト

2023年受験
⾏政コース

2023年受験
社会⼈コース

2023年受験
警察官コース

2023年受験
消防官コース

https://koumuin-right.socialcast.jp/


購入方法

①会員登録⇒②講座購入⇒③動画視聴

STEP①：会員登録

メールアドレスを入力した後、
名前や生年月日等の基本情報を
入力すれば会員登録完了です！

STEP②：講座購入

再度、購入するボタンを押すと
「支払方法」の画面が出てくる
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購入方法

※お振込みの場合、お振込み確認後にご視聴いただけます。

STEP③：動画視聴

ご自身が購入したパックのページを開き、下にスクロール
すると、パックに含まれている動画があります。
これらは全て見放題です。

クリックすれば、動画を見る
ことができます！

決済後、すぐにご視聴いただけます。
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料金一覧

-27-

講座名 ⼀般価格 割引価格

たくまる数的 33,000円 13,200円

たくまる式重要過去問講座 33,000円 13,200円

公務員試験に特化した
社会・⼈⽂・⾃然科学講座

33,000円 13,200円

知識系重要過去問講座 33,000円 13,200円

本気で合格したい⼈の
教養論⽂・論作⽂対策

36,000円 18,800円

本気で合格したい⼈の
課題式論⽂・職務経験論⽂対策

40,000円 21,800円

模試10回セット 42,000円 24,800円

⾯接対策講座 35,000円 17,300円

⾯接対策講座（個別対策付き） 42,000円 24,800円

6か⽉完成フルパック 248,000円 59,800円

6か⽉完成フルパック（社会⼈） 258,000円 69,800円



SNS・お問合せ先

-28-

公務員専⾨のオンライン予備校

裏技・⾯接情報・最新情報発信

〇受講⽣3385⼈（11⽉29⽇現在）

〇フォロワー24846⼈（11⽉29⽇現在）

数的の裏技・語呂合わせ・時事対策

数的の裏技・⼀問⼀答・語呂合わせ

最新情報発信・何でも相談受付中

〇チャンネル登録者数46303⼈（11⽉29⽇現在）

〇フォロワー9478⼈（11⽉29⽇現在）

〇登録者数41129⼈（11⽉29⽇現在）

SNSまとめはこちら 受講相談はこちら

あなたの欲しい「最新」の受験先情報がLINEに届く！
〇登録者数最速で100⼈突破！




