
★4月1日現在のスケジュールです。今後大学の学事や天候等で日程が変更する場合があります。★教室は「マイページ」で確認してください。　★ライブ講義の様子をビデオ撮影し、翌営業日の１４時までにデータをアップし、ビデオ視聴可能とします。　
◆ の色がついた日程、科目は技術職コース、教養コースの受講生のスケジュールです。行政職コースは「技術職特別講義」以外のすべての講義が出席対象です。　◆下記以外に「刑法」「労働法」「会計学」「経営学」（いずれもビデオ講義）が加わります。

日 曜 時間 科目名 コマ目 講師 日 曜 時間 科目名 コマ目 講師 日 曜 時間 科目名 コマ目 講師
5/14 金 18:10-19:40 開講オリエンテーション 講座事務局 9/24 金 10:20～14:20 経済原論 (29)(30) 入江　　帝 1/7 金 18:10-21:20 行政学 (5)(6) 野口　宗彦
5/17 月 18:10-21:20 憲法 (1)(2) 北村　祐人 9/25 土 10:20～16:00 民法 (35)(36)(37) 北村　祐人 1/13 木 18:10-21:20 行政学 (7)(8) 野口　宗彦
5/18 火 18:10-21:20 社会科学（経済） (1)(2) 入江　　帝 10/2 土 10:20～16:00 民法 (38)(39)(40) 北村　祐人 1/17 月 18:10-21:20 行政学 (9)(10) 野口　宗彦
5/19 水 18:10-21:20 数的処理 (1)(2) 高田　哲寛 10/4 月 18:10-21:20 面接対策講義 (1)(2) 森本　美穂 1/18 火 18:10-21:20 行政学 (11)(12) 野口　宗彦
5/21 金 18:10-21:20 憲法 (3)(4) 北村　祐人 10/5 火 18:10-21:20 経済原論 (31)(32) 入江　　帝 1/22 土 9:30-16:45 第2回オリジナル模試 講座事務局
5/22 土 10:20～16:00 社会科学（経済） (3)(4)(5) 入江　　帝 10/6 水 18:10-21:20 人文科学 (1)(2) 野口　宗彦 1/27 木 18:10-21:20 資料解釈 (1)(2) 高田　哲寛
5/24 月 18:10-21:20 憲法 (5)(6) 北村　祐人 10/7 木 16:30～19:40 民法答練 (1)(2) 北村　祐人 1/28 金 18:10-21:20 資料解釈 (3)(4) 高田　哲寛
5/25 火 18:10-21:20 社会科学（経済） (6)(7) 入江　　帝 10/8 金 18:10-21:20 人文科学 (3)(4) 野口　宗彦 1/29 土 10:20～14:20 技術職特別講義 (3)(4) 丸山　大介
5/26 水 18:10-21:20 数的処理 (3)(4) 高田　哲寛 10/9 土 10:20～16:00 行政法 (1)(2)(3) 北村　祐人 2/5 土 10:20～11:50 進路ガイダンス (3) 高田　哲寛
5/28 金 18:10-21:20 憲法 (7)(8) 北村　祐人 10/11 月 18:10-21:20 人文科学 (5)(6) 野口　宗彦 2/5 土 12:50～16:00 政策論文対策講義 (1)(2) 高田　哲寛
6/8 火 18:10-21:20 経済原論 (1)(2) 入江　　帝 10/12 火 18:10-21:20 論作文講義 (1)(2) 京城　明日香 2/9 水 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (1)(2)(3) 高田　哲寛
6/9 水 18:10-21:20 数的処理 (5)(6) 高田　哲寛 10/15 金 18:10-21:20 人文科学 (7)(8) 野口　宗彦 2/10 木 10:20～16:00 財政学 (1)(2)(3) 入江　　帝
6/11 金 18:10-21:20 憲法 (9)(10) 北村　祐人 10/16 土 10:20～16:00 行政法 (4)(5)(6) 北村　祐人 2/14 月 10:20～14:20 面接対策講義 (5)(6) 森本　美穂
6/14 月 18:10-21:20 憲法 (11)(12) 北村　祐人 10/18 月 18:10-21:20 人文科学 (9)(10) 野口　宗彦 2/15 火 10:20～16:00 財政学 (4)(5)(6) 入江　　帝
