


大学中退も不利にならない公
務員試験にチャレンジ！

鹿児島県（上級行政）
合格
Aさん　入学時：27歳(大学中退)
職歴：サービス業/自動車整備工
公務員中上級専攻科卒

家業の人手不足を補うため大学を中退しま
した。働いていた時に、災害などで対応して
いた行政の職員に憧れたことがきっかけで
公務員を目指すことに。
大学中退は少しコンプレックスになってい
ましたが、自分のマイナス面を自覚して勉
強や面接練習に臨みました。
受験勉強で、気分がのらない時は、今の自分
の現状を思い出して「合格するしかない」と
自分に言い聞かせ、やる気を起こして合格
できました｡

社会人としての経験が､人物試
験の面接で強みになりました｡

福岡市（上級行政）
合格
Iさん　入学時：27歳(大学卒)
職歴：自動機械設計（技術職）
公務員中上級専攻科卒

人と接する仕事がしたいと思ったのと、福
岡が好きで福岡に住んで福岡のために働き
たいと思ったことがきっかけで公務員を目
指しました。
民間で社会人としての経験を積んでいたの
で、面接のネタには困りませんでした。
公務員試験の勉強はきつかったですが、共
に苦しむ仲間がいたので私は頑張れたと思
います。

けてASOへ入学。

福岡県（上級行政）
合格
Kさん　入学時：29歳(大卒)
職歴：CG制作（フリーランス）
公務員中上級専攻科卒

前職の経験から、好きなことを仕事にして
いる人たちが活き活きと働ける環境をつく
りたいと思ったのが一番の理由です。年齢
的に最後の年というのもあったので悔いが
残らないように挑戦しました。
ほぼゼロからの勉強だったので、大学生や
現役の人たちに追いつくのに苦労しまし
た。また会社勤務などの定職についた経験
もなく、年齢的にもぎりぎりでの挑戦でし
たが、それでもなんとか第一志望の福岡県
に内定をいただくことができました。

社会人経験（営業職）が面接で
活かせました！

うきは市
合格
Nさん　入学時：28歳(大卒)
職歴：食品（営業職）
公務員中上級専攻科卒

営業職をしていて、民間企業のキビシイ現
実を見て安定している公務員を目指しまし
た。
仕事を辞めるリスクも考えましたし、28歳
という年齢のため大きな不安もありました

持気い強ういと」!るなに員務公に対絶「、が
ちを持って挑戦していたので良い結果を出
せました｡職歴が不利になると思ってまし
たが､営業職だったので面接の時に上手く
活かせたと思います｡

大学進学からの進路変更で公
務員を目指す！

税務職員（九州）
合格
Oさん　入学時：21歳(高卒)
公務員中上級教養科卒

大学受験のため2年間浪人をしていました
が、納得した結果が出なかったため早く社
会へ出ようと思い公務員を目指しました。

不もに来将てし識意を」人大「、りなと人成
安がある時期でした。ASOでは自らを律し
つつ仲間と共に充実して勉強に向き合うこ
とができました。公務員になることが出来、
周りの皆や家族が喜んでくれて公務員を目
指して本当によかったと思います。

スポーツ経験を公務員として
活かす！

久留米広域消防
合格
Kさん　入学時：23歳(大卒)
昼間課程教養コース

消防士になりたいという幼い頃からの夢を
かなえるため公務員を目指しました。高校・
大学とスポーツ特待生として進学したた
め、学生時代全く勉強していませんでした
が、ASOには消防士を目指す仲間が多勢い
て、互いに切磋琢磨して合格を勝ち取りま
した。入学してからは授業は一番前で受け
て、誰よりも多くの事を吸収しようと心が
けました。

公務員になる夢を諦めなくて
よかった！

福岡県(Ⅰ類上級行政事務)
合格
Tさん　入学時：26歳(大卒)
職歴：営業・販売職
公務員中上級専攻科

地元、福岡で働きたいと思い公務員を目指
しました。
専門科目の勉強はまったくしたことがな
かったので、理解できるか心配でしたが、苦
手なところを中心に勉強にするように心が
けて合格できました！専門科目の論文指導
も個別にして頂き安心して試験に臨むこと
ができました。

長く続けられる仕事がしたく
て公務員を目指しました

太宰府市（一般事務A）
合格
Sさん　入学時：26歳(大卒)
職歴：教育業界マネジメント職
公務員中上級専攻科

待遇などの面で長く続けられる仕事がした
くて公務員を目指しました。周りの仲間と
切磋琢磨して、一人でふさぎこまないこと
を意識して、勉強にとりくみました。また、
私の強みである語学（英語）を活かす事ので
きる職種を案内して頂き、視野が広がりま
した。

色々な面で安定している公務
員を目指しました

福岡県（Ⅰ類行政事務）
合格
Yさん　入学時：26歳(大卒)
職歴：機械設計職
公務員中上級専攻科

前職は関東での勤務だったため、地元に帰
りたくて、又色々な面で安定している公務
員を目指しました。毎日の生活のリズムを
崩さす、基本問題の反復を心がけて取り組
んでいました。私と同様、社会人経験のある
仲間も多く、励まし合って勉強に取り組み
ました。

合格者の声



大学生の時から目指した公務
員、諦めなくてよかった！

唐津市A
合格
Kさん　入学時：23歳(大卒)
公務員中上級専攻科

兄の影響で大学生の時から公務員をめざし
ました。途中諦めそうになった事もありま
したが、あと１年だけがんばってみようと
思い、学校に一番に来て、朝から勉強し、夜
は最後まで残って、勉強することで、公務員
になれました。
2年目も途中まで結果が出ずに苦しかった
のですが、ASOには最後までバックアップ
していただき感謝しています。

安定を目指して大学生から公
務員を目指しました。

国家一般職(九州地方整備局)
合格
Mさん　入学時：23歳(大卒)
公務員中上級専攻科

大学3年生から大学内公務員講座に受講し
て公務員を目指しましたが結果がでず、卒
業してからも継続して公務員を目指しまし
た。辛い時もありましたが、その経験が力に
なって自信となりました。
大学の学内講座からの再チャレンジでした
が、安定して勉強できる環境が整っていて
息切れせずに受験に臨む事ができました。

先生方のサポートが目標達成
に繋がりました。

筑紫野市
合格
Nさん　入学時：27歳(大卒)
公務員中上級教養科

大学4年生の時、就職活動がうまくいかず
公務員を目指そうと思いました。エント
リーシートで落とされる民間企業より、ま
ずは筆記試験で先にすすめる公務員を目指
そうと思いました。授業のない日でも学校
に行き質問や勉強したことで合格できまし
た。
ASOでの面接練習でも先生方からのアド
バイスや激励を受けながら充実して対策を
薦めることができました。

スポーツで培った経験を活か
したいと思いました。

春日･大野城･那珂川消防
合格
Sさん　入学時：26歳(大卒)
職歴：販売業
昼間課程教養コース

家族が倒れた時何もできず悔しい経験をし
たことや、スポーツの練習で培った体力や
チームプレーで学んだ協調性を活かしたい
と思い公務員を目指しました。途中辛いこ
ともありましたが、スポーツで身につけた
精神力で継続することができました。
前職の民間企業から転職し、消防士を目指
すにあたりASOにはゼロから勉強を教え
て頂きました。

進路変更して公務員を目指し
ました。

福岡県庁(Ⅲ類一般事務)
合格
Yさん　入学時：20歳(高専卒)
公務員中上級教養科

進路変更をして、学ぶ分野がガラッと変わ
ることがとても不安でしたが、授業動画で
復習を行うことで合格できました。
ASOのクラスでは代表も努め、クラスの一
体感を感じながら勉強に取り組むことがで
きました。

違う分野からの入学もサポー
トがあるから安心

福岡市(初級行政事務)
合格
Nさん　入学時：21歳(工業高校卒)
職歴：鉄鋼業
公務員中上級教養科

高校を卒業して1度社会人を経験しました
が、公務員になった知人の影響で自分も目
指してみようと思いました。１から勉強し
なければいけない分野がありましたが、勉
強の「仕方」から学んで、コツコツ勉強した
ことで合格できました。
ASOのクラスには、私よりも年上の方も多
くいらっしゃって、刺激を受けながら勉強
に取り組むことができました。

休まない・遅刻しない・素直
に受け入れる

朝倉市(一般事務)
合格
Kさん　入学時：27歳(大卒)
職歴：地銀営業職
公務員中上級教養科

民間の仕事に慣れた頃、将来の仕事につい
て考えて、人のため地域のために働ける公
務員になりたいと目指しました。遠方から
の通学で大変でしたが、受験先の年齢も考
えて『休まず』・『遅刻せず』を心がけて合格
できました。

日々の授業全てが糧となりま
した！

横浜市（上級行政）
合格
Nさん　入学時：27歳(大卒)
職歴：医療事務職
公務員中上級教養科

事前にASOの合格者の方の話をじっくり
聞けた事で公務員を目指す決心がつきまし
た。『毎日の授業全てを吸収する』・『1つも
もらさない』この覚悟でがんばりました。

