
 

科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅰ 〇 27 社会科学Ⅱ 〇 49

人文科学Ⅰ 〇 28 人文科学Ⅱ 〇 50

自然科学Ⅰ 〇 29 自然科学Ⅱ 〇 51

判断推理Ⅰ 〇 30 判断推理Ⅱ 〇 52

文章理解Ⅰ 〇 31 数的推理Ⅱ 〇 53

基礎数学 〇 32 文章理解Ⅱ 〇 54

Word実習 〇 33 時事・文章作成 〇 56

Excel実習 〇 34 公務員リテラシー ○ 57

ビジネス能力Ⅰ 〇 35 模擬試験 ○ 58

公務員リテラシー ○ 37 Access実習 〇 59

社会科学特講 〇 38 ペン字 〇 60

人文科学特講 〇 39 計算実務Ⅰ 〇 61

自然科学特講 〇 40 商業簿記 〇 62

判断推理特講 〇 41 職業実践実習 ○ ○ 48

数的推理特講 〇 42 英会話 ○ 65

文章理解特講 〇 43 就職指導 ○ 101

総合問題演習 ○ ○ 44

時事・文章作成 ○ 45

経済学（E検） 〇 46

PowerPoint実習 〇 47

職業実践実習 ○ ○ 48

履　修　科　目　一　覧
行　政 ビ ジ ネ ス 学 科

国家・地方公務員初級（２年）コース

１　　　年 ２　　　年
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科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅰ 〇 27 社会科学Ⅱ 〇 49

人文科学Ⅰ 〇 28 人文科学Ⅱ 〇 50

自然科学Ⅰ 〇 29 自然科学Ⅱ 〇 51

判断推理Ⅰ 〇 30 判断推理Ⅱ 〇 52

文章理解Ⅰ 〇 31 数的推理Ⅱ 〇 53

基礎数学 〇 32 文章理解Ⅱ 〇 54

Word実習 〇 33 体育実習 〇 55

Excel実習 〇 34 時事・文章作成 〇 56

ビジネス能力Ⅰ 〇 35 公務員リテラシー ○ 57

体育実習 〇 ○ 36 模擬試験 ○ 58

公務員リテラシー ○ 37 Access実習 〇 59

社会科学特講 〇 38 ペン字 〇 60

人文科学特講 〇 39 計算実務Ⅰ 〇 61

自然科学特講 〇 40 商業簿記 〇 62

判断推理特講 〇 41 職業実践実習 ○ ○ 48

数的推理特講 〇 42 英会話 ○ 65

文章理解特講 〇 43 就職指導 ○ 101

時事・文章作成 ○ 45

経済学（E検） 〇 46

PowerPoint実習 〇 47

職業実践実習 ○ ○ 48

１　　　年 ２　　　年

履　修　科　目　一　覧
行　政 ビ ジ ネ ス 学 科

警察官・消防士（２年）コース
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科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅱ 〇 49

人文科学Ⅱ 〇 50

自然科学Ⅱ 〇 51

判断推理Ⅱ 〇 52

数的推理Ⅱ 〇 53

文章理解Ⅱ 〇 54

時事・文章作成 〇 56

公務員リテラシー ○ 57

模擬試験 ○ 58

Word＆Excel実習 〇 63

ペン字 〇 60

計算実務Ⅰ 〇 61

商業簿記 〇 62

社会人常識マナーⅠ 〇 64

経済学（E検） 〇 46

英会話 ○ 65

就職指導 〇 101

履　修　科　目　一　覧
行　政 ビ ジ ネ ス 学 科

国家・地方公務員初級（１年）コース

１　　　年 ２　　　年
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科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅱ 〇 49

人文科学Ⅱ 〇 50

自然科学Ⅱ 〇 51

判断推理Ⅱ 〇 52

数的推理Ⅱ 〇 53

文章理解Ⅱ 〇 54

時事・文章作成 〇 56

体育実習 〇 55

公務員リテラシー ○ 57

模擬試験 ○ 58

Word＆Excel実習 〇 63

ペン字 〇 60

計算実務Ⅰ 〇 61

商業簿記 〇 62

社会人常識マナーⅠ 〇 64

経済学（E検） 〇 46

英会話 ○ 65

就職指導 〇 101

履　修　科　目　一　覧
行　政 ビ ジ ネ ス 学 科

警察官・消防士（１年）コース

１　　　年 ２　　　年
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科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅲ 〇 〇 75 社会科学演習 〇 92

人文科学Ⅲ 〇 〇 76 人文科学演習 〇 93

自然科学Ⅲ 〇 〇 77 自然科学演習 〇 94

判断推理Ⅲ 〇 〇 78 判断推理演習 〇 95

数的推理Ⅲ 〇 〇 79 数的推理演習 〇 96

資料解釈Ⅲ 〇 80 文章理解演習 〇 97

文章理解Ⅲ 〇 81 時事・論文作成 〇 73

時事・論文作成 ○ 73 法律演習 〇 98

公務員リテラシー 〇 74 行政系科目演習 〇 99

憲法 〇 〇 82 経済学演習 〇 100

行政法 〇 〇 83

経済原論 〇 〇 84

民法 〇 〇 85

政治学 〇 〇 86

財政学 〇 87

行政学 〇 〇 88

国際関係 〇 〇 89

政策研究 〇 〇 90

ビジネス科目演習 ○ 91

履　修　科　目　一　覧
行　政 ビ ジ ネ ス 学 科

国家・地方公務員上級（教養・専門）コース

１　　　年 ２　　　年（３ヶ月のみ）
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科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅱ 〇 66 社会科学演習 〇 92

人文科学Ⅱ 〇 67 人文科学演習 〇 93

自然科学Ⅱ 〇 68 自然科学演習 〇 94

判断推理Ⅱ 〇 69 判断推理演習 〇 95

数的推理Ⅱ 〇 70 数的推理演習 〇 96

資料解釈Ⅱ 〇 71 文章理解演習 〇 97

文章理解Ⅱ 〇 72 時事・論文作成 〇 73

時事・論文作成 ○ 73 公務員リテラシー ○ 74

公務員リテラシー ○ 74

社会科学Ⅲ 〇 75

人文科学Ⅲ 〇 76

自然科学Ⅲ 〇 77

判断推理Ⅲ 〇 78

数的推理Ⅲ 〇 79

資料解釈Ⅲ 〇 80

文章理解Ⅲ 〇 81

政策研究 〇 〇 90

ビジネス科目演習 ○ 91

履　修　科　目　一　覧
行　政 ビ ジ ネ ス 学 科

国家・地方公務員上級（教養専攻）コース

１　　　年 ２　　　年（３ヶ月のみ）
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行 政 ビ ジ ネ ス 学 科 

国家・地方公務員初級コース（２年制） 

警察官・消防士コース（２年制） 

国家・地方公務員初級コース（１年制） 

警察官・消防士コース（１年制） 

国家・地方公務員上級コース[教養・専門]（１５ヶ月制） 

国家・地方公務員上級コース[教養]（１５ヶ月制） 
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科目名 社会科学Ⅰ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
瀬尾 昌央 

並木 敏幸 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員試験において社会科学分野は出題

数も多く、出題範囲が全般に渡っているた

め、最重点科目である。そのため、知識の

整理を行うことが必要となる。また、テキ

ストでは追随しきれない時事的な問題も

少なくない。授業においても出題範囲全般

に渡って詳細に扱う。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、社会科学の

基礎知識を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

政治･経済では試験問題に対処していくた

めに、暗記することはもちろん、政治・経

済の仕組みを理解することも必要になる

ので図や具体的事例などを用いて講義を

行うようにする。学生各自においても、新

聞・ニュースなどから情報を多く取り入れ

るようにしてもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

社会科学 テキスト      ＴＡＣ 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治 

 

１-１．民主政治の基本原理 

１-２．日本国憲法の基本的性格 

１-３．基本的人権の保障 

１-４．政治制度 

１-５．国会 

１-６．内閣 

１-７．裁判所 

１-８．地方自治 

１-９．現代日本の政治 

１-10．国際政治と日本 

 

２．経済 

 

２-１．経済の基礎 

２-２．市場と価格 

２-３．金融と財政 

２-４．国民所得と経済成長 

２-５．現代日本経済の構造と課題 

２-６．世界経済と日本 

 

３．まとめ 

 

３-１．演習問題 
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科目名 人文科学Ⅰ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 10時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 石田 美優紀 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、採用試験において全体の

15％程度の出題数となるため、試験対策と

しては、基礎学力として位置付けられる。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度と

されているため、高等学校で履修する範囲

はすべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、人文科学の

基礎知識を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

自国のみならず、各国の文化・風土・歴史

を理解することが真の教養であることを、

新世紀を生きる学生諸君は心されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

人文科学 テキスト      ＴＡＣ 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．日本史 

 

１-１．古代 

１-２．中世 

１-３．近世 

１-４．近代 

１-５．現代 

１-６．主題別通史 

１-７．総合演習 

 

２．世界史 

 

２-１．古代文明 

２-２．ヨーロッパ中世 

２-３．ヨーロッパ近代 

２-４．中国史 

２-５．現代Ⅰ 

２-６．現代Ⅱ 

２-７．主題別通史 

２-８．総合演習 

 

３．地理 

 

３-１．地形 

３-２．気候 

３-３．環境 

３-４．産業 

３-５．各国地誌 

３-６．日本 

３-７．総合演習 
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科目名 自然科学Ⅰ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 10時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
森 崇 

田代 剛大 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員試験においては総合点で合否が決

まる以上、得手不得手の個人差が大きい理

系科目の克服が合格への条件とも言える。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度と

されているため、高等学校で履修する範囲

はすべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、自然科学の

基礎知識を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

過去の合格者の多くが、この科目の得点で

駄目押しをしている点を記憶されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

自然科学 テキスト      ＴＡＣ 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．物理 

 

２-１．運動 

２-２．力学 

２-３．電気 

２-４．波動 

２-５．エネルギー 

２-６．総合演習 

 

２.化学 

 

３-１．元素 

３-２．物質 

３-３．科学反応 

３-４．酸化･還元 

３-５．実験 

３-６．総合演習 

 

３．生物 

 

４-１．細胞 

４-２．生殖・遺伝 

４-３．代謝 

４-４．恒常性 

４-５．環境 

４-６．総合演習 

 

４．地学 

 

５-１．気象 

５-２．地球 

５-３．宇宙 

５-４．地殻 

５-５．地球史 

５-６．総合演習 

 

 

 



-30- 

科目名 判断推理Ⅰ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 90時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 森 崇 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目の一つであり、中心的科目で

ある。「判断推理」は、中学・高校で教わ

る科目ではないため、公務員受験者が内容、

勉強法において一番苦労する部分である。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、判断推理の

基本的な解法パターンを身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本とし、問題演習にお

いてはグループ学習等も取り入れていき

たいと思う。また、多角的に問題を把握し、

多種多様な解法を示して理解を図ってい

く。 

この科目は、出題のかたちが千変万化する

のでそれに慣れるためにも個人で問題集

等を利用して復習等されることを希望す

る。 

 

(４)使用教材・教具 

判断推理 テキスト      ＴＡＣ 

その他のテキストは授業内で適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．論理的問題 

 

１-１．論理学的問題 

１-２．集合･人数 

１-３．暗号 

１-４．順序関係 

１-５．対応関係 

１-６．試合と勝敗 

１-７．うそつき問題 

１-８．位相と手順、道順 

１-９．位置関係 

 

２．幾何学的問題 

 

２-１．軌跡 

２-２．平面図形 

２-３．空間図形 

２-４．多面体 

２-５．展開図・投影図 

２-６．立体の切断 

２-７．折り紙 

 

 

３．総合問題演習 

 

３-１．問題演習 

３-２．資料問題演習 
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科目名 文章理解Ⅰ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 54時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 田代 剛大 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

文章理解は公務員試験において、45～50

問中 10 題前後出題され重要度が高い。公

務員試験合格のためにはこの科目をマス

ターすることが必要不可欠であり、それを

可能にするように実際の試験問題を中心

とした講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

日本語検定合格のための基礎知識や、現代

文や英文の読解の要領の習得。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

文章理解の内容は英語･国語（現代文、古

文、漢文）と多岐にわたるため、漢字・単

語などの基礎から試験問題に対応できる

ような応用力までを養成する。また読解力

を高めるために、文章構成から、ポイント

を導き出せるよう指導を行っていく。その

ため学生には出席することはもちろん集

中して授業に臨むことを期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

文章理解 テキスト      ＴＡＣ 

その他のテキストは授業内で適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．現代文 

 

１-１．漢字 

１-２．ことわざ 

１-３．現代文の内容把握 

１-４．現代文の部分解釈 

１-５．現代文の空欄補充 

 

２．古文 

 

２-１．古文の基礎 

２-２．古文の読解 

 

３．漢文 

 

３-１．漢文の基礎 

３-２．漢文の読解 

 

４．英語 

 

４-１．英単語 

４-２．英熟語 

４-３．英文法 

４-４．英文の読解 
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科目名 基礎数学 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 90時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 石田 美優紀 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験における自然科

学・数的推理・資料解釈・判断推理の一部

といった各科目にわたって必要となる数

学的技能を高めるためのものである。さら

に、試験時間が限られている公務員試験に

おいて計算が素早くできる能力は必須と

なるため、それを涵養する。 

 講義においては、各科目で必要とされる

分数・因数分解・平方根・二次関数・確率

についての計算メソッドを示していく。 

 

(２)到達目標 

計算や公式の習得など、数学の基本を学び、

判断推理・数的推理・資料解釈の得点アッ

プにつなげていく。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本とし、反復練習によ

り基礎的な数学的技能を身に付ける。また、

既に数学的技能が身に付いている学生で

あっても、一段と素早く計算できるメソッ

ドを示し、習熟させていくものとする。 

 

(４)使用教材・教具 

数的推理テキスト 

TAC 出版 

その他のテキストは授業内で適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．通分と因数分解 

 

１-１．通分 

１-２．四則計算 

１-３．式の計算 

１-４．等式の変形 

１-５．平方根 

 

２．方程式 

 

２-１．一次方程式 

２-２．連立方程式 

２-３．二次方程式 

 

３．関数 

 

３-１．比例と反比例 

３-２．一次関数 

３-３．二次関数 

 

４．図形 

 

４-１．空間図形 

４-２．角 

４-３．相似と比 

４-４．三平方の定理 

 

５．確率 

    

５-１．場合の数 

５-２．樹形図 
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科目名 Word実習 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 44時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 塚越 光 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

コンピュータを中心としたデジタル情報

端末が普及し、実社会でも文書をはじめほ

とんどの情報がコンピュータを利用して

処理されている。 

この科目では、このような現状に基づき、

多くの企業や家庭で使われている

Microsoft 社の文書処理ソフト「Word」の

技能習得を目的とし、演習を行っていく。 

 

(２)到達目標 

Word の技能を身につけ、Microsoft Office 

Specialist Word 2016 習得を目指す。 

 

 

(３)履修に当たっての留意点 

コンピュータ室での実習を主に、適宜操作

方法等を説明していく。また、進捗状況に

応じて個別指導をしていく。 

テキストやプリントを使った課題演習を

行うので、地道な技能体得に努めてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

MOS Word2016 対策テキスト＆問題集  

FOM 出版 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．Windowsの基礎知識 

１-１．コンピュータ使用上の諸注意 

１-２．Windowsの起動と終了 

１-３．Windowsとマウスの操作 

１-４．ペイントを使っての描画・保存 

 

２．Word入門 

２-１．Wordの起動と終了 

２-２．MS-IMEの環境設定 

２-３．文字の入力と訂正方法 

２-４．漢字変換・特殊な入力方法 

 

３．文章の入力 

３-１．書式設定・文章の入力 

３-２．文書の保存・読み込み・印刷 

３-３．文字の複写・移動・削除 

 

４．Wordの活用 

４-１．文書の編集・表の作成 

４-２．クリップアートの貼り付けと編集 

４-３．段落設定、箇条書きの利用 

 

５．Wordの活用２ 

５-１．グラフの作成と編集 

５-２．Smartartの活用 

５-３．ラベルの作成  

 

６．校正機能 

６-１．スペルチェックと文章校正 

６-２．オートコレクト 

６-３．コメントの活用 

 

７．インターネットと関連 

７-１．ハイパーリンク 

７-２．電子メールの利用 
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科目名 Excel実習 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 28 時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 塚越 光 
実務経験のある 

教員科目 
 ○  

 

(１)科目概要 

コンピュータを中心としたデジタル情報

端末が普及し、実社会でも文書をはじめほ

とんどの情報がコンピュータを利用して

処理されている。 

この科目では、このような現状に基づき、

多くの企業や家庭で使われている

Microsoft 社の表計算ソフト「Excel」の技

能習得を目的とし、演習を行っていく。 

 

(２)到達目標 

Excel の技能を身につけ、Microsoft Office 

Specialist Excel 2016 習得を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

コンピュータ室での実習を主に、適宜操作

方法等を説明していく。また、進捗状況に

応じて個別指導をしていく。 

テキストやプリントを使った課題演習を

行うので、地道な技能体得に努めてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

MOS Excel2016 対策テキスト＆問題集 

FOM 出版 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．Excel入門 

 

１-１．Excelの起動と終了 

１-２．データ入力の基礎 

１-３．基本的なワークシート編集 

１-４．ワークシートの書式設定 

 

２．Excelの活用 

 

２-１．数式、関数の入力 

２-２．リストの並び替えと自動集計 

２-３．ワードアートの表示・編集 

 

３．Excelの活用２ 

 

３-１．グラフの作成と編集 

３-２．Smartartの利用 

３-３．画像の挿入と編集 

３-４．Word・Excel間でのデータ利用 

３-１．Word・Excel間でのデータ利用 

 

４．データの共有 

 

４-１．PDFファイルへの変換 

４-２．コメントの利用 

 

５．データ分析とデータの共有 

 

５-１．抽出と並べ替え 

５-２．条件付き書式 

５-３．Wordと Excelの連携 
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科目名 ビジネス能力Ⅰ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 42時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 田代 剛大 
実務経験のある 

教員科目 
    

 

(１)科目概要 

社会人として一般に必要とされる事柄を

学ぶとともに、公務員として必要な知識、

心構えを身に付ける(公務員リテラシー)。 

 

(２)到達目標 

社会に出てから必要となるマナー、常識を

身につけ、ビジネス能力検定ジョブパス３

級合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

ビジネス検定対策としては授業中心とな

る。 

一方、公務員リテラシーとしては、国、自

治体として課題とされている政策を学び、

さらに公務員としてあるべき姿勢を学ぶ。 

 

(４)使用教材・教具 

ビジネス能力検定３級テキスト 

ビジネス能力検定３級試験問題集 

職業教育・キャリア教育財団 

その他必要なものについては適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．仕事の基本とビジネス文書 

 

１-１．豊かな仕事生活 

１-２．会社のルールと勤務条件 

１-３．仕事に対する基本姿勢 

１-４．仕事への取り組み 

１-５．指示、報告と連絡・相談 

１-６．仕事へのパソコン活用 

１-７．ビジネス文書の基本 

１-８．社内文書の種類と役割 

１-９．社外文書の種類と役割 

１-10．表とグラフ 

１-11．会社常識を高める情報収集 

１-12．業種・業界知識の基本 

１-13．会社の仕組みと組織 

１-14．社会保険と税金 

２．対人関係とコミュニケーション 

 

２-１．職場の人間関係 

２-２．就業中のマナー 

２-３．服装と身だしなみ 

２-４．話し方の基本 

２-５．ことばづかい 

２-６．話の聞き方と指示・命令の受け方 

２-７．電話応対 

２-８．来客応対 

２-９．名刺交換と面談の基本マナー 

２-10．外部への対応 

 

３．公務員リテラシー 

  主として、政策課題について、問題提起、

討論を通じて学んでいく。 
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科目名 体育実習 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 36時間 単位数 － 

授業方法 実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 八鍬 政之 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

近時、公安系の公務員試験（警察官や消防

士等）では体力試験を実施し、それが合格

する為の大きな要因になってきている。 

本講では、スポーツジム等を利用し体力試

験に合格する為の基礎体力養成を目指す。 

 

(２)到達目標 

警察官や消防士の体力試験に合格できる

だけの体力を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

定期的に体力測定を行い、その結果から各

個人に合った計画に沿って鍛練を積む。 

体力向上の為には基礎的なことの反復練

習が大切である。学生にはしっかりとした

目的意識と向上心を持ち取り組むよう期

待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における体力試験を実施し、授業出席

率及び受講態度を総合的に判断し評価す

る。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１． 筋力トレーニング  

 

２． 持久力トレーニング 

 

３． 跳躍力トレーニング 
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科目名 公務員リテラシー 学科名 行政ビジネス学科 １年（２年制） 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 36時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員といっても職種・職域はかなり広範

に及ぶ。その公務員についての知識を深め、

しっかりとした公務員像を持って受験し

てもらうことを第一義的な目的としてい

る。その中で講義だけでなく、体験や見学

などを含めた実践的学習を通じ職業を理

解していく。 

また、公務員試験について、一次・二次試

験の内容と重要なポイント等も講義して

いく予定である。 

 

(２)到達目標 

公務員試験についての情報・知識を学ぶ。 

また、自己分析を通して、公務員に対する

モチベーションを上げていき、公務員試験 

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

公務員を目指す者について、当然知ってお

かなければならないことや、身につけてお

くべき事などについて説明をしていく。そ

のため、受講する学生については必要なこ

とはメモをとり、積極的に質問をすること

を期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．公務員とは 

  

１-１．公務員のやりがい 

１-２．国家公務員と地方公務員 

１-３．事務系職種と公安系職種 

 

２．国家公務員 

 

２-１．国家公務員の職域 

２-２．国家公務員の職種 

 

３．地方公務員 

 

３-１．地方公務員の職域 

３-２．地方公務員の職種 

 

４．教養試験 

 

４-１．教養試験の概要 

４-２．各種試験の試験内容 

４-３．重点科目の攻略法 

４-４．自己得点取得計画 

 

５．適性・作文試験 

 

５-１．適性試験の概要 

５-２．作文試験の概要 

 

６．面接試験 

 

６-１．面接試験の概要 

６-２．入退出の仕方 

６-３．志望理由の作り方 

６-４．受け答えの仕方について 
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科目名 社会科学特講 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 52時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
瀬尾 昌央 

並木 敏幸 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

政治・経済は公務員試験において他科目よ

りも出題数が多く、重要科目の１つとなる。

そのため、過去に出題されたものはもちろ

ん、今後出題されると思われるもの、時事

問題などあらゆる出題パターンに対応で

きるような綿密な講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、社会科学の

基礎知識を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

政治･経済では試験問題に対処していくた

めに、暗記することはもちろん、政治・経

済の仕組みを理解することも必要になる

ので図や具体的事例などを用いて講義を

行うようにする。学生各自においても、新

聞・ニュースなどから情報を多く取り入れ

るようにしてもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

社会科学 テキスト      ＴＡＣ 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治 

 

１-１．民主政治の基本原理 

１-２．日本国憲法の基本的性格 

１-３．基本的人権の保障 

１-４．政治制度 

１-５．国会 

１-６．内閣 

１-７．裁判所 

１-８．地方自治 

１-９．現代日本の政治 

１-10．国際政治と日本 

 

２．経済 

 

２-１．経済の基礎 

２-２．市場と価格 

２-３．金融と財政 

２-４．国民所得と経済成長 

２-５．現代日本経済の構造と課題 

２-６．世界経済と日本 
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科目名 人文科学特講 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 68時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 

石田 美優紀 

岩瀬 誠 

永井 毅 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

人文科学分野は典型的な知識科目である

ため、知識の定着がこの分野での得点を左

右する。また、この分野の克服が全体の解

答効率および得点効率向上へとつながる。 

知識の定着をこの時期に実現することに

より、実際の試験における得点源となるこ

とを目的とする。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、人文科学の

基礎知識を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

自国のみならず、各国の文化･風土・歴史

を理解することが真の教養であることを、

学生諸君は心されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

人文科学 テキスト      ＴＡＣ 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．日本史 

 

１-１．古代と中世 

１-２．近世 

１-３．近代と現代 

１-４．主題別通史 

１-５．総合演習 

 

２．世界史 

 

２-１．古代と中世 

２-２．近代と現代 

２-３．現代Ⅰ 

２-４．現代Ⅱ 

２-５．主題別通史 

２-６．総合演習 

 

３．地理 

 

３-１．自然地理 

３-２．人文地理 

３-３．世界地誌 

３-４．総合演習 
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科目名 自然科学特講 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
森 崇 

田代 剛大 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員試験においては総合点で合否が決

まる以上、得手不得手の個人差が大きい理

系科目の克服が合格への条件とも言える。 

前期で判明した弱点を見直し、一定の得点

が常に予定できるよう、基礎知識の定着を

図る。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、自然科学の

基礎知識を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

過去の合格者の多くが、この科目の得点で

駄目押しをしている点を記憶されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

自然科学 テキスト      ＴＡＣ 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．数学 

１-１．式と計算 

１-２．関数とグラフ 

１-３．微分・積分 

１-４．確率 

１-５．総合演習 

 

２．物理 

２-１．運動 

２-２．力学 

２-３．熱・波動電気 

２-４．電気 

２-５．原子核 

２-６．総合演習 

 

３．化学 

３-１．物質の構造と状態 

３-２．化学反応 

３-３．無機化合物 

３-４．有機化合物 

３-５．環境化学･その他 

３-６．総合演習 

 

４．生物 

４-１．生命現象の発現 

４-２．動物の恒常性維持 

４-３．植物のつくりと生活 

４-４．生物集団と遺伝，進化 

４-５．総合演習 

 

５．地学 

５-１．陽系と恒星 

５-２．気象と海洋 

５-３．地球の構成 

５-４．地球の歴史 

５-５．総合演習 
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科目名 判断推理特講 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 森 崇 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目のひとつであり、中心的科目

である。「判断推理」は、中学・高校で教

わる科目ではないため、公務員受験者が内

容、勉強法において一番苦労する部分であ

る。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

２年次の公務員受験に向けて、判断推理の

基本的な解法パターンを身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本とし、問題演習にお

いてはグループ学習等も取り入れていき

たいと思う。また、多角的に問題を把握し、

多種多様な解法を示して理解を図ってい

く。 

この科目は、出題のかたちが千変万化する

のでそれに慣れるためにも個人で問題集

等を利用して復習等されることを希望す

る。 

 