6/15 火 18:10-21:20 技術職特別講義 (1)(2) 丸山　大介 10/19 火 18:10-21:20 経済原論 (33)(34) 入江　　帝 2/16 水 10:20～14:20 論作文講義 (5)(6) 京城　明日香
6/15 火 18:10-21:20 経済原論 (3)(4) 入江　　帝 10/21 木 16:30～19:40 行政法 (7)(8) 北村　祐人 2/17 木 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (4)(5)(6) 北村　祐人
6/16 水 18:10-21:20 数的処理 (7)(8) 高田　哲寛 10/22 金 18:10-21:20 文章理解 (1)(2) 京城　明日香 2/19 土 9:30-15:30 第4回産経公務員模試 講座事務局
6/18 金 18:10-21:20 憲法 (13)(14) 北村　祐人 10/23 土 10:20～16:00 行政法 (9)(10)(11) 北村　祐人 2/21 月 10:20～14:20 財政学 (7)(8) 入江　　帝
6/21 月 18:10-21:20 憲法 (15)(16) 北村　祐人 10/25 月 18:10-21:20 人文科学 (11)(12) 野口　宗彦 2/28 月 10:20～14:20 財政学 (9)(10) 入江　　帝
6/22 火 18:10-21:20 経済原論 (5)(6) 入江　　帝 10/26 火 18:10-21:20 経済原論 (35)(36) 入江　　帝 3/1 火 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (7)(8)(9) 北村　祐人
6/23 水 18:10-21:20 数的処理 (9)(10) 高田　哲寛 10/27 水 18:10-21:20 文章理解 (3)(4) 京城　明日香 3/2 水 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (10)(11)(12) 北村　祐人
6/24 木 18:10-20:10 スチューデントEQ解説会 (1) 講座事務局 10/29 金 18:10-21:20 人文科学 (13)(14) 野口　宗彦 3/4 金 10:20～16:00 時事・社会政策 (1)(2)(3) 野口　宗彦
6/25 金 18:10-21:20 憲法 (17)(18) 北村　祐人 10/30 土 10:20～16:00 行政法 (12)(13)(14) 北村　祐人 3/5 土 9:30-16:45 第3回オリジナル模試 講座事務局
6/28 月 18:10-21:20 憲法 (19)(20) 北村　祐人 11/1 月 18:10-19:40 人文科学 (15) 野口　宗彦 3/7 月 10:20～14:20 財政学 (11)(12) 入江　　帝
6/29 火 18:10-21:20 経済原論 (7)(8) 入江　　帝 11/1 月 19:50-21:20 自然科学 (1) 野口　宗彦 3/7 月 14:30～16:00 会計学VTRフォロー (1) 入江　　帝
6/30 水 18:10-21:20 数的処理 (11)(12) 高田　哲寛 11/2 火 18:10-21:20 経済原論 (37)(38) 入江　　帝 3/8 火 10:20～16:00 時事・社会政策 (4)(5)(6) 野口　宗彦
7/2 金 18:10-21:20 憲法答練 (1)(2) 北村　祐人 11/4 木 18:10-21:20 自然科学 (2)(3) 野口　宗彦 3/9 水 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (13)(14)(15) 野口　宗彦
7/5 月 18:10-21:20 民法 (1)(2) 北村　祐人 11/5 金 18:10-21:20 自然科学 (4)(5) 野口　宗彦 3/14 月 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (16)(17)(18) 高田　哲寛
7/6 火 18:10-21:20 経済原論 (9)(10) 入江　　帝 11/6 土 10:20～11:50 進路ガイダンス (2) 北村　祐人 3/15 火 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (19)(20)(21) 野口　宗彦
