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Chief's Message
行研へのいざない 〜「縁の下の力持ち」の矜持〜
国家試験指導センター行政研究所
所長

西川伸一

（政治経済学部教授）

「縁の下の力持ち」
という言葉があります。国語辞典を引くと
「他人のために陰で苦労、努力を
すること、
また、そのような人のたとえ」
と出てきます（『デジタル大辞泉 』）。
「縁の下」
と聞いても、
マンションなどそれがない家も多いためイメージがわかないかもしれません。
「縁側の下。
また、床下。」
（『同』）
のことです。
アニメの「サザエさん」
をみてください。猫のタマがよく縁の下に隠れています。
ふつうにできて当たり前、
できなければここぞとばかりに叩かれる。公務員とはそういう存在です。
はなばなしく顕彰されることはまずありません。一方で、何かミスがあれば強く指弾されます。2021年
12月に発覚した国土交通省の統計不正問題は記憶に新しいところです。
「信用を裏切った」などと
いう厳しい批判と常に隣り合わせになりながら、多くの公務員は「世の中に貢献したい」
と市民のた
めに地味な仕事を着実にこなしています。
さて、
コロナ禍も3年目に入りました。2020年3月の時点では、来年になれば花見ができるだろうと高
をくくっていました。
ところが、
だれもが予想できなかった「長期戦」になっています。その間に「エッセ
ンシャルワーカー」
ということばがすっかり定着しました。
「私たちの日常生活における、必要不可欠
な仕事（エッセンシャルサービス）
を担う労働者」のことです。公務員はまさにエッセンシャルワーカー
です。
コロナ対応の最前線で業務を担う彼らがいなければウィズコロナの社会は回りません。公務員
はエッセンシャルワーカーとして社会の「縁の下の力持ち」の役割を果たしているのです。
仕事ぶりをほめられるわけでもなく、
「人知れず微笑まん」をプライドにする公務員という職業を私
は尊敬しています。
こうした公務員の仕事に魅力を感じる学生は、ぜひ私たち行政研究所（略称・
行研ぎょうけん）の門を叩いてください。行研は公務員試験合格を目指す学生たちに、勉強する場
所とプロ講師による充実した授業を提供しています。
そこには、同じ志を持つ多くの仲間が集ります。
とりわけ、
みなさんに挑戦してほしいのは、最難関の国家公務員採用総合職試験です。
よく耳にする
「キャリア官僚」
とは、
この試験に合格して採用された国家公務員をさします。国の行政の中枢に
多くの明治大学出身者が入ることで、
この国はもっとよくなると私は確信してやみません。
「叩けよさらば開かれん」です。すぐに行動を起こして、行研であなたの近未来を具体的に設計
してみませんか。
2022年４月１日
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行政研究所の歴史と目的
公務員を志す明大生のために
行政研究所は、1957年（昭和32年）故弓家七郎名誉教授（当時政治経済学部長）により明治大学行
政研究指導室として設立されました。当時の目的は、
「国家公務員上級試験および地方公務員を目指す
特別研究生に対する指導を行い、併せて母校明治大学の学風振興に寄与しようとすること」であり、初代
特別研究生は約10名でした。それ以後、時代を経るとともに組織は様々に変化しながら、
その設立以来、多
くの有為な人材を輩出してきました。
設立から50年が経った2007年（平成19年）
に、大学に新たに設置された国家試験指導センターの傘下
に位置づけ直され、現在に至っています。現在では、
目標を「一人でも多くの国家公務員採用総合職試験
最終合格者を輩出すること」
としています。
現在、公務員は学生に根強い人気がある職種の1つです。そして、公務員になるためには「公務員試
験」を突破する必要があります。
しかしながら、
この「公務員試験」は大学入学試験以上の範囲と知識量
を求められるものです。すなわち、ただがむしゃらに勉強しているだけでは合格することが難しい試験と言
わざるを得ません。そのような「公務員試験」の対策として、民間予備校、独学、あるいは大学が設置して
いる対策講座などの手段が考えられます。
しかし、いずれにおいても費用や情報量、精神的サポートなど、
学生にとっての不安要素は尽きません。
行政研究所は、
「公務員を志す明大生のための明治大学の組織」です。皆さんが社会にとって有為な
‘‘良き公務員”として成長できるように、学業面に限らずあらゆる面で最大限のサポートをすることをお約束
します。

