
公務員等基礎講座 

2020年度実施講座 

全学部１・２年生対象 

（公務員採用試験・教職採用試験・SPI試験対策含む） 

土曜日 長期休業期間 

6月16日 

13:20 
～ 

16:30 
各2コマ 

9月12日 
11:00 
～ 

16:30 
各3コマ 

6月13日 9月15日 

6月20日 9月16日 

6月27日 2月13日 

7月14日 2月10日 

7月18日 ※2月12日   ※は2コマ 

9月19日 

9月26日 

10月13日 

10月10日 

10月24日 

11月14日 

11月28日 

12月15日 

12月12日 

12月19日 

※12月24日   ※木曜日 

1月19日   
  1月16日 

＜講座概要＞ 

期間 6月6日～2月12日（日程は右記参照） 

回数 全55コマ（90分×55コマ） 

受講料 24,000円（テキスト代・税込） 

実施科目 

算数・数学の基礎 

数的処理入門 

文章理解の基礎 

自然科学の基礎 

社会科学 

論作文の書き方 

＜実施日程（予定）＞ 

申込方法 
各申込受付は4月以降となります。 
申込期間をご確認の上、湘南校舎 
キャリア支援課にてお申込ください。 

※公務員採用試験において専門が必要になる自治体を希望する者は 
 1年生での受講を推奨します。 

DV2002043 



「公務員」と聞くと・・・ 

◎スペシャリストとして活躍 
◎日本の未来を動かす仕事 
◎仕事のスケールが大きい 

 
司法府・立法府・行政府の国家機関に勤務します。経済
政策や地球温暖化対策、税金、労働問題、安全保障など、
国を動かすスケールの大きな仕事、すなわち国家単位 
の仕事に携わることができることが最大の魅力です。 

◎ゼネラリストとして活躍 
◎勤務地を選べる 
◎地域密着型の仕事 

 
都道府県庁や市役所などに勤務し、住民が快適
に暮らせる生活環境を作るための地域密着型の
仕事を担当します。地域住民の声に耳を傾け、そ
の町の行政に反映させるなど、市民生活全般に
関わる幅広い仕事が魅力です。 

公務員とは？ 
 
人と社会のために、幸せな
生活の舞台を作りだし、支
える仕事。 

＜公務員採用試験合格へのステップ＞ 
公務員採用試験は試験科目が多いため、コンパクトで効率的な学習カリキュラムが必要です。1・2年時にSPI対
策としても活用できる数的処理の基礎を学習しておくことで、公務員採用試験・民間企業就職の筆記試験対策
に大変役立ちます。 

地方公務員 

国家公務員 

どんな仕事をイメージしますか？ 
どんなやりがいを想像しますか？ 
どんなところに魅力を感じますか？ 
 
公務員の仕事は本当に多種多彩。 
きっと魅力的な仕事が見つかりますよ。 

1年次 2年次 3年次 4年次 

国家公務員 基礎講座 教養講座 専門講座 直前対策 

地方公務員 
（県庁など） 

基礎講座 教養講座 専門講座 直前対策 

市役所 
（教養のみの自治体） 

基礎講座 基礎講座 教養講座 直前対策 

企業就職希望 
基礎講座 

（SPI対策として） 
基礎講座 

（SPI対策として） 
企業研究 就活 

基礎講座の目的 公務員・民間企業就職の筆記試験対策のために必要な基礎力アップ 
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新4年生対象

 本講座は、5月から順次開始される公務員試験の直前対策講座です。

筆記試験の重要な得点源になる時事問題を新聞・白書等の最新情報を

元に、「国際事情」、「経済事情」、「社会労働事情」の3分野に分け、

追い込みの効く試験直前期に効率的にマスターします。

　面接対策講義では、面接試験を突破するために必要な知識やノウハ

ウなどを基礎からレクチャーします。本番直前は、模擬面接で実践力を

磨き、さらには面接カードの添削も行いますので、万全の準備で面接

試験に臨めるようになります。

面接対策講義・内容例

＜参考＞2019年度試験 横浜市・相模原市の受験倍率

開講曜日・時間

曜 日 水曜日・土曜日

時 間 水曜日 ｜ 16：40～19：50
 土曜日 ｜ 13：20～16：30

回 数

期 間 

受 講 料

10,000円（テキスト代、税込）

申し込み方法

直前対策講座

・面接のマナー ・自己分析のやり方

・志望動機の組立て方 ・面接カードの書き方

・よくある質問への対応方法 etc.

