
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2020 年 6 月 

塾内容説明資料  

JR千葉駅から徒歩６分 

オンライン授業可能！公務員目指すなら 

公務員専門塾 勇気 
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２．「公務員専門塾 勇気」の指導方針 

３．「公務員専門塾 勇気」の特徴 

４．学習の流れ 

５．指導コースの紹介 

６．よくある質問 

７．お問い合わせ 

 

 

 



１． 代表挨拶 

この度は、「公務員専門塾 勇気」の塾内容説明資料をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 

 代表の田中と申します。 

 

 私が公務員専門の塾を立ち上げ、公務員を目指す方の最終目標である公務員試験合格を達成するために尽

力していこうと思い至ったのは、「公務員になるには専門学校へ行かなければならない」という点です。 

 私は専門学校へ行き公務員試験を受け、その後消防士となりましたが、高校生の頃にも独学で勉強し、公

務員試験を受けております。しかしなぜ、高校という環境なのに独学で勉強しなければならなかったのか。

それは、私が通っていた高校では大学受験をする生徒が優先され、私のように公務員試験を受ける生徒な

どは対応が後回しとなり、また先生側も公務員試験対策の知識を持っていないため、十分な対応とはなら

なかったからです。そういったことから独学で勉強するしかありませんでした。 

 さらに、昨今の高卒区分の公務員試験は現役高校生よりも専門学生のほうが圧倒的に多く、特に専門学生

は専門学校で公務員試験についての勉強を十分にしてきているため、独学で太刀打ちするのは難しく、限

られた合格の枠を専門学生に取られてしまっている状況です。 

これが「公務員になるには専門学校へ行かなければならない」となっている要因です。 

 しかし、専門学校は年間数百万という多額の授業料がかかるので、金銭的に通うことが難しく高校生の時

に合格できず公務員をあきらめる人や、専門学校へ入学しても、授業料が払えないため強制退学になって

公務員をあきらめた人など専門学校へ通えないという理由で公務員をあきらめた人は数多くいます。 

 他にも高校卒業後、働きながら公務員を目指す社会人は、専門学校へ通う時間が取れないため独学で勉強

するなど専門学校の通学の有無で試験に対する有利不利という状況ができてしまっています。 

  

 私は専門学生の頃から公平性を重視するはずの公務員試験がこのような形で不公平になっている現状に

疑問を抱き、その「公務員になるには専門学校へ行かなければならない」という現状を打開するべく模索

した結果、公務員専門の塾の立ち上げに思い至りました。 

 そのため「公務員専門塾 勇気」では専門学校へ通わずとも公務員試験に合格できるという考えのもと、

知識や経験を生かした質の高い授業や対策を軸に、誠心誠意日々の指導にあたらせて頂きます。 

 公務員試験合格という明るい未来、その一助となれましたら幸いです。 

 

公務員専門塾 勇気 

代表  田中 勇気  1991年 11月 18日生(28歳) 

千葉県立袖ケ浦高校 卒業 

大原簿記公務員専門学校 公務員コース 2 年制 卒業 

市原市消防局 奉職 

※写真は 2012 年の消防士時代のものです 

3 歳から 20歳までサッカーに励み、ゴールキーパーを務める。専門学生時代は全国大会に出場。また、学生時

代はサッカーに明け暮れる傍ら、母親の影響で地域のボランティア団体に所属。数々のボランティア活動を通

して地域貢献に魅力を感じ、サッカーで得た体格を生かせる消防士を目指す。専門学校では偏差値 70を超え、

数多くの公務員試験に合格し、市原市消防局に奉職。しかし専門学生時代に抱いた疑問から公務員専門塾の立

ち上げを決意し辞職。塾生全員が公務員試験に合格し、笑って卒業することを目標としている。 



２．「公務員専門塾 勇気」の指導方針 

「目標：公務員試験合格」 

～社会に出て活躍できる能動的な人材を育成～ 

「公務員専門塾 勇気」は、公務員試験に合格することを目的とした塾です。 

そのためには、様々なクリアすべき課題や自分の弱点を塾生自ら理解し、共に段階的な計画を立て、共有して

いきます。そして、塾生が試験合格後も社会に出たときに自ら考え、計画し、自ら行動していく能動的な人材

への育成につながっていくと考えています。 

 

～ 現状 ～ 

●公務員合格という目標はあるが自分の今の課題がわからない。 

  －結果、努力の方向性を間違えてしまう 

  －結果、致命的な弱点を残したままになってしまう 

●目標に向かっての段階的な計画が立てられない 

  －結果、努力が継続しない 

  －結果、成長を実感できず気持ちが落ち込む 

↓ 
～ 学習サイクル ～ 

 