和泉分室のある和泉リエゾン棟

駿河台本室のある猿楽町校舎
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行政研究所のここがすごい！
l．
格安の費用
（消費税込み）

行政研究所

1年次

2年次

3年次

4年次

合計

6.6万円

6.6万円

13.2万円

6.6万円

33万円（※1）

民間予備校

52万円（※2）

52万円

※1：4年間在籍した場合の受講料及び入室利用料の合計
※2：一般的といわれている2年コースの割引後価格

行政研究所と民 間予備校の受講 料を比較すると上表のようになります。
このように行政研究所では、民間
予備校に比べて格安の受講料で講座を受講できます。

2．
手厚いサポート体制
行政研究所の講 師陣は、各予備校のトップ講師によって構成されています。
また、講義以外の論文 添削や面接対策など
の受験指導に追 加料金がかかりません。
さらに、行政研出身の先 輩公務員による実践的な面接指 導が受けられるという
メリットがあります。
これらの点は、予備校との最大の違いであると同時に、最高のサポートと言えるでしょう。

3．
仲間の存在
行政研究所には同じ目標を持つ仲間がいます。
また、夢を叶え、第一線で活躍している卒業生が 多数います。かつて同じ
立場であったO B・OGは面接指導など様々な場面でよき相談相手になってくれます。仲間や先輩の存 在は、公務員試験を個
人戦で戦う民間 予備校とは異なり、
とても心強い存 在と言えます。

4．
専用自習室がある！
和泉キャンパスには自習室とロッカーが、駿河台キャンパスには原則、各室生に専用の自習机とロッカーが用意されていま
す。
これにより普段から快適な環境で集中して勉強することができます。
また、和泉キャンパスでは学内 Wi-Fiを利用できるた
め、試験や説明会等の様々な情報を調べることも可能です。

5．
受験専門雑誌や参考図書を利用できる！
公務員試験の勉 強時に用いる教 科書や参考書が 事務室に用意されており、
自由に利用することができます（貸出制）。
通常、教科書や参考書と呼ばれる基本 書の多くは高価なため、勉強面のみならず、費用面でもメリットといえます。

6．
先輩から情報を教えてもらえる！
タテの繋がりは行政研究所の強 みです。毎年秋には、就職の決まった4年生による講演 会や追い出しコンパなど様々なイ
ベントが開催され、それらを通じて先輩と関わることができます。
また、OB・OGが非常に熱 心に後輩指導をしてくれます。公務
員試験は情報戦の側面もあり、OB・OGから多くの情報を得られることは大きなメリットになります。

7．
成績優秀者に対して奨学奨励金が支給される！
行政研究所では、1・2年生を対象とした模擬試験が 毎年冬に実施されています。1年間の学習の目標や理解度チェックの
材料として模擬試験は有効です。
この試験で優秀な成績を収めた室生に対しては奨学奨励金が支 給されます。

8．
国家総合職試験最終合格者には報奨金が授与される！
行政研究所の大目標は、国家総合職試験の最終合格者の輩出です。
この国家総合職 試験に1次合格および最終合格し
た室生には報奨 金が授与されます。倍率も難易度も高い試験ですが、室生になったら、ぜひ国家総合職 試験の最終合格を
目指してください。
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主な年間行事
春学期

