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卒業生奮戦記

2019年度　公務員試験最終合格実績

2019年度　公務員進路先&就職内定者紹介

ケイセンの合格・就職実績

公務員系学科紹介
夢を掴んだ先輩達の声 ［公務員系］

公務員上級学科  ［1年制／定員20名］

行政事務学科  ［1年制／定員90名］

行政マネジメント学科  ［2年制／定員50名］

ビジネス系学科紹介
夢を掴んだ先輩達の声 ［ビジネス系］

総合ビジネス学科  ［2年制／定員20名］

「就職支援・キャリア教育」について

学校生活スケジュール

「体験授業」のご案内

学校長あいさつ

ケイセン学校運営方針

CONTENTS

今のキミには、眠っているポテンシャルがまだまだあります。

望んでいる未来を手にするためにやるべきことが山ほどあります。

ケイセンでの本気の日々は可能性を拡げるチャンスになるはず。

夢が夢のままじゃもったいないから、

実現への一歩目をいま踏み出しませんか。

Dreams Come True!
心をこめて

キミの本気を
キミは知らない
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ケイセンを卒業して警察官になった兄を見て、夢を叶える近道だと思ったのが入
学の理由です。在学中に海上保安官の仕事を知り、「海の警察官」として働きたい
と思うようになりました。合格を目指して友達と授業の復習をし、何度も問題を
解いて自信をつけてきました。自ら学び調べる癖がついたのは、ケイセンでの経
験があるから。いずれは先輩方のように立派な海上保安官になり、幸せな家庭を
持ちたい。皆さんもメリハリをつけて学び、沢山思い出を作って下さい。

福島海上保安部
國分 泰樹さん　行政事務学科卒（須賀川桐陽高等学校出身）

高校時代に地元の市役所を受験し、不合
格。2年生最初の模試でも１桁の点を叩き
出し、自分に愕然としました（笑）。間違い直
しノートで模試の復習をし、苦手な暗記教
科は要点や頻出範囲をまとめて、通学時間
に少しずつ覚えました。解けない問題があ
ったらすぐ職員室へ。「疑問」を解決し、「納
得」に変えることが合格への近道です。もち
ろん時には友達と遊ぶ日も…。今は子ども
達の元気な声を聞きながら仕事ができて幸
せです！学校事務を薦めてくれた先生に感
謝しています！

楢葉北小学校 事務
遠藤 未来さん
行政マネジメント学科卒（船引高等学校出身）

ケイセンでは、人と触れ合う力や忍耐力を身
につけました。また、正しい努力の重要性を
学びました。私の場合、放課後も勉強し、分
からない点を分かるまで教えてもらうことで
成績を上げることができました。以前は警察
官とは特別な人の仕事だと思っていました
が、私自身は何も特別ではありません。正し
い努力が、可能性を広げてくれたのです。憧
れの仕事に就いた今、私の夢は、1人でも多
くの人に希望を与える存在になることです。
皆さんも、正義のヒーローになりませんか？

いわき東警察署
内田 悠斗さん
行政事務学科卒（帝京安積高等学校出身）

#1

#2

#3

ケ
イ
セ
ン
で
学
び

現
在
は「
海
上
保
安
官
」

ケイセンを飛び立ち、夢を叶えた先輩達。
彼らは、どうやって目標を見つけたのか。どうやって道を切り拓いたのか。
先輩たちが歩んだ日々を知り、キミ自身が未来拓くためのヒントを見つけて下さい。卒業生奮戦記� ����� ���
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未来は、いつだって自由だ。
公務員採用試験
最終合格者 （ 在籍者全員内定! ）

2019
年度

2019
年度

7年連続内定達成
（2020年2月18日現在）

※大卒程度、国家公務員一般職、地方初級（高卒程度）を含め

公務員合格実績 総合ビジネス学科就職率

160名 100%
〈2019年度〉

公務員系
進路先

福島県職員（行政事務）
尾股 麻衣さん
白河旭高等学校出身

国家一般職行政
小林 幹宙さん
郡山北工業高等学校出身

国家一般職行政
遊佐 愛美さん
本宮高等学校出身

福島県職員（学校事務）
鈴木 萌生さん
田村高等学校出身

国家一般職行政
佐久間 晴生さん
郡山高等学校出身

福島県職員（行政事務）
根本 麻友香さん

葵高等学校出身

福島県職員（学校事務）
芳賀 一輝さん
若松商業高等学校出身

福島県職員（行政事務）
永峯 惟月さん
福島西高等学校出身

国家一般職行政
藤田 海斗さん
郡山東高等学校出身

福島市役所
新妻 優香さん
小野高等学校出身

福島市役所
大泉 湧雅さん
郡山高等学校出身

須賀川市役所
坪井 英暁さん
郡山商業高等学校出身

福島県職員（警察事務）
工藤 菫さん
白河旭高等学校出身

福島市役所
渡部 智成さん
尚志高等学校出身

喜多方市役所
中川 大輔さん
喜多方高等学校出身

福島市役所
柏倉 百夏さん
会津学鳳高等学校出身

須賀川市役所
西間木 舞さん
須賀川桐陽高等学校出身

福島県職員（学校事務）
水野 瑠也さん
郡山北工業高等学校出身

福島県職員（学校事務）
吉田 圭佑さん
田村高等学校出身

会津若松市役所
幕田 ありささん
葵高等学校出身

福島県警B
目黒 凜さん

九里学園高等学校出身

三春町役場
根本 佳奈さん
田村高等学校出身

福島県警B
石黒 慶さん

須賀川桐陽高等学校出身

白河市役所
八木沼 莉愛さん
白河実業高等学校出身

福島県警B
杉原 海斗さん
若松商業高等学校出身

石川町役場
塩田 幸司さん
光南高等学校出身

二本松市役所
高橋 奏仁さん
福島西高等学校出身

小野町役場
佐久間 雄大さん
田村高等学校出身

福島県警B
山尾 淳也さん
あさか開成高等学校出身

特別区Ⅲ類
太田 龍さん
白河旭高等学校出身

福島県警B
佐藤 光さん
清陵情報高等学校出身

北海道警B
中原 紀子さん
光南高等学校出身

福島県警B
村山 美月さん
田村高等学校出身

福島県警B
磯部 裕也さん
若松商業高等学校出身

警視庁Ⅲ類
高橋 直哉さん
会津工業高等学校出身

警視庁Ⅲ類
古川 和希さん
湖南高等学校出身

埼玉県警Ⅲ類
齋藤 葵さん

喜多方桐桜高等学校出身

神奈川県警B
田川 純一さん
須賀川高等学校出身

北海道警B
大竹 颯斗さん
帝京安積高等学校出身
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〈2019年度〉

民間企業
進路先

〈2019年度〉

公務員系
進路先

Dreams Come True!

