
国家公務員採用総合職試験
「政治・国際」区分

説明会

平成２８年２月
人事院人材局

※ 最終ページに2月29日（月）に開催した説明会での主な
質疑応答を掲載しています。



「政治・国際」区分見直しのねらい

行政課題の
複雑化

行政の
グローバル化

人材多様化が
急務

政治学専攻
国際関係専攻
大歓迎



試験内容 試験種目・配点比率

基礎能力試験
2/15

専門試験
【多肢選択式】

3/15
政策論文/
政策課題討議

2/15

人物試験
3/15

専門試験【記述式】
5/15

試験種目と配点比率 第一次試験
・基礎能力試験
・専門試験【多肢選択式】

第二次試験
・専門試験【記述式】
・政策論文試験/政策課題討議試験
・人物試験



平成28年度からの「政治・国際」区分

【７題中３題選択】

政治学 行政学 憲法
国際関係 国際法
公共政策Ａ 公共政策Ｂ

【８題中３題選択】

政治学 行政学 憲法
国際関係Ａ 国際関係Ｂ
国際法 公共政策Ａ 公共政策Ｂ

【必須問題 ３２題】

政治学・国際関係 ⑩
憲法・行政法 ⑩ 民法 ③
経済学・財政学 ⑥ 経済政策 ③

【選択問題１６題中８題選択】

Ａ：政治学・行政学 ⑧
Ｂ：国際関係・国際法 ⑧

※Ａ又はＢのいずれかを 選択

【必須問題 ２５題】

政治学 ⑩ 国際関係 ⑩ 憲法 ⑤

【選択問題３０題中１５題選択】

行政法 ⑤ 民法 ③
経済学 ③ 財政学 ③
経済政策 ③ 行政学 ⑤
国際法 ⑤ 国際事情 ③

《これまで》 《平成２８年度試験》

専門性の重視
問題選択の自由度の拡大
国際系科目、英語による出題を拡大

ポイント
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式



英語による出題を拡大 外部英語試験を活用

国際事情 ３題全問

国際関係Ｂ 設問は英文を素材
解答は日本語

様々な科目で英語による出題が
拡大します

最終合格決定の際、スコア
等に応じて点数加算

 TOEFL, TOEIC, IELTS, 英検

英語による出題
が拡大します

外部の英語試験が
活用されます



主な科目の試験内容【多肢選択式】

政治学：理論、思想、事情、政治過程、制度などからバランスよく出題
出題形式は、知識を問うもの、問題文を読んで考えるものなど
英文による出題もあります

国際関係：理論、思想、制度、機構、地域、国際政治、国際経済などから
バランスよく出題
出題形式は、知識を問うもの、問題文を読んで考えるものなど
英文による出題もあります

国際事情：３題とも英文による出題
最近の国際的な出来事

（確定した出来事、昨年末程度までの出来事）
素材は、英語の新聞、雑誌、ニュース、英語文献など



受験者の皆様へ

大学での教科書を使って知識などを確認しましょう
出題範囲は広いですが、出題内容は、大学の専門課程で
学ぶ基本的な事柄です

出題分野に関連した日本の状況や行政の状況に関心を持
ちましょう

ニュース、新聞などを通じて出題分野に関連する出来事
に関心を持ちましょう



国家公務員としての専門性・経験を活かして海外で活躍中！！

米国：ハーバード、コロンビア、
ミシガンなど

英国：ロンドン（LSE UCL）など
フランス：国立行政学院（ENA）
中国：北京

IMF(国際通貨基金)
WHO(世界保健機関)

OECD(経済協力開発機構)
ADB(アジア開発銀行)

など

留 学

国 際 協 力

（平成27年度）
米国、英国、フランス、ドイツ、
中国、オーストラリア、
シンガポール、オランダへ派遣

国際協力に加え、
在外公館勤務の機会

もあります

国際連合 116人

(29.7%)

その他の国際機関

116人 (29.7%)

外国政府 140人

(35.8%)

研究所

8人 (2.0%)

その他 11人

(2.8%)

派遣者総数
391人

（100.0%）

（平成26年度末）



新しい「政治・国際」区分にこんな人材を期待します

警察庁
・・国際的な感覚を活かし、
世界の治安にも貢献できる壮
大なスケールの仕事に携わる
ことができます・・受験お待
ちしています



新しい「政治・国際」区分にこんな人材を期待します

厚生労働省
多様なバックグラウンド・・優れた
国際感覚を有する方の受験を期待

経済産業省
グローバルな視座や行動力を
持ち・・我が国の課題に真正
面から取り組もうという意志
のある方の受験を期待



国内における業務、海外における業務いずれに
おいても多様な視点を持ち、グローバルな視野
に立って、課題に日々向き合っています

政治学専攻、国際関係専攻の方々の活躍の場が
たくさんあります

では、皆さん、試験会場でお会いしましょう



「政治・国際」区分説明会に多数ご参加いただきありがとうございました。
説明会での試験に関する主な質疑応答は以下の通りです。

国家公務員採用総合職試験「政治・国際」区分説明会（平成28年2月29日開催）
【質疑応答】について

【試験内容】

Ｑ１ 研究者により見解が異なる場合がありますが、どのように出題するのでしょうか。

Ｑ２ 専門試験記述式の選択問題で「国際関係Ａ」と「国際関係Ｂ」の内容の違いは何でしょうか。「国際関係Ａ」
は従来と同じような内容、「国際関係Ｂ」が新規の内容ということでしょうか。

