
兵庫県立大学生活協同組合共　催

兵庫県立大学環境人間学部主　催

協　力

開講
2018年

5月23日
2019年合格目標

公務員
学内講座

姫路環境人間
キャンパス（計5回）

公務員学内講座説明会
「公務員試験について･学内の対策講座について」

4/18（水） 15:15~16:00
A401教室

4/25（水） 13:00~14:30
A401教室

5/  2（水） 13:00~14:30
A401教室
15:00~16:30
大学会館特設会場個別相談会  ▼

5/16（水） 14:50~16:00
A401教室
16:30~17:30
大学会館特設会場個別相談会  ▼

姫路工学
キャンパス（計2回）

5/ 7（月）

【通常説明会】

10:40~12:10
5号館5102教室
【短縮説明会】

12:20~12:50
5号館5102教室
13:30~15:30
大学会館特設会場個別相談会  ▼ 

5/11（金）
【通常説明会】

13:00~14:30
5号館5102教室

【短縮説明会】

12:20~12:50
5号館5102教室

10:40~12:00
大学会館特設会場

個別相談会  ▼ 

播磨理学
キャンパス（計2回）

4/27（金）
【短縮説明会】
12:10~12:55
本部棟202
13:30~16:20
大学会館特設会場個別相談会  ▼ 

【短縮説明会】
12:10~12:55
講義棟202
13:30~16:20
大学会館特設会場個別相談会  ▼

兵庫県立大学生協主催･キャリアセンター共催による学内開催だから、安心･便利

ＴＡＣで活躍する経験豊かで実力ある講師陣が、兵庫県立大学に来て質の高い講義と丁寧な指導を行います。
「ＴＡＣ  の実績ある優秀な講師陣」による質の高い講義

やむを得ず欠席した場合や講義の復習のために、Ｗｅｂフォローがついています。（ＰＣ、タブレット端末、スマートフォンでも視聴可能です。）
「欠席時のフォロー」も安心

専門学校に通う移動時間が不要ですので、公務員の勉強と授業や研究･実験を無理なく両立させて合格を目指します。

5/  9（水） 13:00~14:30
A401教室

5/8（火）
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兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス 
キャンパスキャリアセンター長  内田  勇人 （環境人間学部教授）
環環境人間学部は創設以来、卒業後の職業として「公務員」を希望
する学生が多く、16年前より志望学生への支援策として学部と大学
生協との共同で公務員試験対策講座を開講しています。2017年度
の本学部卒業生（就職希望者）の中で、「公務員」に就職した割合は
およそ1％となっています。
難関といえる公務員試験に合格するためには、各種試験（教養・専門
等）にしっかりと備えておくことが大切になります。独学でかつ計画
的に取り組めるという人もいると思いますが、近年重要視されてい
る人物試験対策や個別面談、集団討論会などについては、どうして
も準備が手薄になりがちです。これらへの対応策として本公務員試

験対策講座は、教養・専門試験対策のみならず、人物試験、個別面
談、集団討論会等への各種対策がカリキュラムに組み込まれてお
り、皆さんにとって有益な講座になると思われます。
キャンパスキャリアセンターの役割の一つに、皆さんにとって最良
のキャリア形成が促され、希望通りの職業に就くことができるように
全力で強力にバックアップすることが挙げられます。もちろん就職先
は「公務員」だけではありませんが、「公務員」の仕事内容は私たちの
日常生活に密着した業務が多く、憲法で定めるところの「全体の奉仕
者」として、大変やりがいのある職業の一つと言えるでしょう。
「公務員」を目指す学生の皆さんにとって、本講座が希望、思いを実
現させる有効な場となることを願っています。  

環境人間キャンパスで、
便利に受講。
正課授業後にそのまま出席できる。
また、授業のない日も交通定期で低コスト。

1 学事予定に配慮した
カリキュラム。2
学園祭や定期試験などに配慮したスケジュールで、試験対
策との両立を図りやすい。ゼロからスタートしても試験のた
めの学習が始められるように設定しています。