入室試験

室生となるための第一歩です

春学期総会
OB・OGによる講演会、
懇親会

様々な職種の先輩方が、各種試験について話してくれます
合宿などイベントの説明をします

夏合宿（2年生対象）
面接対策

明治大学のセミナーハウスで合宿を行います
講師も同行し、
面接対策を行います

OB・OG 総会（隔年）

様々な職種の先輩に会える機会です

秋学期

秋学期総会
新幹部を決定します
4年生による合格体験報告、
懇親会 進路の決まった4年生による講演があります
模擬試験（1・2年生対象）

4年生作成の模擬試験です
成績優秀者には奨学奨励金の支給があります

政策研究ゼミ

国家総合職志望者向けの政策討論会です

追い出しコンパ

4年生はこの行事をもって行政研究所卒業となります

試験直前対策（3・4年生）

講義の他に論文指導、
面接対策を随時行います

※その他、学年ごとの懇親会や過去問を用いた自主模擬試験など、室生自らが計画するイベントもありま
す。

行政研究所には、年間を通して様々なイベントがあります。
このようなイベントを多く用意している最大の
目的は、
タテの繋がりとヨコの繋がりを深めることです。公務員試験を乗り切る上で、互いに刺激し合い、
協力できる仲間は必要不可欠です。そのため、
これらのイベントで多くの友人を作ることが合格に近づく
一歩であるといえます。
また、室生の提案により、新たなイベントを作ることも可能です。

政策研究ゼミ

2021年度
国家公務員採用総合職試験 合格者
報奨金授与式
（リバティタワー23階岸本辰雄ホール）
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カリキュラム
例．2019年度のカリキュラム

1年生
・
2年生

月

火

水

木

金

17：30~20：30

17：30~20：30

17：30~20：30

17：30~20：30

17：30~20：30

経済学

憲法

行政法

政治学

数的処理

（ミクロ・マクロ）

（春学期）

（通年）

（秋学期）

（通年）

土

民法
（秋学期）

3年生

17：30~20：30

17：30~20：30

17：30~20：30

17：30~20：30

17：30~20：30

13：00~17：30

法律系科目

経済系科目

法律系科目

数的処理

行政系科目

経済系科目

（共通）

（共通）

（共通）

文章理解

（共通）

法律系科目

教養論文

行政系科目

（共通）

（国家総合職）

※経済系科目：経済学・財政学・経済事情など
法律系科目：憲法・民法・行政法など
行政系科目：政治学・行政学・社会学・国際関係など
共
通：国家総合職、
一般職、
地方上級共通科目

和 泉キャンパスでは、1・2 年 生の合 同 講 義となっています 。これは、1・2 年 次から余 裕を持たせた勉
強を行なうことに加えて、それ以 外の時 間でいわゆる面 接 試 験の“ネタ”になるような経 験もしてほしい
という配 慮からです 。一 般 的に受 験 生は面 接における“ネタ作り”に苦 労 することが多いです 。そのと
き、1・2 年 次に経 験をしたアルバイトやボランティア、サークル活 動などの話が重 要になってきます。その
ため、例えば、1 年 次は月曜日と金 曜日の週 2日、2 年 次は火 曜日と水 曜日と木 曜日の週 3日という講 義の
受け方をすることで課外活動に取り組む時間が生まれ、1・2年次から様々な経験を積めるようになって
います。
駿河台キャンパスでは、週5日程度の授業が行われています。
また、
カリキュラム例にある科目に加え、刑法や
労働法などのいわゆる
「マイナー科目」や、人文科学系科目などの講義も順次開講され、
自分の志望する試験
に合わせた講義を受講することができます。
さらに、試験が近づいてくると、個人の要望にあわせた面接対策や
論文指導も行われるなど、
充実したカリキュラムとなっています。
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講師陣からのメッセージ（五十音順）
★加藤耕一先生（法律系科目担当）
求められる人になろうと努力する学生への協力は惜しみません。行政研究所の講師は、各試験に合わせ
た講義だけでなく、面接に必要な話す力・聞く力を身につけられるように指導することのできる頼りになる
方々です。明大生であることを大いに活用して下さい。

★近裕一先生（行政系科目担当）
行政系科目では、政治、行政、国際関係、社会一般について、幅広い知識を学んでいきます。学習を進め
るほどに知識が相互に結びつき、面白さが分かってきますので、
これから一緒に頑張っていきましょう。

★関野喬先生（教養科目担当）
数的処理は算数とパズルを合わせた科目で教養試験の要諦です。
「数」
と聞き拒否反応を示した人も大
丈夫。基礎から丁寧にやります。本当の意味での教養の話もできたらと思います。一緒に頑張りましょう。

★平野真武先生（経済系科目担当）
現在の日本は、多くの問題を抱えています。問題を解決し、
より良い社会を作り出していくことは大変なこと
ですが、大きなやりがいがあります。社会に対する興味と熱い思いを持った学生が、行政研究所に来るこ
とを期待しています。

★渡辺一郎先生（法律系科目担当）
格差のない豊かな日本、安全・安心な日本を築くという理想を実現するためには、法律案等を作成し、趣旨
説明ができなければなりません。行研では、試験を確実に突破できる実力養成が目的ですが、
日本を担う
人材育成も目指します。一緒に、がんばりましょう！

行政研究所の講師は、各予備校のオールスターが揃っています。親身になって指導にあたる講師ばかり
なので、合格の可能性を数段引き上げてくれる心強い存在となっています。
この他にも、文章理解、人文科学、教養論文、専門経済系科目、専門法律系科目などの講義を担当して
いる数々の講師がいます。少ない時間ながらも丁寧かつ熱心に教えてくれています。行政研究所の室生
は、
このような素晴らしい講師のもとで、最大限の力を発揮することができます。
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合格実績
過去10年間の行政研究所の合格実績と在籍者数は以下の通りとなっています。
職種
合格年度

2011年度
59名在籍
2012年度
57名在籍
2013年度
50名在籍
2014年度
55名在籍
2015年度
63名在籍
2016年度
53名在籍
2017年度
65名在籍
2018年度
83名在籍
2019年度
52名在籍
2020年度
56名在籍
2021年度
63名在籍

単位：人

国家総合職
（旧I種）

国家一般職
（旧II種）

4

10

30

13

29

86

7

4

30

11

10

62

5

5

24

8

10

52

10

8

37

5

11

71

8

16

45

4

11

83

8

21

39

3

20

91

8

8

39

6

14

75

12

21

60

9

31

133

7

18

33

2

29

89

8

18

30

5

17

78

12

24

33

7

32

108

地方上級

市役所

その他

合計

※合格者数は延べ人数
この表に記載している以外にも、昨年度は生田キャンパスの技術系公務員講座受講生1名が国家公務
員総合職に合格しています。
進路は、国家公務員総合職、国家公務員一般職、都道府県庁、市区町村、国税専門官などへの就職
に加え、民間就職や公共政策大学院への進学など様々です。
公務員試験の受験料は無料なので、多くの試験を併願することも可能です。
しかし、そのためには併願
可能な試験日程であるかの確認や、試験に合わせた個別の対応が少なからず必要であり、試験日時·内容
についてしっかりと把握することが大切です。
また、各種試験においては近年の公務員制度改革の流れの中で、試験の評価方法や筆記試験の出題
内容など細かい変更が年度ごとに目まぐるしく行われる傾向にあります。
したがって、実際に受験する際に
は各自でしっかりと調べて試験に臨む必要があります。
行政研究所では、必ず公務員試験を受験しなければならないわけではなく、進路を考える途中で民間
就職という道を選択する人もいます。先輩の中にも民間企業に就職している方が多数おり、先輩から話を
聞いたり、エントリーシートを添削してもらったりすることができる環境にあります。
公務員試験の受験も、民間企業への就職試験においても、志望先について知ることや面接対策を行う
ことは非常に大切なことです。行政研究所ではこのようなフォローが充実しています。
自分の将来を真剣に考える皆さんが、未来をその手に掴む最高の環境が行政研究所です。将来の日本
を背負って立つ皆さんの入室をお待ちしています。
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募集要項
l．
受験資格
①本学の学部生
②国家公務員採用総合職試験（法律区分、経済区分、政治・国際区分、教養区分）の
合格を第一志望とする者（＊受験資格②は、3年次入室試験受験者に限ります。）