Ａ１ 研究者により見解が異なるテーマがあることは承知しています。このため、試験では、大学の授業等で使用
されているそれぞれの教科書に共通に記載されているような基本的な内容を出題することとしています。

Ａ２ 試験の内容は、「国際関係Ａ」、「国際関係Ｂ」とも国際関係全体の中からそれぞれ適切なテーマを出題する
こととしています。 「国際関係Ａ」と「国際関係Ｂ」の違いは内容というよりは、出題形式です。「国際関係Ａ」は
従来と同様、出題、解答とも日本語ですが、「国際関係Ｂ」は出題が英語、解答が日本語となります。
記述式試験において「国際関係Ａ」、「国際関係Ｂ」の２科目を選択する場合、実際上は国際関係ともう１科目

の２科目を選択することとなり、国際関係を専攻する方々には受験しやすい試験になると考えています。

【外部英語試験の活用】

Ｑ４ 外部英語試験のスコアに応じた加算点は、１５点又は２５点とのことですが、加算点を配点比率で表すとど

の程度になるのでしょうか。

Ａ４ 英語試験のスコアは試験の総得点に加算されます。総得点は、試験実施年度、試験区分により異なります
が、平成２５年度試験の場合、２５点の加算は合格ライン付近の方々にとっては総得点の概ね５％程度と
なっていました。

Ｑ３ 専門試験多肢選択式の「政治学」と「国際関係」の出題数はこれまでの試験と比べて増えますか。

Ａ３ これまでの出題数と比較すると「政治学」はほぼ同数、「国際関係」は増えることとなります。

Ｑ５ 試験の見直しを契機として採用者数は増えるのでしょうか

【各府省での採用・採用者数】

Ａ５ 試験見直し後の平成２８年度試験「政治・国際」区分の採用予定者数は、約２０名です。昨年度（約１０名）の
２倍に増えています。

Ｑ６ 院卒者試験「行政」区分の平成２８年度の採用予定者数は約７０名となっていますが、このうちの政治・国際
関係選択の採用者数は予め決まっているのでしょうか。

Ａ６ 「行政」区分の採用予定者数の内訳として、予め、「政治・国際」、「法律」、「経済」それぞれ何名と決まって
いるわけではありません。

Ｑ７ 「政治・国際」区分は、外務省以外の府省での採用はあるのでしょうか。

Ａ７ これまでにも、外務省以外の省庁で「政治・国際」区分合格者の方々が採用されています。また、資料にあり
ますように、各府省では、新しくなった「政治・国際」区分からの採用を大いに期待しているところです。

【留学制度・海外からの受験】

Ｑ８ 採用後の留学制度により博士課程へ留学することは可能でしょうか。

Ａ８ 海外の大学院博士課程への留学制度があり、実際に博士課程へ留学している職員がいます。

Ｑ９ 院卒者試験「行政」区分では海外の大学院在学中に合格した方がいるのでしょうか。

Ａ９ 海外の大学院在学中に合格した方々がいます。院卒者試験の受験資格は、学歴については、大学院の修
士課程等修了者又は試験を受験した翌年の３月までに大学院修士課程等修了見込みの者となっています
ので、在学中の方は受験に際して、ご自分が受験資格を満たすかどうかご確認ください。


	(合体版の説明会資料表紙案)
	�国家公務員採用総合職試験�「政治・国際」区分�説明会��

	160229seijikokusai
	�国家公務員採用総合職試験�「政治・国際」区分�説明会��
	「政治・国際」区分見直しのねらい
	試験内容　試験種目・配点比率
	平成28年度からの「政治・国際」区分
	英語による出題を拡大　外部英語試験を活用
	主な科目の試験内容【多肢選択式】�
	受験者の皆様へ
	国家公務員としての専門性・経験を活かして海外で活躍中！！
	新しい「政治・国際」区分にこんな人材を期待します
	新しい「政治・国際」区分にこんな人材を期待します
	スライド番号 11

	修正版１６０３０７「政治・国際」説明会質疑応答
	国家公務員採用総合職試験「政治・国際」区分説明会（平成28年2月29日開催）�【質疑応答】について�




