
4 エクステンションセンターによる講演

合格するために何をすべきか
専修大学公務員試験講座はこうなっている

試験日程は？　民間企業との併願は可能？
　国家公務員には、国家総合職と国家一般職があり
ます。また、国家専門職というものもあり、国税専門官、
労働基準監督官、裁判所事務官など特定の専門分野
の仕事をする公務員などがあります。
　地方公務員は都道府県、政令指定都市の地方上級
や、政令指定都市以外の職員などがあります。そのほ
か公務員には、警察官、消防官などがあります。
　消防官については、東京の場合は東京消防庁の採
用になります。それ以外のところ、例えば神奈川県で
したら横浜市の消防局、川崎市の消防局とそれぞれ
別々の採用になり、これらの採用試験は同じ時期に行
われます。
　公務員の採用試験は、４年次の４月以降から始まり
ます。今年は４月半ば、衆議院参議院の事務局の試
験からスタートしました。そして４月末に国家総合職
の採用試験があり、続いて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。５月の後半になると
一部の市役所の試験が、６月に入ると裁判所職員、
国税専門官、国家一般職が、そして最後に地方上級、

いわゆる県庁や政令指定都市の試験が実施されます。
　公務員試験は民間企業の就職活動の時期と重なり
ます。民間企業と併願する人もいますが、過去の例で
すと、併願した学生の７割くらいは民間企業から内定
をいただくと、そのままそこに就職する傾向にあります。
　民間企業の就職活動では２月から４月にかけて１日
５、６社の会社説明会を回ることもあります。さらに
は帰宅して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かなり
難しいです。もし民間企業と併願するなら、業界、企
業を相当絞り込んで行う必要があります。

試験で問われること
　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、政治学、社会学、行政学）、そして論文試
験があります。論文試験では、時事問題などが問わ
れます。そして２次試験は、面接などによる人物試験
となります。

た。来年の４月から社会人として働くことになります
が、そのために資格の勉強を頑張っておこうという風
に、自然と前向きに考えられるようになっています。
遠藤：菊地さんは、どんな社会人になりたいですか。
菊地：自分はネガティブで慎重なところがありますが、
そこを克服して、常に挑戦して信頼されるような社会
人になりたいです。周りから信頼されている父のよう
な社会人になれたらと思っています。

親として、こんな風に関わるといいかも
遠藤：最後に、ご父母のお二人にお伺いします。就
職活動を見守った先輩として、これから就職活動に臨

む親御さんへのアドバイスをお願いします。
金澤：３点お伝えしたいと思います。子供と親のペー
スがずれた場合は、子供に合わせてあげるということ
が大事です。そして、子供が話を聞いてほしいという
ときは聞いてあげ、納得できたときは親も一緒に喜び、
それを自信につなげてあげられたらいいと思います。
最後に、就活が終わり落ち着いたら、就活が社会に
出てどのように生かせるか、話し合うことで、本人の
気づきにつながったらいいと思ます。
小林：娘の就活を見てきて、本当に大変だなと実感
しました。そんな中で、娘の活動に「関心を持つ」そ
して「他と比較しない」ということを意識して関わっ
ていくことが大切なのではと感じています。

大手受験指導専門学校において約 20年、公務員を目指す学生を
指導した経験を持つ。国家総合職試験から警察官・消防官試験ま
で多くの合格者を輩出。論文・面接対策の指導にも手腕を発揮。

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

15育友　No.159　2019.10



　警察官・消防官の場合、１次試験は教養試験のみ
で専門試験はありませんが、論文と人物試験と体力
検査が課されます。以前、横浜市消防局で腕立て伏
せが 20 回できなくて、落ちたという学生もいました。
　さて、専門試験というのは憲法、民法、行政法、
刑法、労働法…と、やらなければならない科目がたく
さんあります。これを予備校では３年生の１年間で終
わらせることになり、これだと「とてもじゃないけど
ついていけない」という学生が多いです。ところが専
修大学は違います。専修大学では、オリジナルのカリ
キュラムで２年間かけて、通常の予備校以上の内容の
講義を行っておりますので、無理なく準備ができます。
　そして論文試験について、ぜひお伝えしておきたい
ことがあります。資料１が今年の東京都特別区の問題
です。実は、受験した学生はこの問題を見てびっくり
したようです。神田校舎で実施した論文の講座で、こ
れとほぼ同じ問題を予想問題として練習していたから
です。これまでの傾向から分析して予想した問題でし
た。論文に関しては、学生が書いたものを一枚一枚
添削して指導しています。
　また人物試験においては、個別面接、集団面接、
集団討論、グループワーク、プレゼンテーション、官
庁訪問などが行われています。２年次に 1 回、３年次
には３回、学生と講師の間で個別面談もしております
ので、そういう場が訓練にもなりますし、また就職課