2．
募集人数
1年生約100名
2年生約80名
3年生若干名

3．
入室試験

※2022年度の入室試験実施については、決定次第明治大学ホーム
ページ上にてお知らせします。

時期と会場（1・2年生）
（3 年 生）
受験料
試験内容

4月中旬・和泉・駿河台キャンパス
2年次の3月下旬・駿河台キャンパス
1,100円（消費税込み）
筆記試験（1次）
、
面接試験（2次）

4．
入室ガイダンス
毎年度4月に、和泉キャンパスで、
ガイダンスを行っています。
日時等については、Oho! Meijiにて配信し、和泉キャンパスに掲示します。
駿河台キャンパスで実施する入室試験は、2月下旬に行政研究所ホームページに掲
載し、Oh-o! Meijiにて配信します。

5.受験申込
1・2 年 生
3 年 生

和 泉キャンパスでの申し込み会 場は、ガイダンスにて発 表します 。
個 別に事 務 室（ 駿 河 台 ）で受け付けます 。

（消費税込み）
6.室費（年間）

1年生（和泉）
在室期間（5月上旬～翌年3月31日） 66,000円
2年生（和泉）
在室期間（5月上旬～翌年3月31日） 66,000円
3年生（駿河台） 在室期間（4 月 1 日～翌年3月31日） 132,000円
4年生（駿河台） 在室期間（4 月 1 日～翌年 卒業式） 66,000円
（＊別途、初めて入室する場合は入室登録料として5,500円がかかります。）
※募集人数や室費などについては変更する可能性があります。
各自、最新の情報は、必ず行政研究所のホームページで確認して下さい。
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OB・OGからのメッセージ
櫻井 友貴さん

造幣局（総合職採用）
（54期・2014年3月 法学部法律学科卒業）

成長を実感できる場所
私は、行政研究所に入室するまで、
自分に自信を持てずにいました。周りの友達と比
べて学力もなく、要領も良いとは言えず、
「言っていることがわからない」
「何を言いた
いのかわからない」
と周囲から言われるほど、極度に人前で話すことも苦手でした。そ
んな器用でもない自分を変えるとともに、国を支えたいと思い、国家公務員を志し、行
政研究所の門を叩きました。必死に鉛筆を動かして答案用紙を埋め、面接では持て
る限りの熱意をアピールした結果、無事に入室できたときは、
とても嬉しかったことを今
でも覚えています。
入室して驚いたことがあります。入室するまでは、行政研究所はひたすら「勉強」だ
けをする場所だと思っていました。
しかし、いざ入室してみると、総会やOB・OGとの交流会や懇談会があるなど、公
務員という職業の「生」の情報が入ってくる機会が多くありました。
また、友達もたくさんできました。試験本番を間近に控えている先輩の姿を見ながら、同じ目標を持つ５４期の仲間
たちと勉強し、気持ちを奮い立たせていました。いつしか、
「みんな一緒に合格を勝ち取りたい！」
「人前で挨拶をし
たり、話をする機会を積極的に経験するなど、場数をたくさん踏んで成長したい！」
「幹事長として初めて国家公務
員総合職に合格したい！」と思うようになり、立候補のうえ、
５４期のみならず行政研究所という組織を率いる「幹事
長」
という役職を務めました。行政研究所には、
このような幹部や合宿等を企画・運営する係活動などもあり、成長で
きるだけではなく仲間との思い出もたくさんできると思います。
行政研究所には、多くの合格者を輩出してきた実績のある講師陣がいます。教わったことを愚直に努力・実践し、
必死にしがみついていけば、確実に結果がついてきます。
私は現在、造幣局で運営を担う業務を担当していますが、行政研究所の講師、仲間、そして裏方ながら日頃のサ
ポートをいただいた事務室の職員さんの支えがあったからこそ、今ここで働けているのだと思うと、感謝しかありま
せん。
以上のように私は、当初から崇高な志を持って入室した学生ではありませんでしたが、今は造幣局の仕事を通じ
社会に貢献したいと思って仕事に励んでいます。少しでも公務や入室に対する意欲があるかたは、ぜひ行研の門
を叩いてみてください。
ここには書ききれないほどの貴重な経験ができると思います。
在学中たくさんのOB・OGにお世話になった分、私もOBとして皆さんの合格＋内定のためのお手伝いをさせてい
ただきます。お会いできる日を楽しみにしております。
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OB・OGからのメッセージ
加瀬 浩輝さん

参議院法制局（総合職採用）
（59期・2019年3月 法学部法律学科卒業）

日本の未来を創る同志とともに
皆さんは、
日々の生活の中で”社会の変化”を感じることはありますか。私も大学入学
直後は、ほとんど感じていませんでした。言うなれば、ゲームのリアルさやスマホの機
能などの技術の進歩を感じていたくらいでしょうか笑 しかし、
日本社会を取り巻く環境
は、
ダイナミックに日々刻々と変化しています。例えば、デジタル化、
カーボンニュートラル
に向けた動き、少子高齢化、安全保障環境の変化、感染症の蔓延などの変化が生じ
ています。そして、国家公務員は、
これらの変化にスピード感をもって的確に対応し、
将 来にわたって国 民が安 心して豊かな暮らしをすることができる社 会を構 築するた
め、多様な政策を立案しています。
私は、参議院法制局で働いており、議員の依頼に応じて法政策・法律案を立案する仕事をしています。
日頃の仕
事内容は、法政策の立案・条文化に向けた多種多様な論点について上司と議論をして、法政策を練り上げ、それ
を条文化して法律案にすることです。政策の立案は、簡単なものではありません。
しかし、様々な立場の国民に寄り
添って、現状の課題を把握し、憲法や他の制度との関係性を整理しつつ、上司と議論をして新たな政策を作り上げ
ることは、想像以上にクリエイティブでとても楽しいです。新たな政策を実行して現行の制度を改めていくという国
家公務員の仕事は、現行の制度を前提として仕事をする法曹や民間企業に比べて、そのフィールドが広くとても魅
力的だと思います。国家公務員は、
ルーティンワークでつまらないというイメージとは、かけ離れています。
国家公務員って面白そう
！と思っても、採用試験が難しいだろうと思う人も多いのではないでしょうか。国家公務員
総合職試験は自分には受からないだろう、大学入学当初の私もそう思っていました。
もちろん、国家公務員として日
本の未来を担うためには、それ相応の知識や能力が必要です。
しかし、
ちゃんと勉強すれば決して受からない試験
ではありません。
私は、高校受験の頃から一人で勉強するのが苦手で、周りが勉強しているからやらなきゃ！と感じるタイプでした。
ましてや通信教育で教材が送られてきても途中から溜まるだけでやらなくなってしまうタイプです笑 行政研究所で
は、同じく国家公務員を目指す優秀で真面目なたくさんの友達と出会うことができ、行政研究所の同期と共に励まし
あい、高め合いながら勉強することができました。
クラスやゼミ、サークルなどには、民間就職を目指す友達もいて、
特に大学３年の終わりから大学４年にかけて就活に向けた勉強や準備の方法やペースの違いを感じることもあっ
た中で、その時期も流されずにしっかり公務員試験の勉強が続けられたのは、行政研究所の同期がいたからだと
思っています。同じ志を持つ仲間と共に自習をしたり、
ご飯を食べるときに楽しく話して気分転換をしたりできたの
は、大きかったなと思っています。
また、公務員試験の試験科目はそこそこ多かったので、講師の先生が的確に指
導をしてくださったことは、効率的に適切なペースで勉強を進めていく上で非常に心強かったです。そして、行政研
究所のOB・OGの方々や事務の職員の方々も面接対策などで支えてくださり大変助かりました。
国家公務員の魅力、皆さんに伝わったでしょうか。皆さんも私たちとともに熱心に議論を重ねて日本の未来を創り
ませんか。そして、国家公務員・地方公務員を目指す方は、是非、行政研究所で同じ志を持つ仲間たちと出会い、
手厚いサポートをしてくださる講師の方々の下で共に勉強することをオススメします。
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OB・OGからのメッセージ
宮原 恵里菜さん

