
るのはすごく恥ずかしかったです。それからは事前に別
ルートも探しておくようにしました。またインターネット
のマップなどで周囲の建物もチェックして、迷わないよ
うに対策しました。

就活で成長したこと
遠藤　就職活動を経て成長できたと思いますか。神谷さ
ん、感じたところがあればお聞かせください。
神谷　興味関心の幅が広がったという点で成長できたと
感じています。例えば、以前はアニメに対して偏見があ
りましたが、広告代理店のインターンシップに参加した
ときに、アニメのライセンス事業が面白いと思いました。
それからアニメを知るために声優のアルバイトに挑戦し
たりもしました。
遠藤　どういった社会人になりたいか。河西さんお聞か
せ願えますか。
河西　銀行員として、金融面で人の幸せをサポートして
いきたいです。高校時代から銀行員を目指し、大学でも
ファイナンスを学んだので、それらを生かしたいと思っ
ています。

学生とご父母へのメッセージ
遠藤　最後に、湊さんと磯さん、学生たちへのメッセー
ジと会場にお集まりのご父母になにかアドバイスがあれ
ばお願いします。
湊　内定が決まった学生は、５年後、10年後を見据えて
卒業までに何かを掴み取っていただきたいです。それと
保護者の方へのアドバイスですが、１、２年生のご父母

は子供の単位を気にされた方がいいと思います。３年生
の後半に一生懸命単位を取らなければいけない状況だと
就職活動で苦労しますので、その辺りをお子さんにアド
バイスされるといいかと思います。
磯　会社に入ると自由な時間が少なくなりますので、内
定された学生には最後の学生生活でいろんなチャレンジ
をしてもらいたいです。それと、部屋の片づけや時間管
理など基礎的な人間力を積み上げていってほしいです。
そして親御さんへお伝えすることとしては、子供とのコミ
ュニケーションでは「親の質問力」を高める必要がある
と思っています。息子に「就活はどうなの？」と尋ねると
「別に」という返事しか返ってきません。そうした漠然と
した聞き方でなく、「どの業界を考えているの？○○業界
のことはよく知らないけど、どんな仕事をするの？何がで
きそう？どんなことが面白そう？」と、具体的に上手に子
供の考えを引き出す質問力を身に付けられるといいなと
思っています。特に先入観で「○○業界はダメだろう」
といきなりの否定はやめた方がいいと思います。
遠藤　皆さん、どうもありがとうございました。

4

他大学の学内講座との違い
　公務員試験講座を担当しております朱と申します。専
修大学の専任になって６年目です。以前は大手受験指導
予備校で約 20年にわたり公務員を目指す学生を指導し
てきました。予備校時代には、多くの大学で学内講座を
担当したことがあります。だからこそわかりますが、専修
大学以外はほぼ予備校に丸投げです。

　ところが専修大学は違います。職員から「講座内容を
改善した方がいいですか」「今の学生の気質を考え、どう
指導したらいいですか」ということを毎回のように聞かれ
るわけです。専修大学から声をかけていただき専任講師
となる決心をした理由は、ここなら学生に即した形で指
導できると思ったからです。
　専修大学では毎年しっかりと結果を検証し、どうすれ
ばより良い結果を得られるか、議論を戦わせて講義内容

専修大学エクステンションセンター
事務部公務員試験講座担当講師　　朱 武英
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を決めているのです。