と連携した指導もしています。

民間人気高まる中、公務員の倍率は？
　資料２は東京都特別区〈事務〉の採用試験・選考
実施状況です。応募者数 13,296 人に対し、受験者
数は 11,501 人でした。東京都庁も同じ試験日でした
ので、応募時にどちらか迷った学生は両方に願書を
提出しておいて、当日になりどちらかを欠席した人も
いました。１次試験の合格者数は 4,244 人になります。
公務員志望者は昨年よりも減っていて、これには民間
企業の採用が好調という理由があるようですが、高齢
化や少子化、外国人労働者など社会で起こる問題に
対し、公務員が果たす役割は年々大きくなっていると
言えるでしょう。
　警察官については東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて、ここ何年間か採用数が多くなっています。
また消防官の倍率は 10 倍を超えるところもあり、根
強い人気があります。

専大の講座の特長
　専修大学の公務員試験講座について詳しくご説明
します。神田キャンパスと生田キャンパスでは多少講
座の内容が異なります。
　神田キャンパスの法学部学生においては、１年次に
憲民刑入門講座を設けております。これを受講するこ
とで、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。そして２年次で「基礎力充実
講座」、３年次で「実力完成講座」を受講することで
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」で数的処理と人物試験対策を学習し、
２年次に「実戦力養成講座」、３年次に「合格力養成
講座」を設けております。
　また、専門試験が実施されない市町村の職員（事
務系）、警察官・消防官を目指す方に向けて、３年生
の秋から半年間で学習する「市役所試験【教養型】
対策講座」「警察官・消防官試験対策講座」も設けて

　特別区では、2020 年東京オリンピック・パラリ
ンピック開催に向けて、多くの来日が予想される外
国人観光客への対応を進めているところです。さら
に、国内労働者人口の減少を背景とし、外国人労働
者も増え続けています。それらに伴う多様な言語を
話す外国人の増加は、地域社会に様々な課題を投げ
かけることが予想されます。このような状況を踏ま
え、これら外国人の増加に伴い生じる新たな課題に
対して、特別区の職員としてどのように取り組むべ
きか、あなたの考えを論じなさい。（80 分、1,000
〜 1,500 字程度）

資料2　東京都特別区〈事務〉の採用試験・選考実施状況

資料１　2019年度東京都特別区の論文問題

（カッコ内は女性受験者の数で内数）

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

R1 966 13,296　➡　11,501 4,244 3,219 2,032 5.7

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

➡学内の掲示板には全国の公務
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います。
　学生に試験勉強以外のところで準備いただきたい
こともございます。サークルやアルバイト、ボランテ
ィアなど、とにかく何でもいいので時間のある間にい
ろいろな経験を積んでほしいということです。公務員
試験においても民間同様に面接で人物をしっかりと評
価して採用する傾向にあります。となると経験を積ん
でいる人の方が合格しやすくなります。
　学内で行う公務員試験講座のメリットは、専大生の
学力に対応した講義を行っているということです。長
年の実績から専大生がどういった問題に強くて、どう
いった問題に弱いのかはわかっていますので、それに
対応した指導をしています。予備校では十把一絡げ
の指導となりますので、こうはいきません。
　それから公務員試験に精通した講師陣がいて、筆

記試験から面接試験まで充実したサポート体制を整
えています。そして、学内で受講できるため、移動の
時 間 が 少 なくて 済 みます。受 講 料も 85,000 〜
90,000 円と経済的です。
　エクステンションセンターと我々講師は常日頃から
意見を戦わせながら、学生にとって一番いい指導方
法を考えて実践しています。それが専修大学の公務
員試験講座の一番よいところだと思います。
　なによりも大学卒業時に、専修大学の公務員試験
講座を受けてよかったと思ってもらえるような、そん
な講座を作っていくことこそが我々の目標でもありま
す。それをご父母・保護者の皆様にお伝えしておきた
いと思います。

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

　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」の開催を予定しております。
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12,292件（7月31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
10月中旬に行う「第１回就職ガイダンス」で配布した “就職手帳 ”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。

「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できる。
※労働条件などを十分に確認した上で応募。

進路届提出のお願い
（2020 年３月卒業予定者対象）

　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。
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