東京消防庁Ⅲ類
栖原 大治郎さん
郡山高等学校出身

郡山地方広域消防
高村 澄佳さん
田村高等学校出身

刑務官A
髙橋 和志さん

松韻学園福島高等学校出身

刑務官B
菅原 留衣さん
葵高等学校出身

安達地方広域消防
石橋 峻さん

郡山北工業高等学校出身

福島市消防
渡邊 大輝さん
福島商業高等学校出身

塩谷広域消防
太田 伊歩記さん
白河旭高等学校出身

白河地方広域消防
金澤 勇弥さん
白河実業高等学校出身

東京消防庁Ⅱ類
水野谷 隆斗さん
白河実業高等学校出身

いわき市消防
鷲頭 翔太さん
喜多方桐桜高等学校出身

特別区Ⅲ類
井川 菫さん
郡山東高等学校出身

須賀川地方広域消防
大場 晴稀さん
須賀川高等学校出身

須賀川地方広域消防
相樂 尚樹さん
清陵情報高等学校出身

福島市消防
水野 瑠さん
福島商業高等学校出身

いわき市消防
小泉 啓人さん
田村高等学校出身

安達地方広域消防
紺野 伶眞さん
二本松工業高等学校出身

須賀川地方広域消防
辻 健太郎さん
郡山北工業高等学校出身

郡山地方広域消防
長谷川 順哉さん
仙台大学高等学校出身

福島縣商工信用組合
和泉 美咲さん
田村高等学校出身

（株）カワチ薬品
猪俣 遥仁さん
喜多方東高等学校出身

（株）エイジェック
藤井 翼さん
帝京安積高等学校出身

（株）千歳観光
宮川 智哉さん
田村高等学校出身

（株）中原商事
矢吹 太一さん
修明高等学校出身

Ｒ・コーポレーション（株）
矢口 悠太さん
帝京安積高等学校出身

ふくしま未来農業協同組合
小池 郁哉さん
福島東高等学校出身

東洋ワーク（株）
佐藤 浩樹さん

松韻学園福島高等学校出身

郡山青色申告会
塩田 貴弘さん
尚志高等学校出身

桑原雅人税理士事務所
鈴木 絢也さん
福島南高等学校出身

夢みなみ農業協同組合
根本 悠世さん

日本大学東北高等学校出身

（株）デンソー福島
本田 悠太さん
田村高等学校出身

ALSOK福島（株）
鎌田 春香さん
田村高等学校出身

（株）ヨウコウタイシャ
國分 汰樹さん
帝京安積高等学校出身

福島防水（株）
樋口 寿一さん
湖南高等学校出身

（株）エイジェック
太田 実里さん

郡山学院高等専修学校出身

（株）エイジェック
大堀 紗季さん

郡山学院高等専修学校出身

蒲田ゴム（株）
桑名 修平さん

清陵情報高等専修学校出身

税理士法人サンハーツ
黒田 匠さん

高等学校卒業程度認定

（株）ヒューマニック
尾形 晏希さん
聖光学院高等学校出身

（株）スマイル
七海 拓哉さん
帝京安積高等学校出身

ALSOK福島（株）
植田 晃多さん
須賀川高等学校出身

溝端紙工印刷（株）
伊藤 美汐さん

郡山学院高等専修学校出身

東京消防庁Ⅲ類
鈴木 大介さん
清陵情報高等学校出身

須賀川地方保健環境組合
関根 美紀さん
須賀川高等学校出身

稲敷地方広域消防
青木 亮太さん
帝京安積高等学校出身

自衛官候補生
石山 颯さん
本宮高等学校出身

自衛官曹候補生
坪井 悠祐さん
田村高等学校出身

自衛官候補生
齊藤 将輝さん
田村高等学校出身
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会津若松市役所
喜多方市役所
塩川町役場
下郷町役場
河東町役場
会津高田町役場
会津坂下町役場
会津本郷町役場
金山町役場
山都町役場
西会津町役場
只見町役場
猪苗代町役場

田島町役場
磐梯町役場
柳津町役場
伊南村役場
高郷村役場
新鶴村役場
南郷村役場
etc

■ 会津地区

白河市役所
鏡石町役場
石川町役場
塙町役場
矢吹町役場
玉川村役場
平田村役場
白河地方広域消防
etc

■ 県南地区 ■ 県中地区

郡山市役所
須賀川市役所
三春町役場
小野町役場
船引町役場
大越町役場
滝根町役場
長沼町役場
岩瀬村役場
天栄村役場
郡山地方広域消防
須賀川地方広域消防
etc

■ 県北地区

福島市役所
二本松市役所
安達町役場
飯野町役場
保原町役場
本宮町役場
川俣町役場
霊山町役場
大玉村役場
安達地方広域消防
福島市消防
伊達地方消防
etc

■ いわき・相双地区

いわき市役所
相馬市役所
広野町役場
浪江町役場
川内村役場
双葉地方広域消防
いわき市消防
etc

公務員
採用試験
最終合格 160名

2019
年度

ALSOK福島株式会社
アートコーポレーション株式会社
アサヒガード株式会社
イワタニ福島株式会社
株式会社アカクラ
株式会社エービー
株式会社エヌ・エス・シー
株式会社清水製作所
株式会社全日警
株式会社ダイゴ
株式会社トスネット南東北
株式会社福島会計センター
北住電精密
グリム・エナジー株式会社
郡山信用金庫

コナン販売株式会社
白河信用金庫
トヨタＬ＆Ｆ福島（株）
株式会社アジカタ
福島縣商工信用組合
福島さくら農業協同組合
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サカイ引越センター
株式会社ジャパンビバレッジホールディングス
株式会社ホンダカーズ福島
株式会社中央総合自動車学校
新井ハガネ株式会社
東亜通商株式会社
東洋ワークセキュリティ株式会社
二見屋工業株式会社

福島さくら農業協同組合
夢みなみ農業協同組合
株式会社太陽興産
株式会社イワキ
国分内科クリニック
NPO法人カルチャーネットワーク
株式会社シグマ

■ 2019年度 公務員試験最終合格実績

■ 2019年度　民間企業内定実績

特に県内公務員・各種企業の希望職内定への
近道には、ケイセンがベストな選択です

大卒程度の公務員試験も
圧倒的に強い！

過去10年間の公務員
一次試験合格者数

地元で公務員合格、
就職するなら断然「ケイセン」!!

県内就職にも断然強い！

一次延べ数316名

国家一般職行政（上級）
国家一般職行政 
特別区Ⅲ類
刑務官A
刑務官B
自衛官候補生
自衛官曹候補生
東京消防庁Ⅱ類
東京消防庁Ⅲ類
警視庁Ⅲ類
神奈川県職員（上級）
神奈川県警B
北海道行政職員（警察行政Ａ） 
北海道警B 
流山市消防
埼玉県警Ⅲ類
塩谷広域消防

1名
15名
3名
5名
3名
37名
3名
1名
3名
4名
1名
2名
1名
2名
1名
2名
1名

仙台市消防局
稲敷地方広域消防
福島県警A 
福島県警B
福島県立医科大学職員
福島県職員（学校事務）
福島県職員（警察事務）
福島県職員（行政事務）
福島県職員（行政上級）
福島市役所
福島市消防
郡山地方広域消防
南会津町役場
喜多方市役所
会津若松市役所
会津若松地方広域消防
会津美里町役場 

1名
4名
1名
10名
2名
8名
1名
3名
1名
5名
2名
3名
1名
1名
1名
2名
1名

三春町役場
本宮市役所
安達地方広域消防
伊達市役所（大卒）
伊達地方消防
二本松市役所
いわき市消防
小野町役場
白河市役所
白河地方広域消防
須賀川地方保健環境組合
須賀川地方広域消防
須賀川市役所
玉川村役場（上級）
天栄村役場（上級）
石川町役場
石川町役場（上級）

2名
1名
4名
1名
2名
1名
2名
2名
1名
1名
1名
3名
2名
1名
1名
2名
1名

◯大卒・高卒程度を含む　※この合格者は、2019年度単年の数字を示しております。外部生・臨時職員・補欠合格などの数字は一切含まれておりません。

※2020年2月18日現在※（大卒）大学卒業資格が必要となる3区分です。準公務員を含む。　（上級）年齢区分

※2020年2月18日現在

主な
公務員
合格先

3,507名 1,214名

1,378名

1,145名

1,148名

福島県及び全国の公務員合格者数 2010年度～
2019年度の合格実績

国家
公務員

地方
公務員

警察官
消防官

283名
県北地区

222名
会津地区

100名
県南地区

73名
いわき
相双地区233名

県中地区

福島県の公務員
最終合格者数

DREAMS COME
TRUE

（2020年2月18日現在）
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公務員上級学科 ［1年制／定員20名］
（大学卒業程度）

行政事務学科 ［1年制／定員90名］
●国家一般職・地方初級コース　●警察官・消防官・自衛官コース

行政マネジメント学科 ［2年制／定員50名］
●国家一般職・地方初級コース　●警察官・消防官・自衛官コース

53年の歴史を持つ本校は、これまで多くの公務員を輩出してきました。
長年の経験とノウハウを活かした授業と
公務員試験や資格試験に照準を合わせたスケジュールで
学生一人ひとりに適した指導を行ないます。

公務員系［3学科］

幅広い分野に活躍の場がある
公務員に挑戦！
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高校卒業後、仕事をしながら予備校に通っていましたが、その両立に限界を感
じ、勉強に専念するためケイセンへの入学を決めました。公務員試験に必要な
教養・専門科目が学べ、少人数で授業で受けられることがケイセンの魅力だと
思います。この学校で私は、必要な知識ばかりではなく、物事に対する忍耐力
も身につけました。就職先として選んだのは、生まれ育った地元に一番貢献で
きると思った石川町役場。公務員試験の直前まで先生に分からないことを質問
し、何度も復習をしたことが合格につながったのだと思っています。ケイセンで
学んだことを、今後は社会人としての日々に生かしていこうと思います。

下山田  航さん（学校法人石川高等学校出身）
公務員上級学科

就職先 石川町役場

大学時代に住んでいた地域に愛着があり、 秋にも受験できることから神奈川
県庁を選びました。合格できたのは、先生方が、納得できるまで根気強く教えて
くれて、 試験直前まで親身に面接指導をして下さったおかげです。 私の場合
は家より学校の方が集中しやすく、 友人と学ぶことでモチベーションも上がり
ました。 疑問があればいつでも先生に聞けるので、 長期休暇期間も通学して
いました。新しい環境に飛び込むのは不安で勇気が必要でしたが、 今では思い
切って仕事を辞めて入学して良かったなと思っています。 今後はワークライフ
バランスを取りつつ、職場で必要とされる人になりたいです。

高橋  茜さん（専修大学出身）
公務員上級学科

就職先 神奈川県庁

幼い時から消防士として働く父の姿に憧れていて、将来自分も同じ職場で働き
たいと思っていました。毎年多くの公務員試験合格者を輩出しているケイセン
で頑張れば、必ず合格できると思ったんです。昔から勉強は苦手でしたが、ケイ
センには同じ目標を持つ友人達が沢山います。彼らと切磋琢磨し、毎日少しず
つ勉強を積み重ねたからこそ、夢をつかむことが出来たのだと思います。幼い
頃から夢見ていたいわき市消防の合格発表で、ドキドキしながら自分の番号
を探し、見つけた瞬間は最高の気分でした。卒業後は半年間消防学校で学び、
誰もが安心して暮らせる街をつくる立派な消防士になるつもりです！

小泉  啓人さん（田村高等学校出身）
行政事務学科

就職先 いわき市消防本部

近年凶悪な事件が増えていることを受け、地域の安全を守りたいと考えてこの
仕事を選びました。試験に合格できたのは、警察官になりたい気持ちを強く
アピール出来たことと、在学中に勉強や体力作りの習慣をつけたことが良かっ
たからだと思っています。ケイセンで仲間と交流し、合格に向けて志気を高める
中で、私は自分に自信が持てるようになりました。今後は社会人として自立し、
地域の方々に信頼される警察官を目指します。夢を実現するには、あきらめない
こと・継続することが大切です。ケイセンなら、分からないことがあっても先生
が教えてくれます。そのチャンスを活用して合格を目指して下さい。

磯部  裕也さん（若松商業高等学校出身）
行政事務学科

就職先 福島県警察

ケイセンに入学しようと思ったのは体験入学がきっかけです。先生が分からな
い所を丁寧に教えてくれて、この学校で学力を向上させたいと思いました。目標
を明確にしてからは、遊びと勉強のメリハリをつけて取り組むようになり、春休
みも学校に来て友達と勉強しました。苦手教科を底上げするより得意な分野を
伸ばすことに重点を置き、２年次からは毎週行われる模試を何度も解き直しま
した。皆さんも勉強が辛いと思う時はあるでしょうけれど、頑張った事実は必ず
自分に返ってきます。今はしっかりと頑張って下さい。そして、社会人になる前
の最後の学校生活で、友人と沢山の思い出を作ってほしいと思います。

新妻  優香さん（小野高等学校出身）
行政マネジメント学科

就職先 福島市役所

地元・白河で、市民のためのまちづくりをしたいと思い、市役所を志望しました。
高校生の時の試験で不合格となり、短期間で公務員を目指せる行政事務学科
に入学。同じ目標を持つ友人と共に勉強し、公務員になるための自覚とスキル
を身につけました。試験では、ケイセンで得た知識と、高校時代の検定が役立っ
たと思います。個人的に勉強していた英会話も自己アピールにつながりました。
公務員になるには沢山の努力が必要です。辛い時もありますが、支えてくれる
友人や先生もいます。諦めずに努力し、ぜひ合格を勝ちとって下さい。私も
今後、私にしかできない仕事を見つけ、地元に貢献したいと思っています。

八木沼  莉愛さん（白河実業高等学校出身）
行政事務学科

就職先 白河市役所

今年も多くの先輩たちが合格を勝ち取り、公務員としての道を歩き始めます。
夢を叶えるために、彼らはケイセンでどんな日々を過ごしたのでしょうか。
そして夢への扉が開いた今、どんな未来を見ているのでしょうか。

��� ���������� � ��

［ 公務員系 ］夢を掴んだ先輩達の声
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幼い頃から公務員になりたいと思って
いて、大学4年生から自分で公務員試
験の勉強を始めましたが、苦手な教科
や分からないところを指導して欲しい
と思いケイセンの授業を受けることが
でき、民法や法律などの専門科目や苦
手な教科も克服できました。これから
担当する業務を完璧にこなせるように
したいです。

会津若松市役所

小澤 佳奈さん
（文教大学出身）

最初は働きながらの勉強を続けていた
が、独学での勉強に限界を感じてしま
い、挑戦するのであれば徹底的に勉強
したかったので、合格率の優れているケ
イセンを選びました。自分の過ごしてき
た街を自分の手でよりよい街にしたいと
思い須賀川市役所を志望しました。今
は、更に暮らしやすい街を作るため、須
賀川市のことをもっと深く学ぶ努力をし
ていきたいです。

須賀川市役所

佐久間 優任さん
（流通経済大学出身）

1公務員上級学科 年制

公務員試験対策は民間就職にも強い

専門科目を中心に、月曜日から金曜日まで毎日６～７時間の授業があります。
さらに、疑問点や不得意科目は個別指導で集中的に学習することができ、
苦手な学科、難しい学科もベテラン教師陣が丁寧に指導します。
少人数制の授業で、学生一人ひとりとコミュニケーションを取りながら、皆さんの挑戦を応援します。

■公務員の種類
国家公務員 地方公務員
■総合職／主に政策の企画立案などの高度の知識、技術、経験を
　　　　　必要とする業務に従事
■一般職／主に事務処理等の定型的な業務に従事
■専門職／法務省、外務省、国税専門官、労働基準監督官など
■その他／裁判所職員、衆議院事務局職員、参議院事務局職員、
　　　　　防衛省専門職員など

■事務系／本庁や出先機関で庶務、経理、政策の企画・立案など
　　　　　を担当
■技術系／電気、機械、土木、建築などの専門知識を生かした業
　　　　　務に従事
■警察官／各都道府県で採用
■消防官／市町村単位で採用

［ 定員20名 ］
（大学卒業程度）

年間スケジュール
SCHEDULE

 ４月

 ５月

 ６月

 ７月

 ８月

10月

12月

 ２月

 ３月

入学式、ガイダンス、模擬試験

国家公務員総合職、参議院、裁判所事務官、
警視庁警察官Ⅰ類（第１回）

東京消防庁消防官Ⅰ類（第１回）衆議院、国税専門官、
労働基準監督官、防衛省、東京都Ⅰ類、東京23区特別区Ⅰ類、
46道府県上級、20政令指定都市上級、市役所A日程、
国家公務員総合職、外務省専門職員

参議院、衆議院、警察官7月型、市役所B日程、ボウリング大会

夏期特別授業、国立大学法人職員

バス旅行

学校行事（映画鑑賞会など）、冬期休講

春期休講

卒業式

Q.