7/7 水 18:10-21:20 数的処理 (13)(14) 高田　哲寛 11/6 土 12:50～16:00 行政法 (15)(16) 北村　祐人 3/16 水 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (22)(23)(24) 北村　祐人
7/9 金 18:10-21:20 民法 (3)(4) 北村　祐人 11/8 月 18:10-21:20 自然科学 (6)(7) 野口　宗彦 3/17 木 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (25)(26)(27) 北村　祐人
7/12 月 18:10-21:20 民法 (5)(6) 北村　祐人 11/9 火 18:10-21:20 経済原論 (39)(40) 入江　　帝 3/18 金 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (28)(29)(30) 北村　祐人
7/13 火 18:10-21:20 経済原論 (11)(12) 入江　　帝 11/10 水 18:10-21:20 自然科学 (8)(9) 野口　宗彦 3/22 火 10:20～16:00 直前憲法 (1)(2)(3) 北村　祐人
7/14 水 18:10-21:20 数的処理 (15)(16) 高田　哲寛 11/12 金 18:10-21:20 自然科学 (10)(11) 野口　宗彦 3/23 水 10:20～16:00 直前憲法 (4)(5)(6) 北村　祐人
7/16 金 18:10-21:20 民法 (7)(8) 北村　祐人 11/13 土 10:20～16:00 行政法 (17)(18)(19) 北村　祐人 3/24 木 10:20～16:00 直前民法 (1)(2)(3) 北村　祐人
7/17 土 18:10-21:20 民法 (9)(10)(11) 北村　祐人 11/15 月 18:10-21:20 自然科学 (12)(13) 野口　宗彦 3/25 金 10:20～16:00 直前数的処理 (1)(2)(3) 高田　哲寛
7/19 月 18:10-21:20 民法 (12)(13) 北村　祐人 11/16 火 18:10-21:20 経済原論 (41)(42) 入江　　帝 3/26 土 10:20～16:00 記述経済原論 (1)(2)(3) 入江　　帝
7/20 火 18:10-21:20 経済原論 (13)(14) 入江　　帝 11/17 水 18:10-21:20 自然科学 (14)(15) 野口　宗彦 3/28 月 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (31)(32)(33) 入江　　帝
7/21 水 18:10-21:20 数的処理 (17)(18) 高田　哲寛 11/18 木 18:10-21:20 文章理解 (5)(6) 京城　明日香 3/29 火 10:20～16:00 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (34)(35)(36) 入江　　帝
7/24 土 10:20～16:00 経済原論 (15)(16)(17) 入江　　帝 11/19 金 18:10-21:20 社会科学（経済以外） (1)(2) 野口　宗彦 3/30 水 10:20～14:20 公務員試験ｾﾚｸﾄ講座 (37)(38) 入江　　帝
7/27 火 18:10-21:20 経済原論 (18)(19) 入江　　帝 11/20 土 10:20～11:50 行政法 (20) 北村　祐人 3/31 木 10:20～11:50 記述経済原論 (4) 入江　　帝
7/28 水 18:10-19:40 進路ガイダンス (1) 高田　哲寛 11/20 土 12:50～16:00 行政法答練 (1)(2) 北村　祐人 3/31 木 12:50～16:00 直前経済系 (1)(2) 入江　　帝
7/28 水 19:50-21:20 数的処理 (19) 高田　哲寛 11/22 月 18:10-21:20 社会科学（経済以外） (3)(4) 野口　宗彦 4/1 金 10:20～16:00 直前経済系 (3)(4)(5) 入江　　帝
8/7 土 10:20～16:00 数的処理 (20)(21)(22) 高田　哲寛 12/1 水 18:10-21:20 経済原論 (43)(44) 入江　　帝 4/2 土 10:20～16:00 直前民法 (4)(5)(6) 北村　祐人
