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１．総合職試験「政治・国際」区分とは？
総合職試験

一般職試験 専門職試験

※その他の試験として、経験者採用試験など

政策の企画・立案又は調査及
び研究に関する事務をその職
務とする係員の採用試験
・院卒者試験 ・大卒程度試験

定型的な事務をその職務とす
る係員の採用試験
・大卒程度試験 ・高卒程度試験

特定の行政分野に係る専門的
な知識又は技能に基づく業務
に従事する係員の採用試験
・大卒程度試験 ・高卒程度試験

「法律」区分
「経済」区分 等

「政治・国際」区分



２．「政治・国際」区分の見直しの背景

〇 グロバール化

⇒法律や経済といった専攻分野以外の分野からも多様な有為の
人材を公務に誘致することが不可欠

〇 行政課題の複雑化

多様な人材の確保が不可欠



３．総合職試験の流れ

第一次試験

第二次試験

官庁訪問

・専門試験（記述式）
・政策論文（大卒）/政策課題討議試験（院卒）
・人物試験

・基礎能力試験（多肢選択式）
・専門試験（多肢選択式）

・志望省庁での業務説明や面接



３．総合職試験の流れ
（専門試験（多肢選択式・政治学）の例）



３．総合職試験の流れ（専門試験（多肢選択式・国際関係）の例）



３．総合職試験の流れ
（専門試験（記述式・政治学）の例）



３．総合職試験の流れ（専門試験（記述式・国際関係）の例）



４．試験内容

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

〇 専門試験の配点比率は半分以上を占める

専門試験の
配点比率は8/15



４．試験内容（２）

〇 政治学・国際関係専攻の学生が受験しやすくなりました。

専門性の重視

問題選択の自由度の拡大

国際系科目・英語による問題を増加



① 専門性の重視 ② 問題選択の自由度の拡大

必須問題
（３科目２５題）

政治学 １０題
国際関係 １０題
憲法 ５題

選択問題
（30題中15題選択）

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

専門試験・多肢選択式
（４０題解答）

（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 

４．試験内容 （３）

専門試験・記述式
（３題解答）

（例）行政学５題、財政学３題、
行政法３題、経済政策２題、
民 法２題

（例）政治学、行政学、憲法



① 専門性の重視 ② 問題選択の自由度の拡大

必須問題
（３科目２５題）

政治学 １０題
国際関係 １０題
憲法 ５題

選択問題
（30題中15題選択）

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

専門試験・多肢選択式
（４０題解答）

（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 

４．試験内容 （３）

専門試験・記述式
（３題解答）

（例）国際法５題、国際事情３題、
経済学３題、経済政策２題、
行政学２題

（例）国際関係Ａ、
国際関係Ｂ、国際法



必須問題
（３科目２５題）

政治学 １０題(3)
国際関係 １０題(3)
憲法 ５題

選択問題
（30題中15題選択）

行政学 ５題 国際事情 ３題(3)
国際法 5題(1) 行政法 5題(1)
民法 ３題 経済学 3題
財政学 3題 経済政策 ３題

専門試験・多肢選択式
（４０題解答）

（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 (1) 国際法
公共政策Ａ 公共政策B 

４．試験内容 （４）

専門試験・記述式
（３題解答）

③ 国際系科目、英語による問題を増加



〇 最終合格点にスコア等に応じて点数加算

ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ） ＴＯＥＩＣ（Ｌ&Ｒ） ＩＥＬＴＳ 英検

15点加算 ６５以上 ６００以上 ５. ５以上 －

25点加算 ８０以上 ７３０以上 ６. ５以上 準１級以上

※ＴＯＥＩＣ（Ｌ&Ｒ）は、名称変更前のTOEICテストを含む。

５．外部英語試験のスコア等の活用



（政治学）
政治理論・思想、政治過程論などからバランスよく出題

（国際関係）
国際関係理論、国際機構、国際政治などからバランスよく出題

６．主な出題内容（多肢選択式）

⇒ 出題レベルは、大学の専門課程で学ぶ基本的な事項が中心。
大学で使用した教科書などで知識の確認をしたり、新聞やＴＶのニュースなど

を通じて時事問題に関心を持つことが重要。



７．「政治・国際」区分の見直し後

国際関係系を専攻する学生の

受験者数・合格者数・内定者数の増加

内定府省： 外務省・防衛省・総務省・財務省・環境省など



８．入省後の海外での活躍の機会

在外公館 世界各地の大使館や総領事館、政府代表部など

国際機関等

留学
（２年間）

ＵＮ・ＩＭＦ・ＷＨＯ・ＯＥＣＤ・ＡＤＢなど

米国、英国、フランス、ドイツ、スペイン、
スウェーデン、シンガポール、オランダなど



９．平成30年度の試験スケジュール
第１次試験日 4月29日

第１次試験合格発表日 5月11日

第２次試験日 筆記試験 5月27日

（大卒）人物試験 5月29日～6月15日

（院卒）政策課題討議試験・人物試験 6月8日～15日

官庁訪問 7月４日～

最終合格発表 6月29日



少しでも関心を抱いたあなた。これからのステップは・・・

公務員とは何かを知る
（ネットや先輩の話など）

説明会やインターンシップに参加する

自分が試験・面接対策のために
今、何をするべきか分析する



国家公務員試験採用情報NAVI（人事院HP）
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
国家公務員試験採用情報Facebook
http://www.facebook.com/jinjiin.saiyo
メールマガジンへの登録
http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga
/mailmagazine.htm

ご静聴ありがとうございました。

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm


国家公務員採用総合職試験「政治・国際」区分説明会
（平成30年3月9日開催）での講演者に対する主な質疑応答

Ｑ１ 「政治・国際」区分が見直されてよかったと思うことはあるか。

Ａ１ 出題科目の中には関連する分野の科目があるし、必須問題も少なくなったので、勉強しやすかった。英語の問題が

増えたこともよかった。

Ｑ２ 「政治・国際」区分で受験してよかったと思うことはあるか。

Ａ２ 自分の大学における専攻に加えて、国際関係や国際法、行政学などを体系的に学ぶ機会を持てたことはよかった。

Ｑ３ 「政治・国際」区分は各府省から内定をとりにくいのではないか。

Ａ３ 各府省ともに行政課題の複雑化等に伴い、政治学系や国際関係系の学生など多様なバックグラウンドをもつ学生を

必要としている状況である。今までの内定先には、外務省や防衛省に加えて、総務省、財務省、環境省などがある。

Ｑ４ 各府省の説明会にはどれほどの頻度で参加していたのか。

Ａ４ 昨年の今頃（３月）には、各府省が色々な説明会を開催しているので積極的に参加した。
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