予備校プロ講師
による指導。4
資格の学校ＴＡＣの公務員
講師陣が担当します。

予備校との連携で、
ブラッシュアップ。5
学内講座生がオプション講座な
どを追加で受講する場合特別価
格で受講ができます。

市価より安く、
充実サポート。3
筆記試験対策だけでなく、
面接試験や討論試験の対
策まで実施模擬試験も、
学内で無料で受験可能。

環境人間学部内  教室

5/23（水）14:40-16:50  「実力診断テスト」

100名 ※20 名に満たない場合は開講しないことがあります。
※定員になり次第、講座申込みの受付を終了いたします。

概　要

受講料

地方上級･国家一般職コース

205,000円（消費税込）

国家一般職・地方上級・国税専門官・財
務専門官・裁判所一般職・市役所上級・
国立大学法人など、主要な公務員試験に幅
広く対応できるスタンダードなコースです。
論文試験や面接試験の対策もしっかりと行
う事ができる安心のオールインワンコース
です。欠席しても安心のwebフォロー付き。

※受講料は、テキストや模試等の費用を
　含みます。

概　要

受講料

115,000円（消費税込）

専門試験が出題されない市役所上級・国
立大学法人などをターゲットにしたコース
です。
技術職や福祉職の教養対策としても活用で
きますし、警察官や消防官を目指す方もお
すすめ。
論文試験や面接試験もしっかりと対策がで
き、欠席しても安心のwebフォロー付き。

※受講料は、テキストや模試等の費用を
　含みます。

概　要

受講料

112,000円（消費税込）

国家一般職、地方上級、国税専門官、財務専
門官、裁判所一般職等を志望される方で、
専門科目のみを受講される方向けのコース
です。面接試験もしっかりと対策ができ、欠
席しても安心の web フォロー付き。教養科
目については、講座外での学習が必要とな
ります。

※受講料は、テキストや模試等の費用を
　含みます。

〈教養科目＋専門科目〉【全298コマ】 
※全て学内ライブ講義 【1コマ＝90分】

※2017年度講座生で再受講される場合は
  143,500円（消費税込）となります。

※2017年度講座生で再受講される場合は
  80,500円（消費税込）となります。

※2017年度講座生で再受講される場合は
  78,400円（消費税込）となります。

教養科目コース
【全172コマ】
※全て学内ライブ講義 【1コマ＝90分】

専門科目コース
〈行 政 職〉 〈行政職〉

【全162コマ】
※全て学内ライブ講義 【1コマ＝90分】

講座開講日

講座実施教室

定　　 　員

公務員試験
対策講座

5つの
メリット

2018
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兵庫県立大学 2016年度 公務員学内講座で合格した
元受講生の方にお話を伺いました！

2016年度公務員学内講座受講生  

A･Iさん （環境人間学部）

　私が学内講座を選んで良かったと思う点は大きく４点あります。

１．大学の講義やゼミとの予定調整がしやすい！
　　通っている大学で講義を受けることができるので、移動時間もかからず便利です。
２．かかる費用が比較的安い！　
　　直接予備校に通うよりも受講費をかなり抑えることができました。それにもかかわらず、試験で必要な主要科目の
　　ほぼ全てを学習することができ、模擬試験や面接対策も充実しています。また、交通費は大学への定期があるので
　　かかりません。
３．気の知れた大学の友人と一緒に講義を受けるので安心できる！
　　講義を一緒に受けているのは皆知っている人ばかりなので、分からないことや不安なことがあればすぐに友人に
　　相談しやすい環境でした。
４．講師の方々が皆、大変熱心に指導してくださいます！
　　分かりやすい講義や本番さながらの面接指導はもちろんのこと、授業時間外の質問にも丁寧に答えてくださり、提
　　出するエントリーシートの添削もしてくださいました。

このような充実した制度の整った学内講座を受講したおかげで、私は無事合格することができたと思っています。
ぜひ、皆さんも学内講座を受講し、公務員試験の合格を勝ち取って下さい！

Success Voice

科　目
数的処理
文章理解
自然科学

コマ数
40
8
32

科　目

時事対策
論文対策

憲　　法
コマ数

14
6

20
科　目

行　 政　 法

ミクロ経済学
マクロ経済学

コマ数

24

26
24

科　目 コマ数 科　目
政　 治 　学
専  門  記  述

コマ数
16
6

人文科学 36
民　　法 32

財　 政 　学 14

開講科目･コマ数一覧（1コマ=90分）

全コースにつきまして、
筆記試験から面接対策
までが含まれたオール
インワンコースとなっ
ています。

※出題科目のすべてが開講科目に含まれるわけではありません。場合によって、行政学、国際関係などの科目を追加で学習する必要があります。
　いずれもボリュームの小さい科目ですので、独学で学習することも可能ですが、希望される方はＴＡＣ  の講座を科目単位･割引価格でお申込みいただけます。
　また、技術職公務員を目指される方には、機械職･化学職･建築職の専門科目対策もご用意しております。こちらも割引価格でお申込みいただけます。
　追加面接対策については別途講座内でご案内いたします。

地方上級・国家一般職コース

科　目
数的処理
文章理解
自然科学

コマ数
40
8
32

科　目
時事対策
論文対策
社会科学

コマ数
14
6
36

科　目
憲　　　  法
民　　　  法
行　 政　 法

コマ数
20
32
24

科　目
マクロ経済学
財　 政 　学

コマ数
24
14

人文科学 36 ミクロ経済学 26

教養科目コース 専門科目コース

政　 治 　学
専  門  記  述

16
6

【 最終合格先 】 

　　　　　　　●  国家一般職最終合格　　　　　●  国税専門官最終合格
　　　　　　　●  裁判所職員一般職最終合格　　●  兵庫県庁最終合格
　　　　　　　●  姫路市役所最終合格
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2019年合格目標・日程表

2018年4月13日現在
曜日 10:40～12:10 13:00～14:30 14:40～16:10 16:20～17:50 18:00～19:30 曜日 10:40～12:10 13:00～14:30 14:40～16:10 16:20～17:50 18:00～19:30