内定勝取
ない てい かち  とり

全8回
（対面講座2回、DVD講座6回）各180分

4月下旬～5月下旬まで

公 務 員

※都庁・特別区・関東の県警の試験は、5月初旬に実施される予定です。
　本講座は4月下旬～5月下旬の実施となりますので、ご注意ください。

2020年度の警視庁の試験は、4月12日（日）の実施となりました。

横浜市（事務） 1,635 1,262 391 1.3 4.2

相模原市（行政） 577 342 107 1.7 5.4

2019年度 受験者 １次合格 最終合格 １次倍率 ２次以降倍率

各申し込み受付は4月6日以降となります。資格ガイドブ
ックで申込期間をご確認の上、地域連携センター（湘南）
にてお申込みください。

 2020

※2020年度湘南キャンパスのみ実施



公務員合格へのステップ

公務員試験は、試験科目が多いため、コンパクトで効率的な学習カリキュラムが必要です。
公務員試験対策に必要な必須科目を大学授業で学習し、対策講座を授業外講座として実施します。
筆記試験対策から面接試験対策まで、すべて大学内で行います。

市役所上級（教養型）、消防官（大卒程度）、国立大学法人等に対応しています。

大　学
授　業

授業外
講　座

目　的

学　習
内　容

春学期 公共経営演習A

１年次 2年次 3年次 4年次

秋学期 公共経営演習B

春学期 公共経営演習C

秋学期 公共経営演習D
個別フォロー・秋試験の対策

直前対策講座:8回
（対面講座2回+DVD講座6回）公務員対策講座

公務員試験に「合格」する実力を養成。 確実な内定を勝ち取る。

①公共経営演習A～Dでは、公務員試験に出題される主要
科目および頻出度の高い分野の論点を中心に講義を展
開。筆記試験対策に加え、論文対策も実施。

②対策講座では、教養科目の中で出題数が多い数的処理、
文章理解を中心に、最重要分野と頻出部分に絞った効率
的な講義を実施。

公務員試験も他の就職試験と同様、最後の人物試
験対策が重要です。
面接対策、時事問題対策を実施。

この講座で目指せる公務員とは？

市町村職員
- 基礎的行政サービスを担う -

警 察 官

消 防 官

仕事内容

勤 務 先

地域住民の行政窓口として、住民生活の基礎手続、住民の安全・健康確保、環境保
全、まちづくり、各種施設の運営など多岐にわたり、幅広い分野の業務に携われる。

市役所や市町村の関連施設（出先機関）

特　　徴
窓口業務などで地域住民と直に接する機会が多く、仕事の成果が実感
しやすい。

仕事と使命
強盗・殺人・放火・詐欺など、市民生活を脅かす犯罪に立ち向かい、平和を守る。

事件発生後はもちろん、事件・事故の防止にも取り組み、身近で起こる犯罪から

市民を守る仕事。

勤 務 先 各都道府県の警察本部・警察署に勤務。

仕事と使命 住宅街・高層ビル群・山間部など、様々な環境で発生する災害や救助要請に専

門スキルで対応。市民の生命と身体をあらゆる災害から守る仕事。

勤 務 先 各市役所が管轄する消防署に勤務。

※専門試験を必要とする地方上級(教養型除く)、市役所上級、国家一般職（大卒）などを目指す学生は、憲法・民法など専門試験の学習が別途必要になります。

※2020年度湘南キャンパスのみ実施