財務省税関（総合職採用）
（61期・2021年3月 政治経済学部経済学科卒）

進路に悩んでいるあなたへ
はじめまして、行 政 研 究 所 6 1 期 生の宮 原 恵 里 菜と申します。私は、令 和 3 年 4月に
東京税関に入関し、財務省関税局経済連携室という部署で、経済連携協定（EPA）
の窓口業務をしています。具体的には、E P Aの税関および関税に関する国際交渉
や、EPA発効に伴う事務作業の対応、税関手続きにおける輸出入企業への支援など
を行なっています。入省１年目から国際会議に携わり、対処方針や会議記録の作成
業務を経験するなど、非常に刺激的な日々を送っています。財務省としての立場や見
解を学んでいくとともに、実際の会議で条約を創り上げるなど歴史を紡ぐ場面に立ち
会った時はとてもワクワクしました。勿論、私自身はまだまだ未熟者で至らぬ点も多い
ですが、今後も謙虚に学ぶ姿勢を忘れず、
ひとりの行政官として成長したいと思っております。
私は大学入学前から国家公務員を目指していました。行研のことは入学前にパンフレットで知り、
１年生から入所
しました。行研では、格安の費用で高クオリティのサポートを受けることができます。特に感じるのは、行研を通じて
出会う多くの人に恵まれたことです。同じ目標を持つ行研の仲間は、辛い時期を高め合いながら一緒に乗り越えて
くれる大きな存在です。諦めたくなるとき、近くで頑張っている様子を見ると、
自分ももう少し頑張ろう、
と鼓舞すること
ができました。
講師の方は私たち一人一人を見てくださります。少人数なので、
こちらも質問しやすいですし、
日常のことから勉
強方法、そして進路について、何でも相談に乗っていただきました。特に進路については、一緒に考えてくださるの
で、頭も整理されますし、
自分の納得のいく答えを見つけられます。
行研のOG・OBが残してくださった体験談や面接記録・教材は大変貴重な参考資料です。勉強のスケジュール
感、併願先、行研以外の活動について、何通りものロールモデルがあります。自分のケースに近い方に直接連絡を
取ることもでき、親身に相談に乗っていただきました。
こうして知り合った先輩方は、今では頼れる上司になっている
こともあります。行研でのつながりは、学生時代で終わらず就職してからも続いていくので、大きな財産を得たと思っ
ています。
最後に、皆さんには、ぜひ学生のうちに臆せずいろいろなことに挑戦していただきたいです。進路を意識していな
くともどこかで得た経験が、今後を決める重要な判断の材料になるからです。私は、大学３年生という就活におい
てそれなりに重要な時期に、半年間の留学と1ヶ月の海外旅行に行きましたが、そこで得たものは私の価値判断の
要素になりましたし、税関という選択肢にもつながりました。
今はまだやりたいことが漠然としている方が多いかもしれませんが、様々な体験をして、
自分は何が好きなのか、
ど
んなことを大事にしたいか、譲れないものは何か、ぜひ考えてみてください。そうして形成された価値観をもとにこれ
から沢山の判断をしていくと思います。悩むことも多いかと思いますが、皆さんが納得のいく結論を出せることを心
から祈っています。いつでも応援しています！
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OB・OGからのメッセージ
原田 直樹さん

会計検査院
（62期・2022年3月 政治経済学部経済学科卒業）

迷ったら入って！行政研究所！
みなさん初めまして。62期の原田直樹と申します。
この度、会計検査院に一般職とし
て内定を頂きました。
今回、
この行政研究所パンフレットという貴重な場において、行政研究所の魅力を皆
さんに伝えていこうと思います。短い間ですが、お付き合いいただけると幸いです。
さて、私が行政研究所に入室したのは、入学当初に配られたこのパンフレットを読ん
だことがきっかけでした。大学一年生になる前、漠然と将来について考えているときに
行政研究所の存在を知り、パンフレット内の先輩方の生の声に触れたことで、公務員と
いう選択肢を考えるようになりました。私自身、最初は就職先の選択肢を増やす事が目
的でしたが、次第に公務員という職業に惹かれていきました。皆さんも、最初は将来の選択肢を増やすためなど、漠
然とした理由でいいと思います。少しでも興味があれば、入室を検討することをお勧めします。
次に、行政研究所に入室して感じた魅力についてお話しします。
まず、圧倒的に費用が安く済みます。パンフレットに詳しい費用について記載があると思いますが、国家総合職を
受験の場合、大手予備校の半分くらいの費用で済むと思います。大学に置いてあった某予備校のパンフレットを見
て、行政研究所の安さに愕然としたのを覚えています。
しかしその一方で、授業の質、勉強の環境、面接対策などは一級品だと思います。講師の方々は、経験も豊富で
授業は大変わかりやすく面白いです。
また、
自分専用のロッカーが与えられ、
自習室も広く、多くの参考書や先輩方
の活動報告書が事務室にあります。
さらに面接対策では、
自身を見つめ直し相手に伝わりやすいアピールの方法を
学ぶ事ができます。
さらに、行政研究所最大の魅力として、同じ志を持った仲間が多くいるということが挙げられます。同じく公務員を
目指す者どうし、互いに協力し、時には励まし合える仲間と多く出会うことが出来ます。私も行政研究所で多くの仲
間と出会いました。特に、国家総合職二次試験前に彼らと面接対策を遅くまでしたことは強く印象に残っています。
私にとって彼らはライバルであり、支え合える仲間であり、そんな人達と出会える機会は滅多にないと思います。
最後になりますが、私は行政研究所に所属して本当に良かったと思います。私は行政研究所で多くの知識を身
につけ、多くの仲間と出会い、本気で自分の将来に向けた努力をすることが出来ました。皆さんも様々な想いを抱え
てこのパンフレットを読んでいると思います。
ここまで私の個人的な意見を一方的に話してしまいましたが、皆さんも
行政研究所に入れば同じことを思うと考えています。繰り返しにはなりますが、公務員を志望している人はもちろん、
少しでも興味を持った方は積極的に行政研究所の扉を開いてみて欲しいと思います。
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国家試験指導センター 行政研究所
HP https://www.meiji.ac.jp/netsc/admin_lab/index.html

駿 河 台 本 室
TEL.03-3296-4420
〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町2-4-1

BS11ビル

明治大学猿楽町第一校舎1階

化学
会館

E-mail : gyoken@cmm.meiji.ac.jp
［開室時間］

平 日 9：30〜18：00
土曜日 9：30〜13：00

和 泉 分 室
TEL.03-5300-1448
〒168-8555
東京都杉並区永福1-9-1
和泉リエゾン棟2階

E-mail : izgyosei@cmm.meiji.ac.jp
［開室時間］

平 日 10：00〜18：00

（土曜日 閉室）