(４)使用教材・教具 

判断推理 テキスト      ＴＡＣ 

その他のテキストは授業内で適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．論理的問題 

１-１．論理･集合･人数 

１-２．対応関係 

１-３．順序関係 

１-４．試合と勝敗 

１-５．配置  

１-６．席順 

１-７．法則 

 

２．数量･手順問題 

２-１．比較･計算 

２-２．手順 

２-３．道順 

 

３．平面図形 

３-１．平面図形の分割と構成 

３-２．平面図形の計量 

３-３．軌跡 

 

４．空間図形 

４-１．空間図形の分割と構成 

４-２．展開図・投影図 

４-３．折り紙・立体の切断 

４-４．回転体 

 

５．資料問題 

５-１．実数、割合 

５-２．指数、増加率 

５-３．特殊な表、グラフ 

 

６．総合問題演習 

６-１．問題演習 

６-２．資料問題演習 
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科目名 数的推理特講 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 石田 美優紀 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員として数字を扱うと言

うことは、必須である。公務員試験におい

ても基礎的な数学的知識を活用して、応用

する能力を試す問題が出題される。授業に

おいては数学の知識を確認しつつ、応用能

力を養うべく解法のパターンを提示し、問

題演習を行う。 

 

(２)到達目標 

計算や公式の習得などの基本を学び、数的

推理の文章題や図形の問題の解法をマス

ターする。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本に実施するが、問題

演習等ではグループ学習を利用し、問題を

グループ単位で完成させる手法も取り入

れていきたい。 

解法においては、出来うる限り数学的思考

を利用せず、なるべく平易な解法を示し、

数学が不得手なものにも理解し使いこな

せるものを利用していく。 

 

(４)使用教材・教具 

よくわかる数的推理   実務教育出版 

 

その他のテキストは適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．数の性質 

 

１-１．数の計算 

１-２．集合の要素の個数 

１-３．記数法 

１-４．数列・方陣 

 

２．割合 

 

２-１．方程式と不等式 

２-２．速さ･距離･時間 

２-３．損益計算 

２-４．濃度 

２-５．仕事算・時計算 

２-６．不等式 

 

３．幾何学 

 

３-１．三角形の性質 

３-２．円と扇形 

３-３．多角体 

３-４．立体図形 

３-５．最短距離 

 

４．確率 

 

４-１．場合の数 

４-２．順列・組み合せ 

４-３．確率 

 

５．総合問題演習 

 

５-１．問題演習 
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科目名 文章理解特講 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 54時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 田代 剛大 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

文章を読むということはすべての学科の

基礎といえる。したがって来年度試験を見

据えて、現在の実力の維持と弱点強化を第

一の目的とする。授業はどのように文章を

読むかを考え、筋道を明らかにしつつ問題

演習を行う。 

 

(２)到達目標 

日本語検定合格のための基礎知識や、現代

文や英文の読解の要領の習得。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

文章理解の内容は多岐にわたるが、前期の

反省点を元に、弱点を集中的に補っていく。

特に、漢字・単語などの基礎領域は、繰返

しが重要となるので問題練習を数多く実

施する。そのため学生には出席することは

もちろん集中して授業に臨むことを期待

する。 

 

(４)使用教材・教具 

文章理解 テキスト      ＴＡＣ 

その他のテキストは授業内で適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．現代文 

 

１-１．漢字 

１-２．ことわざ 

１-３．現代文の内容把握 

１-４．現代文の部分解釈 

１-５．現代文の空欄補充 

１-６．整序問題 

 

２．古文 

 

２-１．古文の基礎 

２-２．古文の読解 

 

３．漢文 

 

３-１．漢文の基礎 

３-２．漢文の読解 

 

４．英語 

 

４-１．英単語 

４-２．英熟語 

４-３．英文法 

４-４．英文の読解 
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科目名 総合問題演習 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 36時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 石田 美優紀 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

公務員といっても職種・職域はかなり広範

に及ぶ。その公務員についての知識を深め、

しっかりとした公務員像を持って受験し

てもらうことを第一義的な目的としてい

る。その中で講義だけでなく、体験や見学

などを含めた実践的学習を通じ職業を理

解していく。 

また、公務員試験について、一次・二次試

験の内容と重要なポイント等も講義して

いく予定である。 

 

(２)到達目標 

公務員試験についての情報・知識を学ぶ。 

また、自己分析を通して、公務員に対する

モチベーションを上げていき、公務員試験 

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

公務員を目指す者について、当然知ってお

かなければならないことや、身につけてお

くべき事などについて説明をしていく。そ

のため、受講する学生については必要なこ

とはメモをとり、積極的に質問をすること

を期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．公務員とは 

  

１-１．公務員のやりがい 

１-２．国家公務員と地方公務員 

１-３．事務系職種と公安系職種 

 

２．国家公務員 

 

２-１．国家公務員の職域 

２-２．国家公務員の職種 

 

３．地方公務員 

 

３-１．地方公務員の職域 

３-２．地方公務員の職種 

 

４．教養試験 

 

４-１．教養試験の概要 

４-２．各種試験の試験内容 

４-３．重点科目の攻略法 

４-４．自己得点取得計画 

 

５．適性・作文試験 

 

５-１．適性試験の概要 

５-２．作文試験の概要 

 

６．面接試験 

 

６-１．面接試験の概要 

６-２．入退出の仕方 

６-３．志望理由の作り方 

６-４．受け答えの仕方について 
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科目名 時事・文章作成 学科名 行政ビジネス学科 １年（２年制） 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 18時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目 
    

 

(１)科目概要 

公務員試験においては作文試験が課され

ており、その巧拙が合否に影響をあたえる

こともある。また実務においても各種の文

書作成は日常的な職務としてなされてい

る。したがって文章作成能力は公務員試験

に合格するためにもまた職業人としても

必要不可欠なものといえる。さらに時事的

問題に対する関心も社会人として必要で

あり、公務員試験においても問われるとこ

ろである。当科目はこれらの両者について

養成しようとするものである。 

 

(２)到達目標 

公務員試験対策及び社会人として必要と

なる文章作成能力を習得する。また、時事 

問題に対応するための知識も習得する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

書くという作業が中心になるが、書くため

には書くべき内容の存在が前提となる。し

たがってテーマに沿っていかに発想する

かということも学ぶ。積極的な参加を期待

する。 

 

(４)使用教材・教具 

適宜プリントを配布する。 

その他参考文献は、必要に応じて適宜指示

する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．文章の書き方 

 

１-１．約束ごと 

１-２．主語と述語の照応 

１-３．句読点 

１-４．構成法 

 

２．発想法 

 

題意に沿っていかに発想するか 

 

３. 時事問題 

 

   ３-１．新聞を読む 

   ４-２．問題の本質をつかむ 
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科目名 経済学（Ｅ検） 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 20時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

今、わが国は経済において未曾有の変革期

を迎えているといわれる。そのような環境

下で社会のあらゆる場面において経済を

見る目を養う必要がある。そのために基本

的な経済に関する知識を得ようとするの

が当科目の目的である。 

 

(２)到達目標 

経済の基本的な知識を習得し、問題演習を

通して、「経済記事の読み方検定３級」の

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

教科書に沿って講義形式で行う。さらに、

可能な限り新聞の経済記事等を利用し、実

践的な知識を身に付ける。 

学生諸君には、日常の経済を見る目を養う

ため、経済現象に常に興味を持って見る習

慣をつけてもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

「OIKOS－NOMOS」 

        中央総合教育サービス 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率･受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

 

(６)授業計画 

  

 １．経済入門 

 

１-１．需要・供給と価格 

１-２．景気がいい話 

１-３．景気がわるい話 

１-４．インフレとは 

１-５．景気と物価 

１-６．景気と金利 

１-７．景気と為替 

１-８．なぜ、円高・円安になるのか 

１-９．円高と輸入産業 

１-10．円高と輸出産業 

１-11．金融機関の種類と役目 

１-12．マネーサプライとは 

１-13．日本銀行の金融政策 

１-14．株とは 

１-15．国債とは 

１-16．財政とは 

１-17．内外価格差とは 

１-18．規制緩和の話 

 

２．経済記事の読み方 

 

２-１．経済用語と知識 

２-２．「経済記事」読み方ポイント 
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科目名 PowerPoint 実習 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 40 時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 塚越 光 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

コンピュータを中心としたデジタル情報

端末が普及し、実社会でもプレゼンテーシ

ョン時にコンピュータが利用されている。 

この科目では、このような現状に基づき、

多くの企業で使われているMicrosoft社の

プレゼンテーションソフト「PowerPoint」

の技能習得を目的とし、演習を行っていく。 

 

(２)到達目標 

PowerPoint の技能を身につけ、Microsoft 

Office Specialist PowerPoint 2016 習得

を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

コンピュータ室での実習を主に、適宜操作

方法等を説明していく。また、進捗状況に

応じて個別指導をしていく。 

テキストやプリントを使った課題演習を

行うので、地道な技能体得に努めてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

MOS PowerPoint2016 対策テキスト＆問

題集                       FOM 出版 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率･受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

 

(６)授業計画 

  

 １．PowerPointの設定 

１-１．表示の調整 

１-２．画面の操作 

 

２．PowerPointの基礎 

２-１．スライドの作成 

２-２．スライドの書式設定 

２-３．テキストの入力と書式設定 

 

３．グラフィックの活用 

３-１．グラフィック要素の操作 

３-２．画像の挿入、編集 

３-３．ワードアートの活用 

３-４．Smartartの活用 

３-５．ビデオ、オーディオの編集 

 

４．PowerPointの活用 

４-１．表の作成と編集 

４-２．グラフの作成と編集 

 

５．画面とアニメーション 

５-１．アニメーションの適用 

５-２．効果と軌跡の設定 

５-３．画面の切り替え効果 

 

６．共同作業 

６-１．コメントの挿入と管理 

６-２．文章校正ツール 

 

７．プレゼンテーションの配布準備 

７-１．いろいろな形式で保存 

７-２．プレゼンテーションの印刷 

７-３．プレゼンテーションの共有と保護 

７-４．プレゼンテーションツールの適用 

７-５．プレゼンテーションの記録 
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科目名 職業実践実習 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 36時間 単位数 － 

授業方法 実習 企業等との連携   ○   

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

官公庁・企業等と密接に連携して、実習 

演習を実施。公務員として身につけるべき 

実務の知識・技術・技能の実践的な教育 

を行う。 

 

(２)到達目標 

公務員に必要な知識・技能を習得すること

によって、公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

自分が目指す公務員について、実践的な体

験を通して、仕事内容や必要な知識・技能

を知り、公務員試験受験に役立ててほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

実習の都度、適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

実習における学修成果の評価については、

実習態度、知識の修得状況、感想文等課題

提出物によって評価する。なお、科目の総

合的な成績評価は実習評価等を加味して

総合的に判断し評価する。 

 

 

(６)授業計画 

  

＜１年次＞ 

１． 陸上自衛隊における実習・演習 

 

２． 上毛新聞社における実習・演習 

２－１ 印刷センター見学 

２－２ 記者による講義 

 

３． 学校事務に関する講義 

 

４． 前橋市消防局における実習・演習 

 

５． フィールドワーク演習 

 

 

 ＜２年次＞ 

１． 実務教育出版による実習・演習 

１－１ 公務員ガイダンス 

    （４月、６月の２回） 

１－２ 面接強化週間 

    （１０月 ３日間） 
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科目名 社会科学Ⅱ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 ９１時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携    

担当教員 

瀬尾 昌央 

並木 敏幸 

永井 毅 

実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

政治・経済は公務員試験において他科目よ

りも出題数が多く、重要科目の１つとなる。

そのため、過去に出題されたものはもちろ

ん、今後出題されると思われるもの、時事

問題などあらゆる出題パターンに対応で

きるような綿密な講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

政治・経済の頻出分野を中心に、基礎知識

を身につけ、公務員試験に合格できるレベ

ルへ到達する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

政治･経済では試験問題に対処していくた

めに、暗記することはもちろん、政治・経

済の仕組みを理解することも必要になる

ので図や具体的事例などを用いて講義を

行うようにする。学生各自においても、新

聞・ニュースなどから情報を多く取り入れ

るようにしてもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治 

 

１-１．民主政治の基本原理 

１-２．日本国憲法の基本的性格 

１-３．基本的人権の保障 

１-４．政治制度 

１-５．国会 

１-６．内閣 

１-７．裁判所 

１-８．地方自治 

１-９．現代日本の政治 

１-10．国際政治と日本 

 

２．経済 

 

２-１．経済の基礎 

２-２．市場と価格 

２-３．金融と財政 

２-４．国民所得と経済成長 

２-５．現代日本経済の構造と課題 

２-６．世界経済と日本 

 

３．まとめ 

 

３-１．演習問題 
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科目名 人文科学Ⅱ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 108時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 

石田 美優紀 

岩瀬 誠 

大塚 秀郎 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、採用試験において全体の

15％程度の出題数となるため、試験対策と

しては、基礎学力として位置付けられる。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度と

されているため、高等学校で履修する範囲

はすべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

日本史・世界史・地理の頻出分野を中心に、

基礎知識を身につけ、公務員試験に合格で

きるレベルへ到達する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

自国のみならず、各国の文化・風土・歴史

を理解することが真の教養であることを、

学生諸君は心されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．日本史 

１-１．古代 

１-２．中世 

１-３．近世 

１-４．近代 

１-５．現代 

１-６．主題別通史 

１-７．総合演習 

 

２．世界史 

２-１．古代文明 

２-２．ヨーロッパ中世 

２-３．ヨーロッパ近代 

２-４．中国史 

２-５．現代Ⅰ 

２-６．現代Ⅱ 

２-７．主題別通史 

２-８．総合演習 

 

３．地理 

３-１．地形 

３-２．気候 

３-３．環境 

３-４．産業 

３-５．各国地誌 

３-６．日本 

３-７．総合演習 
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科目名 自然科学Ⅱ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 90時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 

宮田 和樹 

秋山 紫苑 

陣内 伸庸 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、数学とその応用科目を含める

と採用試験において全体の1/3の出題数と

なるため、試験対策として不可欠と言える。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度と

されているため、高等学校で履修する範囲

はすべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

理科４科目と数学について、基礎知識を身

につけ、公務員試験に合格できるレベルへ

到達する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

過去の合格者の多くが、この科目の得点で

駄目押しをしている点を記憶されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．数学 

１-１．中学幾何 

１-２．代数 

１-３．集合 

１-４．確率 

１-５．高校幾何 

１-６．総合演習 

２．物理 

２-１．運動 

２-２．力学 

２-３．電気 

２-４．波動 

２-５．エネルギー 

２-６．総合演習 

３．化学 

３-１．元素 

３-２．物質 

３-３．科学反応 

３-４．酸化･還元 

３-５．実験 

３-６．総合演習 

４．生物 

４-１．細胞 

４-２．生殖・遺伝 

４-３．代謝 

４-４．恒常性 

４-５．環境 

４-６．総合演習 

５．地学 

５-１．気象 

５-２．地球 

５-３．宇宙 

５-４．地殻 

５-５．地球史 

５-６．総合演習 
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科目名 判断推理Ⅱ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 54時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 八鍬 政之 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目の一つであり、中心的科目で

ある。「判断推理」は、中学・高校で教わ

る科目ではないため、公務員受験者が内容、

勉強法において一番苦労する部分である。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

判断推理の各分野の解法パターンをマス

ターし、出題数の８～９割正解できるくら

いのレベルを目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本とし、問題演習にお

いてはグループ学習等も取り入れていき

たいと思う。また、多角的に問題を把握し、

多種多様な解法を示して理解を図ってい

く。 

この科目は、出題のかたちが千変万化する

のでそれに慣れるためにも個人で問題集

等を利用して復習等されることを希望す

る。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．論理的問題 

 

１-１．論理学的問題 

１-２．集合･人数 

１-３．暗号 

１-４．順序関係 

１-５．対応関係 

１-６．試合と勝敗 

１-７．うそつき問題 

１-８．位相と手順、道順 

１-９．位置関係 

 

２．幾何学的問題 

 

２-１．軌跡 

２-２．平面図形 

２-３．空間図形 

２-４．多面体 

２-５．展開図・投影図 

２-６．立体の切断 

２-７．折り紙 

 

 

３．総合問題演習 

 

３-１．問題演習 

３-２．資料問題演習 
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科目名 数的推理Ⅱ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 

宮田 和樹 

湯浅 慧一 

永井 毅   他 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目のひとつであり、中心的科目

である。「数的推理」は、中学三年までの

数学を駆使して理解可能な問題である。し

かし、主題は類推し論理的に思考するため

のものであるので数学とは一線を画すも

のである。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

講義・問題演習を通して公式や解法をマス

ターし、公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本に実施するが、問題

演習等ではグループ学習を利用し、問題を

グループ単位で完成させる手法も取り入

れていきたい。 

解法においては、出来うる限り数学的思考

を利用せず、なるべく平易な解法を示し、

数学が不得手なものにも理解し使いこな

せるものを利用していく。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．数と式の計算 

 

１-１．数と式の計算(1) 

１-２．数と式の計算(2) 

１-３．方程式 

１-４．魔方陣 

１-５．虫食い算 

 

２．方程式と不等式 

 

２-１．比 

２-２．速さ･距離･時間 

２-３．損益計算 

２-４．濃度 

２-５．仕事算 

 

３．図形 

 

３-１．三角形の性質 

３-２．円 

３-３．多角体 

３-４．立体図形 

 

４．場合の数と確率 

 

４-１．場合の数 

４-２．順列・組み合せ 

４-３．確率 

 

５．総合問題演習 

 

５-１．問題演習 
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科目名 文章理解Ⅱ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 18時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

文章理解は公務員試験において、45～50

問中 10 題前後出題され重要度が高い。公

務員試験合格のためにはこの科目をマス

ターすることが必要不可欠であり、それを

可能にするように実際の試験問題を中心

とした講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

現代文や英文の読解の要領を習得し、公務

員試験では、出題数の８～９割正解を目指

す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

文章理解の内容は英語･国語（現代文、古

文、漢文）と多岐にわたるため、漢字・単

語などの基礎から試験問題に対応できる

ような応用力までを養成する。また読解力

を高めるために、文章構成から、ポイント

を導き出せるよう指導を行っていく。その

ため学生には出席することはもちろん集

中して授業に臨むことを期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他のテキストは適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．現代文 

 

１-１．漢字 

１-２．ことわざ 

１-３．現代文の内容把握 

１-４．現代文の部分解釈 

１-５．現代文の空欄補充 

 

２．古文 

 

２-１．古文の基礎 

２-２．古文の読解 

 

３．漢文 

 

３-１．漢文の基礎 

３-２．漢文の読解 

 

４．英語 

 

４-１．英単語 

４-２．英熟語 

４-３．英文法 

４-４．英文の読解 
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科目名 体育実習 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 19時間 単位数 － 

授業方法 実習 企業等との連携    

担当教員 八鍬 政之 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

近時、公安系の公務員試験（警察官や消防

士等）では体力試験を実施し、それが合格

する為の大きな要因になってきている。 

本講では、スポーツジム等を利用し体力試

験に合格する為の基礎体力養成を目指す。 

 

(２)到達目標 

警察官や消防士の体力試験に合格できる

だけの体力を身につける。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

定期的に体力測定を行い、その結果から各

個人に合った計画に沿って鍛練を積む。 

体力向上の為には基礎的なことの反復練

習が大切である。学生にはしっかりとした

目的意識と向上心を持ち取り組むよう期

待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における体力試験を実施し、授業出席

率及び受講態度を総合的に判断し評価す

る。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１． 筋力トレーニング  

 