公務員試験の概要
　国家公務員には国家総合職と国家一般職があります。
国家総合職というのはいわゆる霞が関のキャリアと言わ
れる幹部職員です。国家一般職というのは８、９割を占
めている事務担当です。国家一般職の場合、さいたま新
都心に関東の出先機関がありますので、そういうところ
で働くケースもあります。
　そのほか国税専門官、労働基準監督官、裁判所の書記
官など、国家専門職と呼ばれる特定の専門分野の仕事を
する公務員もいます。
　専修大学の学生は近年、税務署で働く国税専門官にな
る者も多いです。それから市役所職員あるいは県庁職員
など、地方公務員を希望する学生も多いです。
　公務員の採用試験は４年次の４月以降で、４月下旬に
国家総合職、５月初旬に東京都特別区や東京都庁の試験
が始まります。「民間企業との併願は可能ですか」という
質問をいただくことも多いですが、民間企業の就職活動
では３、４月になれば１日５、６社の会社説明会を回るこ
ともあり、さらにはエントリーシートも書かなければなり
ません。その状況で公務員試験の勉強をするのは難しい
です。
　もし民間企業と併願するなら、どうしても行きたいと
思う企業５、６社に絞って行う。もしくは公務員試験で
も遅いところでは９月以降に東京都内の市役所などがあ
りますので、民間企業の内定を取った後で、そういった
ところを併願することをお勧めします。
　次に公務員試験の内容をご説明します。１次試験は、
教養試験（数的処理、文章理解、社会科学、人文科学、
自然科学）、専門試験（憲法・民法・行政法、経済原論
や政治学、社会学、行政学）、そして論文試験が行われ
ます。論文試験では、時事問題などが問われます。そし
て２次試験として面接による人物試験があります。
　また警察官・消防官の１次試験は教養試験のみで専門
試験はありません。その代わり、面接はかなり厳しく見
られます。体力検査もあります。
　ご父母・保護者の中には、公務員試験は筆記ができれ
ば大丈夫とお思いの方もいらっしゃると思いますが、現

在では集団面接や集団討論が大きな比重を占め、筆記が
できても採用に至らないケースもあります。

公務員試験の合格倍率
　資料１の国家一般職採用試験（関東甲信越地区行政職
のみ）における倍率を見てみましょう。平成29年度は申
込者数12,200 人に対し、１次合格者は2,608 人で大体
４分の１程度です。そして最終合格者は1,724 人ですか
ら、さらに３分の２程度です。１次に通れば、なんとか
なるとも言えますが、国家一般職の場合は合格後に官庁
訪問をして、そこで内定を取らなければなりません。実
際に内定を取れるのは最終合格者の半分くらいです。試
験を10番以内の上位合格した学生が、官庁訪問したら
どこからも内定をもらえなかったというケースもあります
ので、人物試験が重要になります。
　資料２の東京都特別区の採用試験・選考実施状況を見
てみましょう。これも最終合格者は毎年2,000 人近くい
ます。それに対し採用予定数は1,000 人程度です。
1,000 人しか採らないのに2,000 人を合格させてどうす
る？と思うでしょうが、受験者は併願していますので、ほ
かのところに行ってしまうことを考えています。東京都特
別区は、最終合格者に対し各区が個別に面接を行って採
用しています。
　警察官についてはオリンピック・パラリンピックに向け
て、ここ何年間か大量採用が続いています。警察官は５
倍前後の倍率です。一方、消防官の倍率は10倍を超え
るところもありますので、消防官は事前の面接の準備が
かなり重要になってきます。

公務員試験講座について
　公務員試験に向けて１年次からできることをご説明し
ます。神田キャンパスでは１年次に憲民刑入門講座を設
けております。公務員試験で出題される憲法、民法、刑
法の基礎を学習できます。
　神田キャンパスの法学部学生においては、２年次で基
礎力充実講座、３年次で実力完成講座を設けて実力を積
み上げていきます。一方、生田キャンパスの学生は、１
年次に公務員試験入門講座、２年次に実戦力養成講座、
３年次に合格力養成講座を設け、３年間かけて学びます。

資料１　国家一般職採用試験・選考実施状況
　　　 （関東甲信越地区行政職のみ） 資料2　東京都特別区採用試験・選考実施状況

（カッコ内は女性受験者の数で内数） （カッコ内は女性受験者の数で内数）

申込者数 １次合格者数 最終合格者数 倍率

Ｈ30 11,616
（4,435）

2,493
（812）｠

1,696
（618）｠ 6.8

Ｈ29 12,200
（4,422）

2,608
（828）｠

1,724
（637） 7.0｠

Ｈ28 12,548
（4,387）

2,969
（923）

1,985
（710） 6.3

Ｈ27 12,233
（4,384）

2,723
（897）

1,805
（695） 6.7

採用数 応募者数→実受験者数 １次合格者数 2次合格者数 最終合格者数 倍率

Ｈ30 1,130 14,998　→　12,718
（5,218）    　（4,481）

4,505  
（1,625）

3,812  
（1,391）

2,371  
（1,065） 5.4

Ｈ29 980 15,118　→　12,683
（5,111）    　（4,395）

4,219  
（1,425）

3,599
（1,244）

2,176
（941） 5.8

Ｈ28 940 15,574　→　11,795
（5,175）      （3,927）

3,433
（1,152）

2,909
（1,005）

1,781
 （771） 6.6

Ｈ27 930 12,534　→　9,712
（4,288）   　（3,322）

3,263 
（1,066）

2,972   
（961）

1,739  
（733） 5.6
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こうした講座で筆記試験は十分に対応できるようになり
ます。
　予備校の場合はこれだけのボリュームを１年間でやる
ため、大学の授業にしわ寄せが来ます。一方、学内講座
なら移動時間がなく、学業やサークル、アルバイトと無
理なく両立できます。
　そして、学生には１年のうちからサークル、アルバイト、
ボランティアといった活動を通して、いろんな経験を積
んでほしいと思います。例えば、被災地のボランティア
に参加することでも貴重なことを学べます。自分たちが
いかに恵まれているか、肌で知り、成長する機会にもな
ります。親御さんも背中を押してやってください。
　専修大学には私を含め３人の専任講師がいます。学生
の理解度を見ながら、カスタムメイドの講義を行ってい
ます。年２、３回は個別面談を行い、学習の進捗を見て

この先の勉強の進め方を確認しています。
　先週、東京都特別区の一次試験の発表がありました。
そして先日、２次試験対策として、東京都特別区で働い
ている職員７名が来校し、後輩にアドバイスをしてくれ
ました。かつての受講生たちです。こうしたことができ
るのも専修大学の強みだと思います。
　最後に受講生の主な進路ですが、昨年度は国家総合職
で２人の現役合格者が出ています。東京都庁や関東の県
庁で数名、静岡県庁、新潟県庁なども多くいます。東京
都特別区、警察官、消防官も多数の合格者を出していま
す。これは学生が頑張った結果だと思います。そして、
頑張る学生の背中を支え、時に押してあげる、それが専
修大学の公務員試験講座です。ご清聴ありがとうござい
ました。

就職課より

ここをクリック

専大生と企業をつなぐ『求人検索NAVI』

４年生

〈求人の閲覧方法〉

３年生

進路届提出のお願い
（2019年３月卒業予定者対象）

　就職活動に関する相談は、随時受け付けています。ご子女が探された求人を基に書類、面接など
個人の状況に合わせたアドバイスはもちろん、就職活動の流れ、求人の探し方についての相談も行
っています。また秋以降も、大学に企業を招聘する「学内企業説明会」の開催も予定しております。
説明会などの情報は、専修大学ポータルシステムで随時配信しています。

①専修大学ポータルまたは本学ホームページ
から就職支援システム（S-net）へログイン。

【問い合わせ先】就職課　神田 Tel. 03-3265-5827、生田 Tel. 044-911-1269

②メインメニューにある「求人検索NAVI」をクリック。

　就職支援システム（S-net）では、Webサービス『求人検索NAVI』を使用し、各企業から届く求人票を学生に
公開しています。専大生の採用に積極的な企業の求人が13,529 件（9月14日現在）登録されており、学外からの
アクセスも可能です。なお、３年生対象の求人は来年３月１日から順次公開します。

　就職活動の流れに合わせて、10月から就職支援プログラムを開催します。プログラムの概要は９
月下旬に行った「第１回就職ガイダンス」で配布した“就職活動ガイドブック”でお知らせしてい
ます。資料が手元にないご子女については、就職課の窓口に問い合わせるようお伝えください。

　進路届の提出をご子女にお伝えください。提出は就職課にお願いします。進
路届は、全ての学生が対象です。就職以外の進学、公務員受験準備などでも
提出が必要です。

入学時にご子女へ付与している専
修大学ポータルシステムのユーザ
ー IDとパスワードでログイン。

「求人検索NAVI」にログインし、検索条件を選択することで
希望する求人を探すことが可能。

※労働条件などを十分に確認した上で応募してください。
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