A. 法律学や経済学は公務員にとっては必要な分野で、これ
らをよく理解することが求められています。ケイセンでは、
難しい学科でもベテラン教師陣が丁寧に、理解できるま
でわかりやすく指導します。少人数制の授業なので、一人
ひとり学生の理解度に合わせた指導が可能です。

法律や経済などについては
学んだことがありませんが大丈夫でしょうか。

Q.

A. 試験科目にあわせるのはもちろん、専門科目が1年でしっ
かり身に付くようにカリキュラムを組み、月曜から金曜ま
で毎日6～7時間の授業があります。経験と実績のあるノ
ウハウで専門教師が指導し、疑問点や不得意分野につい
て個別指導でしっかり学ぶことができます。

実際、公務員上級学科では
どのような指導を行っているのでしょうか。

Q&A

公務員試験に直結したカリキュラム
CURRICULUM

［憲　法］
国の最高法規である憲法を学び
ます。基本的人権に関する最高
裁判所や統治機構などを中心に
学びます。

［経済原理］
経済の基本原理としてのマクロ
経済論とミクロ経済論を中心に
学びます。

［民　法］
民法の基本的な概念を中心に、
身の回りの題材を使って民法の
考え方を学習します。

［判断推理］
与えられた条件や場面のもと
で、問題を推理し判断するため
の、さまざまな問題解決法を学
びます。

［行政法］
行政の発展と民主主義への関わ
りなどから、現在・将来のあり
方までの基本知識を学びます。

［数的推理］
数学の問題を解くばかりでなく、
数学的な物事の考え方や解決の
パターンなどを学習していきま
す。

● 学生と教師が理解し合い、目標を絞って取り組む事ができます。
● 少人数制だから、一人ひとりに合った指導が可能です。
● 公務員上級試験にターゲットを絞った密度の濃い授業を行います。
● 指導するのは経験豊富な教師陣。じっくり丁寧に指導します。
● 過去の試験問題を分析し、より合格に直結した授業を行います。

ケイセンが
公務員試験に
強い理由

#4
#5
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ケイセンを選んだのは、公務員合格実績
があったからでした。合格を目指して友人
達と支え合う中で人間関係の大切さを学
びました。実際公務員になれたのは、面接
で自分の長所を職場でどう活かせるかを
PRできたことがポイントだと思っていま
す。今後も自分が生まれ育った地で、市民
の方々や更なる地域発展に貢献していき
たい。皆さんもぜひ互いに高め合える仲
間を見つけて下さい。

本宮市役所

紺野 遼雅さん
（福島西高等学校出身）

中学時代から消防士に憧れていました。
高校卒業時の公務員試験に落ちて一度
は諦めたものの、先輩方がケイセンに入っ
て公務員になったと知り、入学を決めまし
た。在学中は悔しさをバネに、誰よりも早
く学校に行って勉強しました。仲間と懸命
に学び、集中して資格を取得する一方で、
メリハリをつけて沢山遊びました。時間の
使い方は大切。今後も色々な資格に挑戦
するつもりです。

福島市消防本部

安齊 友吾さん
（福島商業高等学校出身）

行政事務学科
きめ細かな指導で確実な未来を手に

目指す目標に短期間に到達できるのがこの学科です。
合格に直結した授業内容と過去の膨大な試験問題をもとに組んだカリキュラムで、
実際の試験を想定した指導を実施します。
より綿密に目標への照準を絞り、必要な学科を最優先に進め、短期間での目標達成を目指します。

■公務員の種類
国家公務員 地方公務員
■一般職／主に事務処理等の定型的な業務に従事。採用区分は
　　　　　事務、技術、農業土木、林業などの区分に分かれる。
■専門職／特定の分野に係る専門的な知識を必要とする業務に
　　　　　従事。刑務官、入国警備官、税務職員、海上保安大学校
　　　　　学生など
■その他／裁判所職員、衆議院事務局職員、参議院事務局職員など

■事務系／本庁や出先機関で庶務、経理、政策遂行などを担当。多く
　　　　　 の自治体で「行政事務」「学校事務」「警察事務」などの
　　　　　区分が設けられている
■技術系／電気、機械、土木、建築などの専門知識をいかした職務
　　　　　に従事
■警察官／各都道府県で採用
■消防官／市町村単位で採用

年間スケジュール
SCHEDULE

  4月
  5月
  6月
  7月
  8月
  9月
10月
11月
12月
  2月
  3月

模擬試験

模擬試験

各公務員出願受付スタート

夏期特別授業

夏期特別授業

１次試験スタート

２次試験徹底指導、バス旅行

２次試験スタート、ボウリング大会

ビジネス能力検定ジョブパス

税務会計、簿記、文書処理、春期休講

卒業式

公務員試験に直結したカリキュラム
CURRICULUM

［政治経済］
基本的な政治・経済を理解し、日々の
時事問題について考察しながら、現代
社会の問題について考えます。

［判断推理］
与えられた条件や場面での状況判断、
推測について、その方法や考え方を学
びます。

［数的推理］
数学の問題を解くばかりでなく、
数学的な物事の考え方やパター
ンなどを学習していきます。

［歴史時事］
時代別の特徴をふまえ、主要な出来事
に関する内容や、その時代背景をとらえ
ていきます。

［キャリアデザイン］
働く心構えや、実際の試験に必要な知識、働いてからの生き方までトータルなキャリア教
育を行なっています。

● 希望の公務員職種にあわせて効率的に学べます。
● 充実したカリキュラムで、一人ひとりのやる気を引き出します。
● 本番の試験を想定したテキストと授業で、学力も自信もつけられます。
● 長年の実績から、社会から厚い信頼を得ています。
● 警察官・消防官・自衛官コースでは、体力面の強化を目指して
　 スポーツクラブでの授業も実施します。

ケイセンが
公務員試験に
強い理由

■ 国家一般職・地方初級コース　■ 警察官・消防官・自衛官コース

Q.

A. 過去の試験問題のデータをもとに
したカリキュラムと分かりやすい授
業、そして学生と教師との信頼関係
があるからです。一人ひとりの学生
の目標に合わせ、最大限に能力を発
揮できるようきめ細かな指導を行っ
ています。その結果、公務員試験の
高い合格率が実現しているのです。

合格率が高いのは
なぜでしょうか。

Q.

A. 公務員試験は９月に始まります。４
月の入学から実質６ヵ月間で合格を
勝ち取らなければなりません。その
ために、必要な学習を短時間で効率
よく学べるように、カリキュラムでは
試験科目を最優先にしています。後
期については、資格取得のための授
業が中心になります。

１年間の流れは
どのようなものでしょうか。

Q.

A. 警察官や消防士など、実は公安系
の公務員の仕事は多くの部門に分
かれており、事務系のものもいくつ
かあります。取り扱う業務も幅広
く、語学や簿記、コンピュータ関連
の資格を有し、専門知識を持ってい
れば、将来的に業務で役立てられま
す。

公務員にとって「簿記」などの
資格は必要ですか？

Q&A
短期

集中で「夢」
を実現

■取得を目指す資格　※下記以外にも受験可能な資格があります。

簿記能力検定試験
（全国経理教育協会主催）

ビジネス能力検定ジョブパス
（職業教育・キャリア教育財団主催）

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト
（マイクロソフト認定）

1年制
［ 定員90名 ］
（高校卒業程度）

#6
#7
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■ 国家一般職・地方初級コース　■ 警察官・消防官・自衛官コース

簿記能力検定試験 （全国経理教育協会主催）

防災士の資格を取得

ビジネス能力検定ジョブパス （職業教育・キャリア教育財団主催）

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト （マイクロソフト認定）

「職業実践専門課程」とは、社会の即戦力となる人材育成
を目的に、より実践的で専門性の高い教育を実施して
いる学校・学科を文部科学大臣が認定するものです。

防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力
を高める活動が期待され、 そのための十分な意識と一定の知識・技能を
修得したことを日本防災士機構が認証した人です。

■ 取得を目指す資格 ※下記以外にも受験可能な資格があります。

「職業実践専門課程」に
認定されています!

年間スケジュールSCHEDULE

  4月
  5月
  7月
  8月
  9月
10月
11月
12月

  1月
  2月
  3月

入学式、ガイダンス
校外学習、二者面談
マイクロソフト認定 マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト
夏期休暇
前期期末試験
模擬試験・東京研修
模擬試験、ボウリング大会
ビジネス能力検定ジョブパス模擬試験、
学校行事（映画鑑賞会など）、冬期休講
模擬試験
模擬試験、学年末試験
春期休講

  4月
  5月
  6月
  7月
  8月
  9月
10月
11月
12月

  2月
  

  3月

模擬試験
模擬試験
各公務員出願受付
夏期特別授業
夏期特別授業
１次試験スタート
２次試験徹底指導、バス旅行
２次試験スタート、ボウリング大会
ビジネス能力検定ジョブパス、学校行事（映画鑑賞会など）、
冬期休講
全税務会計、全経簿記、全経文書処理、
マイクロソフト認定 マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、
春期休講
卒業式

1年次 2年次

| 

公
務
員
系
学
科 |

幼い頃から警察官に憧れ、高校3年生で
警察官の公務員試験を受験しましたが不
合格でした。その時に警察の先輩から「同
期にケイセン卒業生がいる」と聞いたのが
入学のきっかけです。学校の雰囲気や授
業が自分に合うと感じました。在学中、勉
強だけではなく、社会人としてのマナーも
学べたことは今も役立っています。女性警
察官は珍しく、現在、巡回中によく声をか
けていただきます。やればやっただけ感謝
されるのが嬉しいです。

田村警察署

松本 美鈴さん
（相馬高等学校出身）

行政マネジメント学科
独自カリキュラムで確実に目標達成

公務員試験合格を目指し、２年間の学生生活を通して、必要な科目を基本から応用までしっかり学べるのがこの学科です。
独自のカリキュラムでビジネスの知識も併せて学ぶことができるので、民間企業への就職にも対応できます。
今やビジネスの現場で必須のパソコンの知識と実務も、無理なく身につけられます。
本学科を卒業すると「専門士」の称号が付与され、同時に大学（３年次）への編入が可能になります。

公務員試験に直結したカリキュラム
CURRICULUM

［判断推理］
与えられた条件や場面での状況
判断、推測について、その方法や
考え方を学びます。

［人文科学］
主に歴史的見地から人間に対す
る理解を深め、社会や個人のあり
方などを考えます。

［政治経済］
基本的な政治・経済を理解し、
日々の時事問題について考察し
ながら、現代社会の問題について
考えます。

［アプリケーション］
オフィスワークの基本であるワー
ド・エクセルの基本から応用まで
を学習します。

［ビジネス実務］
キャリア形成や社会人として身に
つけておくべき知識・マナーなど
を学びます

［キャリアデザイン］
働く心構えや、実際の試験に必要
な知識、働いてからの生き方まで
トータルなキャリア教育を行なっ
ていきます。

●２年間でより確実に合格を目指し、それぞれのコースにあわせた
　専門的な授業は１年次後期から行います。
●コンピュータ化する公務員業務にも対応できる知識を習得できます。
●試験科目及び一人ひとりのレベルに合わせた指導を行います。
●公務員試験対策に加え、将来役に立つ資格取得対策も行います。
●社会人として働く心構えなど、キャリア教育も実施します。

ケイセンが
公務員試験に
強い理由

Q.

A. 公務員の仕事もインターネットや表計算、ホームページ作
成など、パソコンを使った仕事が増えています。そのため、
行政の分野でも、コンピュータに対応できる人材の活躍の
場が広がっています。

公務員にもコンピュータの
知識がもとめられるのですか。

Q.

A. ２年間かけてカリキュラムを進めていくので、公務員試験
合格までの基本的な学習から応用までじっくり学ぶこと
ができます。１年生よりも余裕を持って試験に挑むことが
できます。

１年制に比べ、２年制は
どのように違うのでしょうか。

Q&A

高校生の時やりたい仕事が見つからず、
公務員を目指すため、もう一度勉強しよう
と思い、ケイセンの警察官・消防官・自警
官コースを選びました。ケイセンの学習カ
リキュラムを学習し、問題数の多い判断推
理などは特に勉強していました。
現在は目指した自衛官に誇りを持ち、特
に災害派遣では、被災者から『ありがと
う』という言葉をかけられやりがいを感じ
ています。

陸上自衛隊郡山駐屯地

中山 雅崇さん
（清陵情報高等学校出身）

2年制
［ 定員50名 ］
（高校卒業程度）

より実践的な
専門教育で
現場力が
身につく!

認定
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歴史ある本校は、多くの民間企業就職にも確かな実績を築いてきました。
経験豊かな指導陣が、学生一人ひとりの希望に沿ってしっかりサポート。
就職に有利な資格や社会人として必要なスキルの取得を目指します。

ビジネス系［1学科］

民間企業就職にも確かな道を拓く
ビジネススキルに挑戦！

総合ビジネス学科 ［2年制／定員20名］
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自分の目標に向かって突き進み、ついに希望先の内定への夢を掴んだ先輩たち。
そんな彼らにいまの心境と、実現できた理由、そして、これから向かう未来への
新たな目標について語ってもらいました。

��� ���������� � ��

［ ビジネス系 ］夢を掴んだ先輩達の声

スキルアップをして、自分が就きたい仕事に就くために入学。ケイ
センに入ってから、仕事や物事に取り組む姿勢が前より積極的に
なったと思います。在学中には簿記大会に出場し、全国大会にも
参加することが出来ました。勉強で大会に出たのは初めてだった
ので特に思い出に残っています。
就職活動中は、自分に合った仕事を見つけるために企業研究し、
会社のこと・自分のことを理解する努力をしました。資格を活かし
た仕事がしたくて、一番力を発揮できそうだと感じたのが、採用し
ていただいた会計事務所です。一日も早く仕事を覚え、さらに上の
スキルを身に付けられるよう頑張っていきたい。仕事だけでなく、
何事にも積極的に取り組んでいきたいと思っています。
ケイセンには色々な資格取得や検定に挑戦できる機会があります。
皆さんも就職に有利になるよう、頑張って資格を取って下さい。

鈴木  絢也さん（福島南高等学校出身）
総合ビジネス学科

就職先 桑原雅人税理士事務所

ケイセンに入学したのは、社会人として必要なビジネスマナーや、
興味のあったＦＰ（ファイナンシャル・プランニング）について学習
できると思ったからです。実際、ＦＰについてはめちゃくちゃ勉強し
ました。おかげでＦＰの知識を得ることができ、授業を通して人と
の接し方も身についたと感じています。ＦＰは、目標を叶えるため
の資金をどう作りどう使うかを計画するスキルなので、今後の仕事
や人生にもきっと役立つと思います。
就職活動中、色々な会社を見た結果、働きたいと思う会社に出会う
ことができました。この会社なら成長できると思えたので、面接に向
けて「入社したい理由」をたくさん考え、時間をかけて練習して気持
ちを伝える努力をしました。入社したら、まずは仕事をしっかり続け
ることが目標。働きながら自分なりの目標を作っていくつもりです。
後輩の皆さんも、勉強と就職活動、頑張って下さい。

桑名  修平さん（清陵情報高等学校出身）
総合ビジネス学科

就職先 蒲田ゴム株式会社

就職活動中、いくつもの会社について情報を集め、気になる企業を
見つけたら説明会にも参加しました。どの会社もそれぞれに魅力が
ある中で、一番魅力を感じていた会社に入社することが決まりまし
た。私はもともと人見知りなところがあるので、採用試験のために
特別に勉強したというより、まずは大きな声であいさつし、笑顔で
受け答えする努力をしました。今後、通勤や仕事で車を使うことに
なりそうなので、まずは運転に慣れることが一番の目標です。
在学中、色々な資格を取りました。資格取得は入学時の目標でも
あったので沢山勉強しましたし、何より、取得した資格と努力の分
だけ自信を積み重ねてこられたのかなと思っています。
ケイセンでの一番の思い出は、全校生で映画館に行く「映画鑑賞会」
です。大きなスクリーンで見る映画はTV画面で見るのとは全然違
いました。映画の感想を友達と話し合うのも楽しかったです。

伊藤  美汐さん（郡山学院高等専修学校出身）
総合ビジネス学科

就職先 溝端紙工印刷株式会社

高校生の時に学んでいた学習への理解をさらに深めるとともに、
上級の資格を取得するためにケイセンを選びました。検定間近の
時期、放課後学校に残り、友人と一緒に先生に補修をしてもらった
のはとても良い思い出です。時々休憩を挟みながら、楽しんで学ぶ
ことができました。ケイセン時代に得た資格と学生生活は、私の大切
な財産です。後輩の皆さんにも、沢山悩んで本当に自分がやりたい
ことが何なのかを見つけてほしい。また最後の学生生活を思い切り
楽しんで、後悔のないように卒業してほしいと思います。
私が就職するのは、キャリアチェンジの可能性を広げる会社です。
会社のホームページを見て、説明会等にも積極的に参加し、よく知る
ことを心がけた結果、晴れて採用通知をいただくことができました。
社会人としてスキルアップするために、将来的にはキャリアコンサ
ルタントの資格を取得したいと思っています。

大堀  紗季さん（郡山学院高等専修学校出身）
総合ビジネス学科

就職先 株式会社エイジェック
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年間スケジュールSCHEDULE
 ４月
 ６月
 ７月
 ８月
 ９月

10月
11月
12月
 ２月

 ３月

入学式、ガイダンス
日商簿記検定
全経簿記検定
夏期休講
前期期末試験
マイクロソフト認定マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、
ファイナンシャルプランナー
バス旅行
日商簿記検定、全経簿記検定、ボウリング大会
学校行事（映画鑑賞会など）、冬期休講
全経簿記検定、日商簿記検定、
マイクロソフト認定マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、
ファイナンシャルプランナー
春期休講

 ４月
 ６月
 ８月
 ９月

10月
11月

 ２月
 ３月

就職ガイダンス
日商簿記検定
前期期末試験
マイクロソフト認定マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、
ファイナンシャルプランナー
バス旅行
マイクロソフト認定マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、
ボウリング大会
卒業試験、春期休講
卒業式

1年次 2年次

総合ビジネス学科
資格&スキルで社会の即戦力になる人材を

ファイナンシャルプランナー、簿記、プレゼンテーション能力の３つを柱に、
魅力的な資格や能力を取得できるカリキュラムを展開しています。
１年の後期からは就職試験対策も併せて行ない、徹底した学習指導と環境で、資格取得と就職内定を目指します。
インターンシップ制度も取り入れ、広く社会に適応できる人材を育成します。
本学科を卒業すると、「専門士」の称号が付与され、同時に大学（３年次）への編入が可能になります。

Q.

A. 身だしなみや挨拶、会話の基礎など基本的なことから、新
聞の読み方などビジネスマンとして心得ておきたいことま
で、社会人に必要なスキルを身に付けられます。

社会に出るためのマナーとしては
どのようなことを学ぶのですか。

Q.

A. FPはライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえなが
ら、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや投資
計画を行い、その実行を援助する、いわば「家計のホーム
ドクター」です。FPの資格は就職やキャリアアップに活か
せ、独立、開業も目指すことができます。

FP「ファイナンシャルプランナー」とは
何ですか。

Q&A

● ファイナンシャルプランナー２級、日商簿記２級など、魅力的な資格を
　 無理なく取得できます。
● パソコンや簿記の初心者でも、基本から分かりやすく学ぶことができます。
● 職種に合わせたビジネスの知識やマナーを細かく指導します。
● 一人ひとりの目標に沿って、経験豊富な教師陣が柔軟に対応します。
● 豊富な実績によって、ケイセンの人材育成は社会から高い評価を得ています。

ケイセンが
就職に
強い理由

高校の時からケイセンの体験授業に参加し
ていて、学校や先生方の雰囲気がよく、就
職に強い資格を多く取得できるところに魅
力を感じ、ケイセンに入学しました。JAには
小さい頃からよく親と行っていて、職員の 
方々がすごく明るくイキイキしていたのを
覚えていました。私もお客様にそういう気
持ちになってもらえるような職員になりた
いと思います。また震災の復興の支援を影
ながらでもしていきたいと思っています。

JA福島さくら

武田 可奈さん
（田村高等学校出身）

大学を卒業後ケイセンに入学しました。ケ
イセンでは学生から社会人になるステップ
を学びながら、様々な資格を取得しました。
今の勤務先は、仕事を通して地域の人々の
笑顔を直に感じられる仕事です。元々から
地元に貢献する仕事に就きたいと思ってい
たのでお客様に喜んでもらえるとやりがい
もあり、仕事の楽しさを実感している毎日
です。2年間の学生生活でしたが、スキルア
ップできた期間だったと思います。

郡山信用金庫

橋本 宗憲さん
（日本大学出身）

就職に直結したカリキュラムCURRICULUM

［ファイナンシャルプランナー］
＜国家資格＞ファイナンシャル・プ
ランニング技能士の資格取得を目指
します。就職やキャリアアップに活
かせ、独立・開業も目指せます。ま
た、実生活で将来役に立ち、常に人
気上位の資格です。

［簿　記］
簿記の初歩から検定取得に
至るまでの知識を習得しま
す。また、一般企業を前提にし
た記帳技術を学びます。

［ビジネス実務］
社会人としてのビジネスマナーを学
びます。身だしなみや、会話術、会議
について、新聞の読み方など社会人
に必要なスキルを身につけます。

［メンタルヘルス］
ストレッチ、ヨガ、華道などを通じて
心と身体を鍛えます。華道は資格も
とれます。

■目指す職業
金融関係（銀行、生保、証券各社）、
一般企業事務・経理職、病院事務・経理職、
会計・税理士事務所、企業の営業・販売職、製造業 など

［プレゼンテーション］
プレゼンテーション能力を磨
き、「実習」を行ないながら、就
活時に大切なアピール能力を
高めます。社会にでてからも大
切な能力です。

2年制
［ 定員20名 ］

防災士の資格を取得

「職業実践専門課程」とは、社会の即戦力となる人材育成
を目的に、より実践的で専門性の高い教育を実施して
いる学校・学科を文部科学大臣が認定するものです。

防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力
を高める活動が期待され、 そのための十分な意識と一定の知識・技能を
修得したことを日本防災士機構が認証した人です。

「職業実践専門課程」に
認定されています! より実践的な

専門教育で
現場力が
身につく!

認定
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■自己理解　■他者理解　■自己分析　■エントリーシート作成　　　　　　　　　　　　■グループワーク　　■応募書類作成（自己PR・志望動機）　■面接指導　■フラワーアレンジメント　■ストレッチヨガ　

■就職相談　■自己分析　■志望動機　■自己PR　■応募書類　■面接対策

■簿記会計　■オフィスソフト（ワード・エクセル・パワーポイント） ■販売士　■華道　　　　　　　■ビジネスマナー

■メイク、整容　■コーディネート　■ビジネスマナー　■ビジネスコミュニケーション 　　　　　　■ホームページ作成　■年金　■会計・税金

■産学連携学習 ■インターンシップ学習

■業界研究 ■就職ガイダンス ■保護者説明会

■合同企業説明会

■学内企業説明会 ■採用試験 ■内定式 ■内定者セミナー

■求職票受理面談 ■就職研修 ■個別面接指導 ■個別就職相談

キャリアカウンセリング

就
職
部

授
業

キ
ャ
リ
ア

サ
ポ
ー
ト
室

充
実
の
ト
リ
プ
ル
サ
ポ
ー
ト

■ 2年制課程の就職活動スケジュール

資格取得

セミナー開催

キャリアデザイン・メンタルヘルス

より満足度の高い就職を目指して
入社前から入社後まで、万全に整えた
キャリアサポート体制

就職支援・
キャリア教育

担任・就職部・キャリアサポート室が
連携し就職活動の支援をしています。
就職活動には様々な悩みがでてきま
す。内容によって経験豊富な担任、キ
ャリアサポート室、就職部職員が皆さ
んのフォローを行ないます。

求人の依頼をはじめ、企業の人事担当
者と連携を密にして情報を共有して
います。企業の要望する人材像をとら
え皆さんに情報提供することにより、
ミスマッチによる早期離職を防いで
います。

年間を通じて産学連携講座・インター
ンシップ実習・学内企業セミナー、就
職ガイダンス、求職票受理面談、就職
相談を行ないます。

卒業生は約7,700名。地域企業・官庁で活躍しています。

■ 就職部 ■ キャリアサポート室

専門のカウンセラーが就職活動に
関する悩みや不安を解消します。

● キャリアカウンセリング
　　（在校生だけでなく、高校生・卒業生も受けられます）

● 資格取得支援
● 各種セミナー開催
● キャリアデザイン授業（通年）
● メンタルヘルス授業（通年）

4月 10月 10月12月 2月 4月

完全担任制、
少人数クラス

太いパイプで
繋がった企業との連携

充実した
就職支援カリキュラム
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April

October November December January February March

● 公務員官庁見学
● 全経所得税法能力検定
● バス旅行
● ２次試験スタート

● ボウリング大会
● 全経文書処理能力検定
● 日商簿記検定
● 全経簿記能力検定

● ビジネス能力検定ジョブパス
● 冬期休講
● 就職研修
● マイクロソフト認定マイクロソフト・
　 オフィス・スペシャリスト検定

● 授業再開
● メイクアップセミナー
● コーディネートセミナー
● 全経社会人常識マナー検定
● ファイナンシャル・プランニング技能検定
● 公務員試験合格フォーラム

● 献血協力　　● 映画鑑賞会
● 学年末試験　● 卒業試験
● 学年末休講　● 全経簿記能力検定
● 日商簿記検定
● 全経文書処理能力検定
● 全経所得税法能力検定
● マイクロソフト認定マイクロソフト・
　 オフィス・スペシャリスト検定
● 日商販売士検定

● 卒業式・記念パーティ
● 補習授業
● 春期休講
● 新入生オリエンテーション

● ２日：学校創立記念日（休校日）
● 全経簿記能力検定
● ファイナンシャル・プランニング技能検定
● 校外学習（一日旅行）

● 受験先指導面談
● 日商簿記検定
● 献血協力
● 全経社会人常識マナー検定

● 夏期補習
● 夏期休講
● プチ同窓会

● 夏期補習　● 夏期休講
● 全経文書処理能力検定
● 全経簿記能力検定
● 全経コンピュータ会計能力検定
● ビジネス能力検定ジョブパス
● マイクロソフト認定マイクロソフト・
　 オフィス・スペシャリスト検定
● 日商販売士検定
● 公務員試験合格必勝出陣式

● 授業再開
● 前期末試験
● 1次試験スタート
● マイクロソフト認定マイクロソフト・
　 オフィス・スペシャリスト検定
● 全経社会人常識マナー検定
● ファイナンシャル・プランニング技能検定

● 入学式
● 新入生ガイダンス
● 授業開始
● 実務教育出版ガイダンス
● お花倶楽部募集

学 校 生活スケジュール

4月 May June July August5月 6月 7月 8月 September9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

Keisen Business Public Servant CollegeKeisen Business Public Servant College 3029



ケイセンの授業をもっと知って下さい。保護者の方のみのご参加も大歓迎です。

① 4/11日（土）　　② 5/9日（土）　    ③ 5/30日（土）　　④ 6/20日（土）
⑤ 7/4日（土）　　  ⑥ 8/8日（土）

■ 受付 ｜ 午前9時～　　■ 開始 ｜ 午前10時～午後12時50分（予定）
※両体験授業ともに同時刻より開催となります

その証拠に、この体験授業に複数回参加される方がたくさんいらっしゃいます。そして、継続して
参加された方から、公務員試験合格や民間就職内定の声も寄せられています。本物のビジネス
パーソン、本物の公務員を育てるケイセンだからこそできる、公務員試験対策授業・ビジネス系
体験授業となっています。毎回、趣向をこらした授業を準備しています。楽しいケイセンの雰囲気
を実際に肌で感じてみませんか？ お友達、保護者の方とでもお気軽にご参加ください！

●入学試験の面接試験科目・選考料の免除
●各種公務員試験での進路サポート
●民間就職試験での進路サポート
●実務教育出版模擬試験の受験の優遇
●ケイセン情報誌の優先配布
●公務員試験カレンダー
　公務員試験データブックの無料配布
●ケイセンの面接練習会への優先案内
●ケイセン限定オリジナルグッズ等のプレゼント

0120-15-3759
お問合せ先はこちら

Tel.024-941-1276 ［ 入試広報部まで ］

JR
福
島
駅（
西
口
）

●
福島ビュー
ホテル

●
イトーヨーカドー

福島店

至
仙
台

至
東
京

●

福島駅西口
バスターミナル

いわき駅

南 口
バスターミナル ●

グランパークホテル
バネックスいわき前

●ラトブ

バネックスいわき

JR
新
白
河
駅（
東
口
）

●

新白河駅東口
バスターミナル

ホテル
サンルート白河

●

会津若松駅

●
バス案内所

公
　
園駅前広場

至郡
山

至大町

●

駅前バス
ターミナル

駅構内

KEISENドリーム号　運行スケジュール ケイセン会員カード  メンバーズ大募集

ケイセンの体験授業は、
単なる体験入学や入学説明会ではありません。

※ 詳しくは入試広報部までお問い合わせ下さい。

本校福島駅西口
（バスターミナル内） 二本松駅

8：00発 8：50 9：40着行き

14：30着予定 12：50発帰り 13：45

本校会津若松駅
（駅構内） 猪苗代駅

8：00発 8：50 9：40着行き

14：45着予定 12：50発帰り 13：55

本校新白河駅
（バスターミナル内） 須賀川駅

8：00発 8：45 9：30着行き

14：30着予定 12：50発帰り 13：40

本校いわき駅前
（グランパークバネックスいわき前）

セブンイレブン
福島平田店前

8：00発 8：50 9：40着行き

14：45着予定 12：50発帰り 13：50

遠方の方も　　　　　　　　を利用して体験授業に
ご参加いただけます。

◎福　島

◎会　津

◎白　河

◎いわき

開　催　日　程

公務員試験対策授業

ビジネス系体験授業
対象学科／総合ビジネス系学科

対象学科／公務員上級学科・行政事務学科
　　　　　 行政マネジメント学科

参加無料
毎月1～2回開催中!

※日程の詳細は別途お問合せください。

保護者の方向け説明会も同時開催

無料送迎バス 特　典

３. 外部対象公務員模試
　 （高校生他）

① 7/27日（月）　　② 7/28日（火）　   ③ 7/29日（月）　　 ④ 7/30日（木）
⑤ 7/31日（金）　　⑥ 8/3日（月）　　  ⑦ 8/4日（火）　　   ⑧ 8/5日（水）
⑨ 8/6日（木）　　 ⑩ 8/7日（金）　　  ⑪ 8/11日（火）　    ⑫ 8/12日（水）

4. 公務員合格セミナー
　（夏期）

２. 体験授業

１. 入学選考試験

① 8/29日（土）　　② 9/26日（土）
［ AO入試 ］

① 10/24日（土）　 ② 11/28日（土）　③ 12/19日（土）

④ 1/23日（土）　　⑤ 2/27日（土）　  ⑥ 3/25日（木）　　⑦ 4/2日（金）

［ 特待・推薦・一般入試 ］

［ 2021年 ］

① 4/18日（土）　　② 5/16日（土）　  ③ 5/23日（土）　　④ 6/13日（土）
⑤ 6/27日（土）　　⑥ 7/11日（土）　  ⑦ 7/25日（土）　　⑧ 8/1日（土）
⑨ 8/22日（土）　　⑩ 9/5日（土）  　  ⑪ 9/19日（土）　　⑫ 10/3日（土）　
⑬ 10/17日（土）　 ⑭ 11/7日（土）　　⑮ 12/5日（土）
　
⑯ 1/16日（土）　　⑰ 2/13日（土）　  ⑱ 3/6日（土）　　  ⑲ 3/13日（土）　
［ 2021年 ］

※１２日（水）模試予定（半日）

体験授業
開催
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令和時代の
フロンティアを目指して。

ケイセン公式SNSをフォローして
最新情報をゲットしよう♪

受験者の方向けに体験授業の情報や、ケイセンチャンネルなど色々な情報を発信！

■ （公社）全国経理教育協会　理事長
■ （一社）福島県専修学校各種学校連合会　前会長
■ （一財）職業教育・キャリア教育財団　常務理事　等

※ （公社）：公益社団法人・（一社）：一般社団法人・（一財）：一般財団法人

創立53年。新時代を担う人材を育てる学校。
　「ケイセン」の名は、経済の本来の意味、「経世済民～世の中
を治め民を救う～」という言葉に由来しています。つまり、社会
や人のために働き役に立つという精紳です。
　本校は、1967年、税理士・司法書士であった創立者が、新
時代を担う高度なスキルを持った人材を育てたいという志を
もって立ち上げた学校です。「強さと優しさを兼ね備えたビジ
ネスリーダーの育成」を目標に掲げ、35年前に東北で初めて、
公務員を目指す生徒のための専門学科を開設しました。校舎
が現在の場所に移ったのは、21世紀を目前にした1997年のこ
と。開拓のまち郡山で新たな時代を拓く人材を育てるために、
そして本校が周辺地域の教育的発展の礎になりたいとの願い
を込めて、校舎に『フロンティア館』という愛称をつけました。

社会に求められる「強さとやさしさ」を身につける。
　創立から半世紀、約7,700人の生徒が本校を巣立ち、今も
社会の第一線で活躍しています。時代の変化にしたがって、求
められるスキルは変化します。現代は、企業・地域個々の経済
的成長以上に、SDGsや社会貢献といった社会性が重視され
る時代です。事実、令和元年は災害の多い年でしたが、ボラン
ティアなどの“結”の精神が大いに発揮されました。そういった
時代背景を受け、本校では今年度から、２年課程の全生徒が
「防災士」の資格を取得することにしています。これは地域・職
場・家庭の防災に活用できるスキル。学校ぐるみで防災士を育
成するのは全国で初めての取り組みです。「強さと優しさ」とい
う普遍の目標を、令和に相応しいかたちで具現化しています。

人生に残る、感動のある学生生活を。
　さらに本校では、「感動」を重視した教育を行っています。例
えば年２回、全校生が映画館で話題作を鑑賞します。映像世界
に没入して何かを感じ取り、感動を共有する喜びを知ってほし
いと思っています。春には全校生での宿泊研修があり、学科や
学年を超えた絆を結び、思い出を作ります。30年以上続けて
いる献血や猪苗代湖の環境保全ボランティアも、この学校なら
ではの新鮮な体験となるでしょう。ケイセンでの日々が、あな
た自身の豊かな人生を拓くフロンティアとなることを祈ってい
ます。

■個人情報保護方針
学校法人郡山学院では、個人情報保護に関しての方針を下記の通り定め、
個人情報管理の当学内の仕組みの策定、実施、維持、改善活動を行なって
います。
　
1.適切な個人情報の収集、利用及び提供を定めた学内規則を厳守します。
2.個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破棄、改ざん及び漏え
　いなどに関して予防措置を講ずると共に、万一の発生時には、速やかな
　是正対策を実施します。
3.個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。
個人情報の仕組みを継続的に見直す改善を行います。
学校法人 郡山学院 理事長 岡部隆男

■個人情報の取扱において
１.個人情報の取得について
①当学院は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
②当学院では、入学案内書の請求・各種講座申込・各種資料請求・イベント
　参加申込等の際に提供いただいた個人情報を取得させていただいて
　おります。
　
２.個人情報の利用目的について
●提供いただいた個人情報は、次の目的に利用させていただきます。
①提供者への連絡及び教材等の発送並びに受講講座及び関連講座に関
　する情報の提供
②受験願書の請求に伴う願書等の発送及び管理
③学籍・成績等の管理及びクラス運営並びに学内試験合格者の照合及び
　管理
④模擬試験等の成績集計及び上位者を校舎内に掲示
⑤外部検定試験の事務処理並びに資格試験合格者の校舎内掲示及び
　情報提供
⑥学生指導上発生する保護者への連絡
⑦出身校への事務連絡
⑧就職斡旋にあたり企業等への連絡
⑨実習依頼による実習先への連絡
⑩奨学生採用のための事務処理
⑪入寮生の管理運営

⑫学校案内・パンフレットやホームページ及び各種進学情報媒体制作への
　情報提供
⑬広報資料の制作
⑭郡山学院同窓会・郡山学院後援会への情報提供
●提供いただいた個人情報により郵便・宅急便等でパンフレット等が届く
場合があります。情報提供をお望みでない方は、お申し出により停止させて
いただきます。
　
３.個人情報の外部委託について
当学院は、お預かりした個人情報を学校案内制作やＤＭ等の発送の目的で
外部企業に業務委託する場合があります。業務委託に際しては適切に個人
情報を保護できることを条件に委託先を選定し、秘密保持契約を締結し個
人情報の安全を確保します。
　
４.第三者提供について
提供いただいた個人情報は、関連する法令で定める場合及び本人の同意
を得た場合を除き、第三者へ開示または貸出することはありません。ただ
し、学校法人郡山学院グループ内で共同利用する場合及び業務を委託する
場合は第三者提供には該当しないものとします。

５.個人情報の管理について
①当学院は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
②当学院は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため
不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対
策を講じます。
　
６.個人情報の共同利用について
当学院は下記グループ間で、個人情報のデータを共同利用することがあり
ます。
〈共同利用の範囲〉 郡山学院高等専修学校・ケイセンビジネス公務員
カレッジ
〈共同利用する情報の種類〉氏名、住所、性別、電話番号、学校名、学年、　
メールアドレス、資料請求履歴等 
　
７.個人情報の開示・訂正・利用停止について
個人情報の開示のご依頼や開示の結果、誤った情報があって訂正・削除の

ご依頼があった場合に、法令で禁止されていることや教育活動に影響があ
る場合を除き本人であることが確認出来たときに限り、個人情報をお知ら
せ又は個人情報の修正・削除等の対応をさせていただきます。 

８.本人確認について
個人情報の開示・訂正・利用停止の求めに応じる時などで個人を識別でき
る情報（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書
等で氏名、住所、生年月日、写真等など）により、本人であることを確認させ
ていただきます。 
　
９.組織・体制
①当学院は、個人情報保護管理者を任命し個人情報の適正な管理を実施
　します。
②当学院は、教職員に対し個人情報の保護及び適正な管理方法について
　の研修を実施し日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底し
　ます。
　
10.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当学院は、この方針を実行するため個人情報保護コンプライアンス・プロ
グラム（本方針、「個人情報保護規程」及びその他の規則を含む）を策定
し、これを当学従業者その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し継続
的に改善いたします。 
　
11.個人情報管理責任者について
個人情報は、各学校の個人情報保護管理者が責任をもって管理します。
個人情報管理に関する質問は下記各学校の個人情報保護管理者に連絡
下さい。

12.「学校法人郡山学院における個人情報の保護について」の変更について
表記については変更することがあります。その場合はホームページ上で
告知いたします。

学校法人郡山学院事務局 
郡山学院高等専修学校
ケイセンビジネス公務員カレッジ
〈10：00～16：00（土日祝日、（学）郡山学院休業日は除く）〉

Tel.024-941-1276
Tel.024-923-1406
Tel.024-941-1276

学 校 運 営 方 針

理事長／学校長

岡部  隆男
TA K AO   O K A B E

https://page.line.me/ksen
■ LINE

■ facebook
https://www.facebook.com/ksenacjp/

■ Twitter
https://twitter.com/ksen196703

www.ksen.ac.jp詳しくはWebへ ケイセン 検索

Keisen Business Public Servant CollegeKeisen Business Public Servant College 3433
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