8/16 月 10:20～16:00 民法 (14)(15)(16) 北村　祐人 12/2 木 18:10-21:20 経済原論答練 (1)(2) 入江　　帝 4/4 月 18:10-21:20 直前経済系 (6)(7) 入江　　帝
8/17 火 10:20～16:00 数的処理 (23)(24)(25) 高田　哲寛 12/3 金 18:10-21:20 社会科学（経済以外） (5)(6) 野口　宗彦 4/5 火 18:10-19:40 直前経済系 (8) 入江　　帝
8/20 金 10:20～16:00 経済原論 (20)(21)(22) 入江　　帝 12/6 月 18:10-21:20 社会科学（経済以外） (7)(8) 野口　宗彦 4/5 火 19:50-21:20 経済事情 (1) 入江　　帝
8/21 土 10:20～16:00 数的処理 (26)(27)(28) 高田　哲寛 12/7 火 18:10-21:20 政治学 (1)(2) 野口　宗彦 4/6 水 18:10-21:20 経済事情 (2)(3) 入江　　帝
8/23 月 10:20～16:00 民法 (17)(18)(19) 北村　祐人 12/8 水 18:10-21:20 政治学 (3)(4) 野口　宗彦 4/7 木 18:10-21:20 経済事情 (4)(5) 入江　　帝
8/24 火 10:20～16:00 民法 (20)(21)(22) 北村　祐人 12/9 木 18:10-21:20 面接対策講義 (3)(4) 森本　美穂 4/8 金 18:10-19:40 経済事情 (6) 入江　　帝
8/27 金 10:20～16:00 数的処理 (29)(30)(31) 高田　哲寛 12/10 金 18:10-21:20 政治学 (5)(6) 野口　宗彦 4/8 金 19:50-21:20 直前会計学 (1) 入江　　帝
8/28 土 10:20～16:00 数的処理 (32)(33)(34) 高田　哲寛 12/11 土 9:30-16:45 第1回オリジナル模試 講座事務局 4/9 土 9:30-15:30 第5回産経公務員模試 講座事務局
9/1 水 10:20～16:00 民法 (23)(24)(25) 北村　祐人 12/13 月 18:10-21:20 政治学 (7)(8) 野口　宗彦 4/12 火 18:10-21:20 直前民法 (7)(8) 北村　祐人
9/3 金 10:20～16:00 経済原論 (23)(24)(25) 入江　　帝 12/14 火 18:10-21:20 論作文講義 (3)(4) 京城　明日香 4/14 木 18:10-21:20 政策論文対策講義 (3)(4) 高田　哲寛
9/4 土 10:20～16:00 数的処理 (35)(36)(37) 高田　哲寛 12/16 木 18:10-21:20 専門記述憲法 (1)(2) 北村　祐人 4/16 土 10:20～16:00 直前数的処理 (4)(5)(6) 高田　哲寛
9/6 月 10:20～16:00 民法 (26)(27)(28) 北村　祐人 12/17 金 18:10-21:20 政治学 (9)(10) 野口　宗彦 4/18 月 18:10-21:20 直前数的処理 (7)(8) 高田　哲寛
9/8 水 10:20～16:00 民法 (29)(30)(31) 北村　祐人 12/20 月 18:10-21:20 専門記述憲法 (3)(4) 北村　祐人 4/19 火 18:10-21:20 直前行政法 (1)(2) 北村　祐人
9/11 土 10:20～16:00 数的処理 (38)(39)(40) 高田　哲寛 12/23 木 18:10-21:20 政治学 (11)(12) 野口　宗彦 4/20 水 18:10-21:20 直前行政法 (3)(4) 北村　祐人
9/17 金 10:20～16:00 民法 (32)(33)(34) 北村　祐人 12/24 金 18:10-21:20 行政学 (1)(2) 野口　宗彦 4/21 木 18:10-21:20 直前行政法 (5)(6) 北村　祐人
9/18 土 10:20～16:00 経済原論 (26)(27)(28) 入江　　帝 1/6 木 18:10-21:20 行政学 (3)(4) 野口　宗彦

広島大学生協　公務員試験対策講座2021年度（16期生）スケジュール【4月14日現在】
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