
国家公務員総合職試験「政治・国際」区分の試験
内容が 、政治学・国際関係学
専攻の学生が なりました！

英語による出題

国際事情 ： ３題全問英語を素材として出題
国際関係B（記述）：英文を素材として出題、解答は日本語
政治学、行政学、国際関係等でも英語による出題があります。

外部英語試験のスコア等に応じた加算

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

専門試験・記述式【３題解答】

専門試験・多肢選択式【４０題解答】

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

【８題出題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

Ｑ 今回、「政治・国際」区分の試験内容の見直しをしたねらいについて教えてください。
Ａ 公務においても行政課題の複雑化、グローバル化が進んでおり、既存の専門分野にとらわれるこ
とのない多様な人材の確保が不可欠となっております。このような変化に対応するために、平成
28年度試験より、「政治・国際」区分の試験内容を大きく見直したところです。

Ｑ 専門試験・多肢選択式で出題数の多い「政治学」や「国際関係」の出題内容を教えてください。
Ａ 「政治学」は、政治理論・思想、政治過程論などから、「国際関係」は、国際関係理論、国際機
構、国際政治などから、バランスよく出題します。
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です。大学で使用した教科書などで知
識の確認をしましょう。その他、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
も大切です。

Ｑ 専門試験・多肢選択式の問題の選択方法について教えてください。
Ａ 受験者は8科目30題から任意の問題を15題選択することができます。例えば、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題という選択や、行政学5題、 財政学3題、行政法3
題、民法2題、国際法2題という選択も可能です。

・
問
題
選
択
の
自
由
度
の
拡
大

・
専
門
科
目
（
政
治
学
・
国
際
関
係
）
重
視

（ポイント）

・
英
語
に
よ
る
出
題
の
増
加
等

（多肢）

例えば、
国際関係Ａ・Ｂ、
国際法の３科目で
受験できます！

※ＴＯＥＩＣ（Ｌ&Ｒ）は、名称変更前のTOEICテストを含む。
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財務省・本省
（平成29年度採用内定）
【総合職試験（大卒程度）政治・国際区分】

Ｑ 国家公務員になるために心がけたことを教えてくだ
さい。
試験勉強は勿論しました。また、多様な視点を得る

ため、出来るだけ多くの異質なものに触れることを意
識しています。3年次にイギリスとロシアに留学し、
価値観を大きく揺らがされたのは良い経験だったよう
に思います。

Ｑ なぜ国家公務員になろうと思ったのですか？
単に社会のためというだけではなく、「日本」のた

めに働きたいという気持ちがあります。「日本」とい
う物語は、現在の世代だけのものではなく、遠い先人
たちから未来の世代まで受け継いでゆくものです。今
現在の成功にとどまらない、広い視野と責任が求めら
れる国家公務員という職に強い魅力を感じました。

Ｑ 平成28年度から政治・国際区分の試験内容を見直し
ましたがいかがでしたか？
政治学・国際関係の出題が増え、従来よりも専門性が

活かしやすいものになっていたかと思います。僕は法学
部政治コースですので、とてもありがたかったです。

Ｑ なぜ国家公務員になろうと思ったのですか？
大学で国際政治学を専攻し、日本を取り巻く安全保

障環境の変化に対し危機感を覚え、自分が当事者とな
り日本の発展や国際システムの安定に携わりたいと
思ったためです。

Ｑ 国家公務員になるために心がけたことを教えてくだ
さい。
海外の大学に通っているため、日本の政策等に疎く

ならないよう、日頃から大学の勉強と並行して日本に
関する文献をなるべく多く読むよう心がけていました。

外務省
（平成29年度採用内定）
【総合職試験（大卒程度）政治・国際区分】

Ｑ 平成28年度から政治・国際区分の試験内容を見直し
ましたがいかがでしたか？
政治学や国際関係論重視になったことに加え英語で

の出題拡大は、英国の学部で国際政治学を勉強してい
る私にとっては大変助かりました。

Ｑ 皆さんへのアドバイスをお願いします。
海外の大学から国家公務員を目指すことは平坦な道ではありませんでしたが、最終的には目標を達成でき

たので、今何かしらの理由で心が折れそうな方がいても、諦めず頑張って頂ければと思います。



Ｑ なぜ国家公務員になろうと思ったのですか？
「広く人の役に立つ仕事がしたい」という思いから

公務員に興味を持ちました。また、説明会等で話を聞
く中で、日本の将来に関わる仕事ができる点や国内外
で幅広い業務に携わることができるという点に魅力を
感じ、国家公務員を志望しました。

Ｑ 国家公務員になるために心がけたことを教えてくだ
さい。
新聞などで幅広い分野のニュースに目を通し、気に

なることがあれば詳しく調べるようにしていました。
また、様々な人の話を聞き、視野を広く持つようにし
ていました。

Ｑ 皆さんへのアドバイスをお願いします。
グローバル化が進む中で、国際的な視点を持った人

材の必要性も高まってきていると思います。外国語や
国際関係の知識を生かし、国内外で活躍したいと考え
ている方は、ぜひ政治・国際区分で国家公務員を目指
してみてください。

財務省・税関
（平成29年度採用内定）
【総合職試験（大卒程度）政治・国際区分】

環境省
（平成29年度採用内定）
【総合職試験（大卒程度）政治・国際区分】

Ｑ なぜ国家公務員になろうと思ったのですか？
留学中に日本を客観的に見つめ直したことで、日本

が文化・技術・価値観といった魅力をたくさん持って
いることに改めて気づき感動しました。こうした日本
の良さを国内外に広めるとともに、日本という国の立
場からより良い社会づくりに貢献したいと考え、志望
に至りました。

Ｑ 国家公務員になるために心がけたことを教えてくだ
さい。
常日頃から、何事に対しても問題意識をもって考え

る癖をつけることです。実際にそうした問題意識につ
いて人と話すことも大事だと思います。

Ｑ 平成28年度から政治・国際区分の試験内容を見直し
ましたがいかがでしたか？
私は大学と大学院の専攻が国際法だったので、自分

の今までの勉強を生かすことができました。また経済
学という苦手科目を選択しなくとも自分の興味関心に
合った国際法や国際関係学で受験できる変更は、大変
ありがたかったです。

Ｑ 皆さんへのアドバイスをお願いします。
就職活動中、つい人と比べてしまって自信をなくし

てしまうこともあるかと思います。周りの情報に流さ
れすぎず、自分らしさを見つめ直してみてください。
自分にとって決して譲れないことさえ妥協しなければ、
きっと後悔のない選択ができると思います。



在外公館は、日本が外国と外交を行う上で重要な拠点です。
現在、世界各地の大使館や総領事館、政府代表部では、外務省はもちろん、各府省の職員が、
相手国政府との交渉や連絡、政治・経済その他の情報の収集・分析、広報文化活動など、
様々な分野で活躍しています。

行政の国際化が進展する中で、国際的視野を持ち、複雑・多様化する国際環境に的確に対応
できる行政官を育成するため、各府省が推薦し、人事院の選抜審査に合格した若手職員を、
海外の大学院に派遣しています。

国家公務員には、在外公館勤務や国際協力など、

海外で活躍する機会がたくさんあります！！

在外公館での勤務
日本代表として

世界へ羽ばたこう！

国際連合

113人
(30.1%)

その他の国際機関

118人 (31.5%)

外国政府

126人
(33.6%)

研究所 8人
(2.1%)

その他 9人 (2.4%)

派遣者総数

（100.0％）
375人

国際協力の一環として、条約その他の国際約束や我が国が加盟して
いる国際機関、外国政府の機関等の要請に応じ、職員を国際機関等
に派遣しています。

《平成27年度末派遣先機関別状況》

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
様々な組織で活躍しています！

国際機関等派遣

アジア

172人
(45.9%)

北米 37人
(9.9%)

中南米 6人
(1.6%)

欧州

131人
(34.9%)

大洋州 3人
(0.8%)

中東 2人(0.5%)

アフリカ

24人
(6.4%)

派遣者総数

（100.0％）
375人

《平成27年度末派遣先地域別状況》

留学（行政官長期在外研究員制度）

【概要】
対象職員：在職期間が10年未満
派遣先：外国の大学院
期間：2年（博士課程への進学の場合は延長可）

【主な派遣先大学】
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)、

ロンドン(UCL)など
フランス：国立行政学院(ENA)

中国：北京

★試験の内容や採用の最新の情報はこちらから★
 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
（連絡先）人事院人材局企画課 〒100-8913 東京都千代田区霞が関１－２－３ 電話：03-3581-5311（内線 2311）
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行政官長期在外研究員派遣数の推移

平成
(年度)

(人)

（平成28年度）
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、オランダへ派遣
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