分析 … 自分の課題や弱点の理解 

   ↓ 

方針 … 取り組むべき方向性の決定 

   ↓ 

計画 … 成長を実感できる計画づくり 

   ↓ 

実行 … 実際に行動に移す 

   ↓ 

評価 … 計画の達成率の確認 

   ↓ 

改善 … 計画の再設定 

塾生と共有し明確な道筋で徹底フォロー 

↓ 

塾生自ら考え、計画し、自ら行動していく能力の土台が育つ 

1.洞察力  2.計画性  3.実行力  4.主体性 



３．「公務員専門塾 勇気」の特徴 

❶成長を実感！「公務員専門塾 勇気」の＜学習サイクル＞ 

 この画像は学習の PDCAサイクルと言えるもので、これを

用いて塾生たちは、現段階での課題や弱点を理解し、解決

のために何が必要かを自分で考えます。 

 また、共に計画を立てていくため、無理のない段階を踏

んだ計画づくりができます。 

 よって、自分が学んでいることに対しての意識付けがさ

れるため、計画の達成する前と後での違いを感じ取ること

ができ、それにより塾生自ら学習面での成長を実感するこ

とができます。 

 

❷集団指導×個別指導！少人数制だからできる＜ハイブリット授業＞ 

 

 

❸一方通行にならない！＜状況に応じた授業進行＞ 

 

どんなに質の高い授業をしても塾生が理解できなければ何

の意味もありません。最近では、通信講座による公務員試験対

策もありますが、通信講座は理解度を確認しながらの進行が出

来ないため、つまずいてしまった場合の対処が難しく、結果的

に通信講座を辞めてしまうなどの状況に陥りがちです。 

 「公務員専門塾 勇気」では理解度を確認し、状況に応じた授

業進行を心がけています。 

 

 

✖ 
 

素晴らしい学習サイクルを作っても、指導方法を間違

えては塾生の成長にはつながりません。 

 大手塾のような大人数の集団指導では、塾生一人ひと

りに目が行き届かないため、結果的に講義は聴くだけの

状態になってしまいがちです。一方、個別指導塾のよう

にマンツーマンレッスンのみだと、手取り足取りの指導

になってしまって、勉強は教わるだけのものだと誤認し

てしまいます。 

「公務員専門塾 勇気」では、全員に目が行き届くよう

少人数制の集団指導で競争心を刺激し、モチベーション

を保ちつつ、塾生それぞれの理解度に応じて一時的に個

別指導に切り替えるなど臨機応変に対応していきます。 



４．学習の流れ 

大きく分けて３つの区切りで行います。 

基礎授業期 

公務員試験の１次試験である教養問題を解くにあたって必要な知識を学ぶ期間で

す。当塾のメインとなるとても大事な期間となっており、ここでどれだけ知識を付

けられるかでこの後の期間に割ける時間が決まってきます。 

３つの期間のうちの大部分はこの基礎授業期となります。 

※状況に応じて現役公務員によるガイダンスも予定しています。 

 ↓ 

１次試験答練期 

本番に近い出題方法や難易度で本番と同じ時間で行う模擬試験の期間です。 

基礎授業期の進行状況にもよりますが、試験日の１～２か月程度前から実施し、当

日までの期間はすべて模擬試験とその解説を行います。 

基礎授業期で得た知識を発揮する総仕上げの期間となります。 

 ↓ 

２次試験対策期 

２次試験である面接試験の対策を行う期間です。 

１次試験終了後から実施し、志望動機や自己 PR などを作成、その後は、本番に近

い状況を作り、２次試験当日まで繰り返し面接の練習をしていきます。 

公務員試験合格まであと少しの最終段階となります。 

 

一日のスケジュール 

例：高校生クラスの月曜日 

１８：００～２１：００の時間割 

① 基礎授業期の場合 

１８：００～１８：１０ 各種連絡事項の伝達 

１８：１０～１９：３０ １限目授業 

１９：３０～１９：４０ １０分間の休憩 

１９：４０～２１：００ ２限目授業 

 

② １次試験答練期の場合 

［１週目］                     ［２週目］ 

１８：００～１８：１０ 各種連絡事項の伝達  １８：００～１８：１０ 各種連絡事項の伝達 

１８：１０～１８：４０ 答案返却及び解説 → １８：１０～１９：１０ 答案返却及び解説 

１８：４０～１８：５０ １０分の休憩  １９：１０～１９：２０ １０分の休憩 

１８：５０～１９：００ 模擬試験説明 ← １９：２０～１９：３０ 論作文模擬試験説明 

１９：００～２１：００ 模擬試験  １９：３０～２１：００ 論作文模擬試験 

※１次試験答練期は、この２サイクルを繰り返し行います。 

 



５．指導クラス・コースの紹介 

 

入会金 税込２０，０００円 

※各クラスとも上記の金額をかかります 

 

高校生クラス（各コースすべてオンライン授業に変更できます） 

高校生区分（Ⅲ類、初級）の試験対策コースです。 

高校で学んだ基礎知識を使って、公務員試験に特化した授業を行います。 

コースは 【① 週１回授業コース】 【② 週２回授業コース】 の２種類です。 

どちらのコースも基本的には対面授業ですが、オンライン授業へ変更もできます。 

 

① 週１回授業コース 

  下記のどちらか一方の日程を選択していただきます。 

区分 授業日 時間 

高校生クラス 日曜日 １６：００～１９：００ 

または 

高校生クラス 月曜日 １８：００～２１：００ 

※週１回授業コースは数的推理、判断推理、図形、資料解釈などの知能分野が中心となります。 

 

② 週２回授業コース 

区分 授業日 時間 

高校生クラス 火曜日 １８：００～２１：００ 

※週２回授業コースは知能分野に加えて、上記の日程で政治や経済などの知識分野の授業も行います。 

 こちらのコースは１次試験答練や２次試験対策も週２回ずつ行います。 

 

コース 授業料 

週１回授業コース ￥３０，０００－ 

週２回授業コース ￥５０，０００－ 

※途中でコースを変更することも可能です。 

 

社会人クラス（オンライン授業に変更できます） 

社会人区分（係員級）の試験対策コースです。 

週１回の３時間授業であり、社会人区分の公務員試験対策を行います。 

基本的には対面授業ですが、オンライン授業に変更もできます。 

区分 授業日 時間 授業料 

社会人クラス 日曜日 ２０：００～２３：００ ￥３０，０００－ 

 

 



６．よくある質問 FAQ 

Q. 安全対策はどうなっていますか？  

 

A. 塾生の安全を守るため、塾に来た際、また帰宅さ

れる際にその旨をご連絡させていただきます。 

Q. 自転車で通うことは可能ですか？ 

 

A. ビル１階のエレベーター付近のスペースに駐輪可

能ですが、数に限りがございます。 

Q. 自家用車で通うことは可能ですか？ A. 近くに複数のコインパーキングがございますので

可能です。（１時間１００円～） 

Q. 塾内で飲食をすることはできますか？ 

 

A. 可能です。近くにコンビニもございますので上手

にご活用ください。 

Q． オンライン授業はどのように行いますか？ A. アプリやテレビ電話などを使って、通常の対面授

業をリアルタイム配信します。お手持ちのスマー

トフォンやパソコンでご覧ください。また、双方

向型で行うので、オンライン授業でも質疑応答が

可能です。 

Q． 日によって対面授業かオンライン授業かを選択し

たいのですが可能ですか？ 

A. 可能です。前日までにご連絡ください。授業で使

用する練習問題などのプリント類はデータで送

信し、後日紙媒体でお渡しします。ご安心くださ

い。 

Q． 途中からコースの変更はできますか？ A. できます。ご家庭の状況に合わせて、臨機応変に

対応いたします。お気軽にご相談ください。 

Q． １次試験答練期や２次試験対策のみの受講はでき

ますか？ 

A. できます。ご相談ください。 

Q． 遠方のため、通うのが厳しいのですが… A. ご安心ください。オンライン授業も可能ですので、

遠方の方でもご利用いただけます。 

また、オンライン授業のみで受講される方は、テ

キストやプリントなどの配布物をこちらから郵送

しますのでご安心ください。 

Q． 千葉県外の公務員試験を受ける予定なのですが受

講しても大丈夫ですか？ 

A. ご安心ください。公務員試験の対策は全国ほぼ共

通です。 

Q. 授業料の支払い方法はどのような形ですか？  A. 当月の最後の授業日までに翌月の授業料を集金い

たします。オンライン授業のみで受講される方は

口座振り込みにて対応しております。 

 

７．お問い合わせ 

公務員専門塾 勇気 
MAIL  yuuki.kgk@gmail.com 

TEL  080-5514-8046 

住所 千葉市中央区栄町３５－１１ 日商ビル ４階 

     （Heart Smile サロン内） 

mailto:yuuki.kgk@gmail.com