５月 23日 水 実力診断テスト (16:50終了） 24日 水 文章理解5 文章理解6 個人面談

26日 土 オリエンテーショ ン 集団討論会 25日 木 自然科学25 自然科学26

30日 水 数的処理1 数的処理2 26日 金 マクロ13 マクロ14

６月 1日 金 ミクロ1 ミクロ2 27日 土 民法25 民法26 民法27

2日 土 憲法1 憲法2 憲法3 28日 日 論文対策1 論文対策2 論文対策3

6日 水 数的処理3 数的処理4 １１月 8日 木 自然科学25 自然科学26

8日 金 ミクロ3 ミクロ4 9日 金 マクロ15 マクロ16

9日 土 憲法4 憲法5 憲法6 10日 土 民法28 民法29 民法30

13日 水 数的処理5 数的処理6 11日 日 人文科学13 人文科学14 人文科学15

15日 金 ミクロ5 ミクロ6 15日 木 自然科学29 自然科学30

16日 土 憲法7 憲法8 憲法9 16日 金 マクロ17 マクロ18

20日 水 数的処理7 数的処理8 17日 土 民法31 民法32

22日 金 ミクロ7 ミクロ8 18日 日 人文科学16 人文科学17 人文科学18

23日 土 憲法10 憲法11 憲法12 23日 金 マクロ19 マクロ20

27日 水 数的処理9 数的処理10 24日 土 行政法1 行政法2 行政法3

28日 木 自然科学1 自然科学2 25日 日 人文科学19 人文科学20 人文科学21

29日 金 ミクロ9 ミクロ10 29日 木 数的処理演習1 数的処理演習2

30日 土 憲法13 憲法14 憲法15 30日 金 マクロ21 マクロ22

７月 4日 水 数的処理11 数的処理12 １２月 1日 土 行政法4 行政法5 行政法6

5日 木 自然科学3 自然科学4 2日 日 人文科学22 人文科学23 人文科学24

6日 金 ミクロ11 ミクロ12 6日 木 文章理解演習1 文章理解演習2

7日 土 憲法16 憲法17 憲法18 個人面談 個人面談 7日 金 マクロ演習1 マクロ演習2

11日 水 数的処理13 数的処理14 8日 土 行政法7 行政法8 行政法9

12日 木 自然科学5 自然科学6 13日 木 数的処理演習3 数的処理演習4

13日 金 ミクロ13 ミクロ14 15日 土 行政法10 行政法11 行政法12

15日 日 政治学1 政治学2 政治学3 16日 日 人文科学25 人文科学26 人文科学27

18日 水 数的処理15 数的処理16 22日 土 行政法13 行政法14 行政法15

19日 木 自然科学7 自然科学8 23日 日 教養型模試 教養型模試

８月 4日 土 憲法19 憲法20 個人面談 個人面談 １月 9日 水 数的処理演習5 数的処理演習6

5日 日 政治学4 政治学5 政治学6 10日 木 自然科学演習1 自然科学演習2

21日 火 面接対策講義 集団討論 集団討論 個人面談 12日 土 行政法16 行政法17 行政法18

22日 水 数的処理17 数的処理18 13日 日 専門記述（経済） 専門記述（経済）

23日 木 自然科学9 自然科学10 16日 水 数的処理演習7 数的処理演習8

24日 金 ミクロ15 ミクロ16 ミクロ17 17日 木 専門記述（法律） 専門記述（法律）

25日 土 民法1 民法2 民法3 18日 金 専門記述（政治） 専門記述（政治）

26日 日 政治学7 政治学8 政治学9 ２月 14日 木 財政学1 財政学2 財政学3

29日 水 数的処理19 数的処理20 集団討論 15日 金 総合演習1 総合演習2

30日 木 自然科学11 自然科学12 集団討論 16日 土 行政法19 行政法20

31日 金 ミクロ18 ミクロ19 ミクロ20 17日 日 人文科学28 人文科学29 人文科学30

９月 1日 土 民法4 民法5 民法6 21日 木 財政学4 財政学5 財政学6

2日 日 政治学10 政治学11 政治学12 22日 金 社会科学（政治）1 社会科学（政治）2 社会科学（政治）3

5日 水 数的処理21 数的処理22 23日 土 行政法演習1 行政法演習2

6日 木 自然科学13 自然科学14 24日 日 人文科学31 人文科学32 人文科学33

7日 金 ミクロ21 ミクロ22 ミクロ23 28日 木 財政学7 財政学8 財政学9

8日 土 民法7 民法8 民法9 ３月 1日 金

9日 日 政治学13 政治学14 2日 土 行政法演習3 行政法演習4

12日 水 数的処理23 数的処理24 3日 日 社会科学（法律）1 社会科学（法律）2 社会科学（法律）3 個人面談 個人面談

13日 木 自然科学15 自然科学16 7日 木 財政学10 財政学11 財政学12

14日 金 ミクロ24 ミクロ演習1 ミクロ演習2 8日 金

15日 土 民法10 民法11 民法12 9日 土 社会科学（法律）4 社会科学（法律）5 社会科学（法律）6 集団討論 集団討論

16日 日 政治学演習1 政治学演習2 10日 日 人文科学31 人文科学演習1 人文科学演習2

19日 水 数的処理25 数的処理26 集団討論 12日 火 社会科学（法律）7 社会科学（法律）8 個人面談 個人面談

20日 木 自然科学17 自然科学18 集団討論 13日 水 社会科学（経済）1 社会科学（経済）2 社会科学（経済）3

21日 金 マクロ1 マクロ2 マクロ3 14日 木 財政学演習1 財政学演習2

22日 土 民法13 民法14 民法15 16日 土

23日 日 人文科学1 人文科学2 人文科学3 17日 日 社会科学（政治）4 社会科学（政治）5 社会科学（政治）6

26日 水 数的処理27 数的処理28 集団討論 20日 水 社会科学（経済）4 社会科学（経済）5 社会科学（経済）6

27日 木 自然科学19 自然科学20 集団討論 21日 木 社会科学（法律）9 社会科学（法律)10 個人面談 個人面談

28日 金 マクロ4 マクロ5 マクロ6 23日 土 社会科学（政治）7 社会科学（政治）8 社会科学（政治）9

29日 土 民法16 民法17 民法18 24日 日 社会科学（政治）10 社会科学（時事）1 社会科学（時事）2

30日 日 人文科学4 人文科学5 人文科学6 27日 水 社会科学（経済）7 社会科学（経済）8

１０月 3日 水 数的処理29 数的処理30 30日 土

4日 木 自然科学21 自然科学22 31日 日 時事：社会1 時事：社会2 時事：社会3

5日 金 マクロ7 マクロ8 ４月 2日 火 社会科学（経済）9 社会科学（経済）10

6日 土 民法19 民法20 民法21 3日 水 時事：経済1 時事：経済2

7日 日 人文科学7 人文科学8 人文科学9 4日 木 社会科学（時事）3 社会科学（時事）4

10日 水 文章理解1 文章理解2 個人面談 6日 土 社会科学演習1 社会科学演習2 個人面談 個人面談

11日 木 数的処理31 数的処理32 7日 日 時事：社会4 時事：社会5 時事：社会6

12日 金 マクロ9 マクロ10 10日 水 時事：経済3 時事：経済4

13日 土 民法22 民法23 民法24 13日 土

14日 日 人文科学10 人文科学11 人文科学12 14日 日 時事：国際1 時事：国際2

17日 水 文章理解3 文章理解4 個人面談 17日 水 時事：経済5 時事：経済6

18日 木 自然科学23 自然科学24

19日 金 マクロ11 マクロ12

第2回公開模試

第4回公開模試

第5回公開模試

※2019年5月以降も講座内で直前面接対策講義、個別模擬面接、集団
討論対策を実施します。本試験実施日程を考慮し、講座内で日程をご案
内いたします。

※4月時点の日程です。学校行事、天候等の事情により、予定が変更となる場合がございます。予めご了承願います。

日程 日程

第1回公開模試

第3回公開模試
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シゴト＆試験制度
を知ろう！

公務員の

公務員の職種と仕事内容

◎女性も働きやすい環境がある

社会や地域に貢献できる誇りある仕事

人と社会のために
働ける一生の仕事

公務員の魅力（vs 民間企業）

公務員の種類

1

育児休業取得率

99．2%

平均育児休業期間

16.5ヵ月

　現在、女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針な
どに基づき人事院や各府省が仕事と家庭生活の両立支援の
ための様々な取り組み（育児休業・育児短時間勤務など）
を行っています。また、育児休業等実態調査の数字から、各種制
度が確実に活用されていることがわかります。

◎公務員の平均年収は民間よりも高い水準で安定

◎地方公務員 ～地方自治体で働くゼネラリスト～

　県庁･市役所･区役所などに勤務し、２～３年の周期で様々
な部局を異動しながら幅広い分野の業務に携わります。
地域に密着した存在として、時には地域住民と協働しながら
地域独自のまちづくりや行政サービスを提供します。

　１府１２省庁･税務署･ハローワーク･裁判所･国会などに勤
務し、各機関が管轄する分野のスペシャリストとして活
躍します。国家単位のスケールの大きな仕事に携われること
が魅力です。

◎国家公務員 ～国家機関で働くスペシャリスト～

1
短期的な業績や経済動向に左右されない

安定した環境で
　　　仕事ができる2

ワーク･ライフ･バランスが実現できる！

仕事もプライベートも
　　　大切にできる3

生涯年収に大きな差が出る！

高水準で
安定した収入がある4
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シゴト＆試験制度
を知ろう！

公務員の

公務員の試験制度＆攻略法

【参考】 平成30年度　特別区Ⅰ類（事務）
日本国籍を有する人で、次の年齢要件に該当する人
★昭和62年4月2日から平成9年4月1日までに
　生まれた人

受験資格

公務員の種類

2

　公務員試験の行政事務職の受験資格は、概ね年齢と国籍要
件のみです（一部試験では学歴要件あり／警察官・消防官は身
体要件あり）。出願すれば誰でも受験することができ、学歴・職
歴・性別・年齢などによる有利不利はありません。
　つまり、筆記試験と人物試験の総合評価で合否が決定される、
公平公正な就職試験と言えます。

・ 今自分が持っている知識や学力ではなく、これからの努力が公務員試験の合否に直結する。
・ 受験資格は各職種・自治体ごとに異なるので、受験する際は最新の試験情報を要確認。
・ 公務員試験＝就職試験のため、年齢要件は年度により変更になる場合があるので最新情報を要チェック。
・ 規模の小さな市役所などは、年齢要件の他に住所要件などが設けられている場合がある。
・ 資格免許職の場合は、“資格取得者ｏｒ翌年３月までに取得見込みの者”となっている場合が多い。

1：  出願（４月頃～順次）　

■ 一般的な公務員試験の流れ

２～５月頃にその年の試験案内が、自治体・職種ごとにＨＰに
て公表され、４月から受験申込受付がスタートします。
近年、インターネットによる受験申込受付が主流です。

2：  第１次試験

筆記試験として教養択一・専門択一・論文試験が実施されま
す。専門記述は東京都・裁判所一般職・国税専門官・財務専門官
・労働基準監督官など、一部試験種のみで実施されます。

3：  第２次試験

第１次試験合格者を対象に、人物試験として個別面接などが
実施され、志望理由や自己ＰＲに関する質問がなされます。
個別面接はほぼ全ての公務員試験で、集団面接・集団討論
は地方上級や市役所などで実施される傾向にあります。

4：  採用面接
最終合格者を対象に、主に個別面接が実施されており、受験生
の意思確認を行う場となります。併願状況や複数の試験に合
格した場合はどうするのかなどが問われます。

5：  採用・内定
原則として、翌年の４月１日からの採用ですが、既卒者・社会人
は、１０月から採用されるケースもあります。

※上記は、一般的な公務員試験のモデルケースです。

試験実施時期や試験の内容は、自治体・試験種・年度

により異なる場合がありますので、受験の際は必ず最

新の試験案内をご確認ください。

受験資格（例）

Point

出　
　
願

1

第1次試験
教養択一試験
専門択一試験
論文試験
専門記述試験

１
次
試
験

合
格
発
表

2 3 4 5

第2次試験

個別面接
集団面接
集団討論

最
終
合
格
発
表

採
用･

内
定

採用面接

個別面接

　　　など
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・ 例年、５～６月の週末（土日）を中心に、第１次試験日が設定されている。
・ 第１次試験日が重なっていなければ、いくつでも併願受験してＯＫ！
・ 多くの合格者は、万が一のリスクを回避するために、３～５つ程度の試験種を併願受験している。
   併願受験例（行政事務）：裁判所一般職、特別区Ⅰ類、国家一般職、地方上級、国立大学法人等　など
・ 専門試験対策をすることで、５～６月の採用人数が多い試験種をメインターゲットにしておきたい。

Point

・ 教養択一・専門択一・論文試験対策をしておけば、採用人数が多い試験種を幅広く併願できる。
・ 最低限の学習時間で目指したい場合は、専門試験が課されない市役所（教養型）や国立大学法人等を
   メインターゲットにするのもありだが、主に市役所（教養型）は採用人数が少ない傾向にある点には注意。
・ 一部の試験種で課される専門記述試験の対策のベースは、専門択一試験対策。
   専門択一試験対策を万全にして、プラスαで必要な知識を保管することで攻略できる。

Point

行政事務 

国家公務員 地方公務員 法人 

国家一般職 
（大卒） 

国税専門官 
財務専門官 
労働基準監督官Ａ 

裁判所一般職 
（大卒） 

東京都 
Ⅰ類Ｂ 

（一般方式） 

特別区 
Ⅰ類 

（東京２３区） 

地方上級 
（県・政令市） 

市役所 
教養＋専門型 

市役所 
教養型 
警察官・消防官 

国立大学 
法人等 

教養択一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
専門択一 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － 
論 文 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
専門記述 － ○ ○ ○ － 一部あり － － － 
面 接 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
集団討論 官庁訪問 － － － － ○ 一部あり 一部あり 一部あり 

試験種別試験科目5

シゴト＆試験制度を知ろう！
公務員の

第1次試験日 ～併願受験で万が一のリスクを回避～4
平成３０年度 

４月 ２９日（日） 国家総合職 警視庁警察官Ⅰ類① 

５月 ４日（祝） 参議院事務局総合職 

 ６日（日） 特別区Ⅰ類（東京２３区） 東京都Ⅰ類Ｂ 

 １２日（土） 衆議院事務局一般職（大卒） 

 １３日（日） 裁判所一般職（大卒） 東京都Ⅰ類Ａ 

  警察官（５月） 

 ２０日（日） 東京消防庁消防官Ⅰ類① 

６月 １０日（日） 国税専門官 財務専門官 労働基準監督官 

  食品衛生監視員 皇宮護衛官 航空管制官 

 １７日（日） 国家一般職（大卒） 

 ２４日（日） 地方上級（県・政令指定都市） 市役所Ａ日程 

７月 １日（日） 国立大学法人等 

 ８日（日） 警察官（７月） 

 ２３日（日） 市役所Ｂ日程 

８月 ２６日（日） 東京消防庁消防官Ⅰ類② 

９月 １６日（日） 市役所Ｃ日程 警察官（９月） 

 １７日（祝） 警視庁警察官Ⅰ類② 

１月 １３日（日） 警視庁警察官Ⅰ類③ 

 

平成２９年度 

４月 ３０日（日） 国家総合職 警視庁警察官Ⅰ類① 

５月 ３日（祝） 参議院事務局総合職 

 ７日（日） 特別区Ⅰ類（東京２３区） 東京都Ⅰ類Ｂ 

 １３日（土） 衆議院事務局一般職（大卒） 

 １４日（日） 裁判所一般職（大卒） 東京都Ⅰ類Ａ 

  警察官（５月） 

 ２８日（日） 東京消防庁消防官Ⅰ類① 

６月 １１日（日） 国税専門官 財務専門官 労働基準監督官 

  食品衛生監視員 皇宮護衛官 航空管制官 

 １８日（日） 国家一般職（大卒） 

 ２５日（日） 地方上級（県・政令指定都市） 市役所Ａ日程 

７月 ２日（日） 国立大学法人等 

 ９日（日） 警察官（７月） 

 ２３日（日） 市役所Ｂ日程 

８月 ２７日（日） 東京消防庁消防官Ⅰ類② 

９月 １６日（土） 警視庁警察官Ⅰ類② 

 １７日（日） 市役所Ｃ日程 警察官（９月） 

１月 ７日（日） 警視庁警察官Ⅰ類③ 
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シゴト＆試験制度を知ろう！
公務員の

Column

公務員試験は資格試験ではなく“就職試験”ですか
ら、筆記試験対策はもちろん人物試験対策もしっかり
とやらなければ、採用を勝ち取ることはできません。ま
た、民間就活に比べて主に筆記試験対策のボリューム
が大きく準備に時間がかかりますので、乗り越えるた
めにはモチベーションが必要です。

そこでぜひ筆記試験対策と共に取り組んでおきた
いのが、志望先や気になる自治体や官公庁の情報収
集です。各自治や官公庁が独自に情報発信やイベント
を実施していますので、自ら積極的に情報収集をして
いきましょう。