ランキングの比較でモチベー
ションを維持しました

山陽小野田市(上級行政)
合格
Sさん　入学時：27歳(大卒)
職歴：不動産営業
公務員中上級教養科

幅広い業務に携わる事ができると思って公
務員を目指しました。試験の知識はゼロ
だったけどASOの卒業生である兄から話
を聞き学校に行けばわかるだろうと思って
飛び込みました。学校では仲間と共にメリ
ハリをつけて勉強して合格できました。



年齢を気にしている時間が
もったいなかった！

国立大学法人（九州大学）
合格
Oさん　入学時：27歳(大卒)
職歴：施工管理職
公務員中上級教養科

年齢的に受験できる職種が減ってきている
から､どうせ無理だと思って一年は何もし
ませんでしたが､地元で働きたくて諦めら
れずに公務員を目指しました｡はじめは地
元の市役所に絞っていましたが､前職の経
験を活かせる職種がある事を知り視野が広
がりました｡朝7時30分から夜9時30分ま
で残って勉強しました｡

ASOで数年越しの夢を叶える
ことができました。

社会保険診療報酬支払基金
合格
Nさん　入学時：27歳(大卒)
職歴：営業職
公務員中上級教養科

独学で何年も公務員受験をしましたが結果
がでませんでした。年齢制限あったので、覚
悟を決めて全力で挑めました。学校で勉強
するのは、自分に甘えが出なくてよかった
です。

諦めずに挑戦できたのは先生
と仲間がいたから！

福岡市消防局
合格
Oさん　入学時：23歳(大卒)
昼間課程教養コース

大学生のうちから公務員試験に挑戦してい
ました。倍率の高いところを目指すので集
中を心がけました。ひとりなら挫折してし
まいそうでしたが、先生の後押しと仲間と
の結束力で合格できました。

憧れていた公務員の夢が諦め
られずに目指しました

国家一般職(九州管区警察局)
合格
Oさん　入学時：28歳(大学院卒)
職歴：建設業事務職
公務員中上級専攻科

仕事の環境を変えたくて、また公務員にな
ることが子供の頃からの夢だったので公務
員を目指しました。前職の都合で、入学が遅
れましたが、授業録画システムで見ること
ができたので助かりました。科目ごとに目
標を定めて1つずつクリアして合格を勝ち
取りました。
国家一般職試験の官庁訪問についても的確
なアドバイスを頂き助かりました。

自分の未来を見つけることが
できました！

福岡県(Ⅰ類教育行政)
合格
Nさん　入学時：24歳(大卒)
職歴：広告営業
公務員中上級専攻科

前職では、働いてみるとイメージと違うこ
とが多くて…公務員は安定して長く働ける
点も魅力だし、思い切って退職して公務員
をを目指す事を決意しました。独学では自
分に甘えが出てしまったり、情報が足りな
いと感じたので進学を決めました。

自分の将来と向き合ったこと
で、公務員を目指しました！

国家一般職（福岡法務局）
合格
Oさん　入学時：26歳(大卒)
職歴：不動産営業
公務員中上級専攻科

年齢があがるにつれて受験できる試験数が
減ることが不安でしたが、自分の将来を考
えて公務員を目指す事にしました。公務員
の幅広い職種の中から、先生は私の希望や
適性を踏まえて進路相談のアドバイスをも
らえたことで合格できました。
ASOに10月に入学し、翌年の10月から公
務員として勤務することになり、生活面で
も安定を得ることができました。

長い人生の中での1年！早く決
断して正解でした。

大牟田市（一般行政事務A）
合格
Nさん　入学時：27歳(大学中退)
職歴：
公務員中上級専攻科

大学3年生の時、自分の将来を見つめなお
すため1年間休学した後に中退しました。
将来が不安でしたが、「大学を中退して公務
員になる人はたくさんいる」という先生の
言葉で公務員を目指す事を決意しました。

幼い頃の夢を実現するため公
務員へ進路変更！

熊本県警察官B
合格
Yさん　入学時：21歳(大学中退)
公務員中上級教養科

大学2年生の時に中退して、幼い頃から憧
れていた警察官を目指す事にしました。数
学系の科目が苦手でしたが、得意科目を伸
ばすことで補いました。親には金銭的に負
担をかけてしまったけど、その分はすぐに
取り戻せるくらい、親孝行ができた思って
います。

本当にやりたい事は？と気付い
たことが公務員のきっかけに。

福岡市運輸業務従事者
合格
Fさん　入学時：21歳(大学中退)
公務員中上級教養科

大学2年の時に中退して家族と同じ公務員
を目指すことにしましたが、公務員につい
ての知識が薄く、先生方に詳しく教えても
らえたことで方向性を見つける事が出来ま
した。
面接の練習では、複数の先生方から助言を
もらえたことで納得のいく表現ができまし
た。



合格者の声 2018年度