自分から動くことの大切さ。就職活動で最も大切なことは、欲しい情報があるならば、自発的かつ積極的に情報収集をする姿勢を持つことです。きっと誰かがタイミング良く教えてくれるだろうなどと思っていると、シマッタ！ということになりかねません。職業選択は、これからのあなたの人生を左右するとても大事な人生の選択の１つですので、ぜひ自分から積極的に行動を起こし、あなたにとって最善の選択をしてください。

各自治体ＨＰの職員採用情報ページをこまめにチェック！

採用関連イベントに参加しよう！
ＨＰによる情報収集に加えておすすめなのが、現役職員の生の
声や雰囲気が感じられる採用関連イベントへの参加です。実施
情報はＨＰや大学の就職課などで掲示されますので、ぜひ積極
的に参加しておくことをおすすめします。

〇×市　職員採用

例年１１月頃から春先にかけて随時実施

国家公務員採用情報NAVI 裁判所　職員採用

自分で情報収集をしてみよう！

各種説明会

５～６月に募集＆夏休みや春休みに実施..etcインターンシップ

▼ 自治体職員については

各自治体や官公庁のＨＰには、必ず“職員採用情報ページ”が設けら
れており、説明会情報・現役職員インタビュー・試験情報などが随時
掲載されます。志望先・併願先はもちろん気になる自治体や官公庁
のＨＰはブックマークしておき、こまめにチェックしておくことをおす
すめします。

▼ 国家公務員（一般職･専門職）は ▼ 裁判所職員については
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2018年4月18日（水）～2018年5月21日（月）

Q & A公務員就職･受講の不安を解消！

Q1: 民間企業を考えていますが、
　　公務員講座を受講してもいいですか。

まずは、講座説明会へお越しください。

A: 民間企業を受ける際に、SPI3や玉手箱シリーズなど様々な筆記試験
があります。これらの試験は、処理能力を試すためのものですから、ま
さに公務員試験の一般知能分野と類似しています。また、時事問題に
強くなるためにも政治・経済・社会など公務員の重要科目の学習が
役立つと思われます。さらに、面接やプレゼンテーションなど公務員
試験でも課される試験がありますのでいい練習になると思います。

Q2: 6月が始まってしばらくは、
　　部活で欠席がちになると思います。

A: 

Q3: 親類に公務員がいませんが、
　　公務員になるのに有利不利はありますか。

A: とくにありません。公務員試験は、筆記試験と人物試験の点数で合否
が決まる公平な試験制度になっています。
「なりたい」という思いが強く、そのために筆記試験の勉強や自治体
の研究、さらに自己分析をしっかりして望めば大丈夫です。

Q4: あまり試験勉強に慣れていません。勉強の方法が
　　分からないのですが、授業についていけますか。

A: もちろん、自助努力は絶対です。ただ、講座では、公務員試験の出題傾
向から学習方法まで学ぶ機会がたくさんあります。恐れず、まずは職
業として何をしたいか考えて、それに向かって必死になってください。
講師も受験アドバイザーも頑張る皆さんを応援します。

Q5: 受講料を一回で支払うのが難しいのです。
　　何かよい方法はありますか。

A: 大学生協取扱いの講座ですので、生協ローンなど利用することがで
きます。一度、サービスカウンターで相談してみてください。

やむを得ず休む場合は、Ｗｅｂ配信の
講義を受講してください。
ため込まず、少しずつでも学習を進
めていくことが大切です。
　また、授業でテキストや問題集をお
渡しさせていただきますが、欠席され
ていた場合は自宅へ送付されるので
安心です。

講座申込

【総合窓口】

兵庫県立大学生活協同組合

▼  姫路環境人間キャンパス店
TEL:079-296-6077

【講座担当】

ＴＡＣ  株式会社

▼  西日本法人営業部
TEL:06-6371-1075

E-mail:
west-edu@tac-school.co.jp

▼  姫路工学キャンパス店  TEL:079-266-0998

▼  播磨理学キャンパス店  TEL:0791-58-0007