２． 持久力トレーニング 

 

３． 跳躍力トレーニング 
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科目名 時事・文章作成 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 18時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目 
    

 

(１)科目概要 

公務員試験においては作文試験が課され

ており、その巧拙が合否に影響をあたえる

こともある。また実務においても各種の文

書作成は日常的な職務としてなされてい

る。したがって文章作成能力は公務員試験

に合格するためにもまた職業人としても

必要不可欠なものといえる。さらに時事的

問題に対する関心も社会人として必要で

あり、公務員試験においても問われるとこ

ろである。当科目はこれらの両者について

養成しようとするものである。 

 

(２)到達目標 

公務員試験対策及び社会人として必要と

なる文章作成能力を習得する。また、時事 

問題に対応するための知識も習得する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

書くという作業が中心になるが、書くため

には書くべき内容の存在が前提となる。し

たがってテーマに沿っていかに発想する

かということも学ぶ。積極的な参加を期待

する。 

 

(４)使用教材・教具 

適宜プリントを配布する。 

その他参考文献は、必要に応じて適宜指示

する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．文章の書き方 

 

１-１．約束ごと 

１-２．主語と述語の照応 

１-３．句読点 

１-４．構成法 

 

２．発想法 

 

題意に沿っていかに発想するか 

 

３. 時事問題 

 

   ３-１．新聞を読む 

   ４-２．問題の本質をつかむ 
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科目名 公務員リテラシー 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択・必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 18時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員といっても職種・職域はかなり広範

に及ぶ。その公務員についての知識を深め、

しっかりとした公務員像を持って受験し

てもらうことを第一義的な目的としてい

る。その中で講義だけでなく、体験や見学

などを含めた実践的学習を通じ職業を理

解していく。 

また、公務員試験について、一次・二次試

験の内容と重要なポイント等も講義して

いく予定である。 

 

(２)到達目標 

公務員試験についての情報・知識を学ぶ。 

また、自己分析を通して、公務員に対する

モチベーションを上げていき、公務員試験 

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

公務員を目指す者について、当然知ってお

かなければならないことや、身につけてお

くべき事などについて説明をしていく。そ

のため、受講する学生については必要なこ

とはメモをとり、積極的に質問をすること

を期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．公務員とは 

  

１-１．公務員のやりがい 

１-２．国家公務員と地方公務員 

１-３．事務系職種と公安系職種 

 

２．国家公務員 

 

２-１．国家公務員の職域 

２-２．国家公務員の職種 

 

３．地方公務員 

 

３-１．地方公務員の職域 

３-２．地方公務員の職種 

 

４．教養試験 

 

４-１．教養試験の概要 

４-２．各種試験の試験内容 

４-３．重点科目の攻略法 

４-４．自己得点取得計画 

 

５．適性・作文試験 

 

５-１．適性試験の概要 

５-２．作文試験の概要 

 

６．面接試験 

 

６-１．面接試験の概要 

６-２．入退出の仕方 

６-３．志望理由の作り方 

６-４．受け答えの仕方について 
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科目名 模擬試験 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 90時間 単位数 － 

授業方法 実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

実際の試験に沿った形式で行い、制限時間

の中で効率の良い解答ができるようにな

ることを望む。 

また、返却される模擬試験の結果を分析し、

学習計画や受験先の決定に役立ててほし

い。 

 

(２)到達目標 

実際と同じ形式である模擬試験を通して

授業で履修した内容の理解度の確認をす

る。模擬試験終了後は、復習をすることに 

よって、最終的に公務員試験の合格ライン 

到達を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

返却される結果から弱点を把握し、克服で

きるよう解説を行う。授業で学んだ知識が

模擬試験を通じて完全に定着することを

期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

学内模擬試験   実務教育出版 

公務員模擬試験  実務教育出版 

公開模擬試験   実務教育出版 

 

(５)成績評価の方法・基準 

実務教育出版社によってまとめられた結

果を個別に返却する。 

６)授業計画 

 

１． 学内模擬試験 

第 1回～第 14回 

 

２． 公務員模擬試験 

第 1回～第 6回 

 

３． 公開模擬試験 

高卒・短大卒程度公務員 

警察官・消防官 
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科目名 Access実習 学科名 行政ビジネス学科 2年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 44 時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 福田 篤志 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

現在、企業では多くのデータが扱われてお

りその活用は多岐にわたる。そのデータの

整理活用の方法としてデータベースが挙

げられる。データベースの基本的考え方を

学び、データベースソフトの代表例である

アクセスの操作・活用技術を学ぶ。 

 

(２)到達目標 

Access の技能を身につけ、Microsoft 

Office Specialist Access 2016 習得を目指

す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

コンピュータ室での実習を主に、適宜操作

方法等を説明していく。また、進捗状況に

応じて個別指導をしていく。 

テキストやプリントを使った課題演習を

行うので、地道な技能体得に努めてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

MOS Access2016 対策テキスト＆問題集 

FOM 出版 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．Accessとは  

 

１-１．データベースとは  

１-２．テーブルとは  

１-３．フィルタの活用(抽出・並べ替え)  

１-４．データの印刷  

 

２．データベースのデータ編集  

 

２-１．インポート 

２-２．レコードの追加 

２-３．フィールドの追加 

２-４．画像データの取り扱い 

２-５．フォームの活用  

 

３．テーブルの操作  

 

３-１．クエリの作成  

３-２．テーブルの集計 

３-３．クロス集計 

３-４．SQL  

 

４．データベースの設計  

 

４-１．設計とテーブル 

４-２．リレーションシップ 

４-３．リレーションシップとクエリ  

 

５．レポート 

５-１．レポートの作成と印刷 

５-２．レポートと画像 

５-３．グラフを活用したレポート 

 

６．総合演習 

 

７．マクロの活用 

 

７-１．マクロの作成 

７-２．コマンドボタンの作成 
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科目名 ペン字 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 44時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 大塚 秀郎 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

字を正しく美しく書くことは、日常生活に

おける大切な能力であり、時には人の能力

を推し量る要素ともなる。 

講義では検定取得を目標に問題演習を中

心に行う。さらに、後期の後半から日常生

活に必要な、手紙文等の応用練習も取り入

れる。 

 

(２)到達目標 

就職後の実務に役立てるように、文書作成 

や漢字についての正確な知識をマスター

する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

毎回書写を中心とした問題演習を行うの

で、ボールペンの持参が必要となる。検定

取得と同時に、書く楽しさも学んで欲しい。 

 

(４)使用教材・教具 

3級合格のポイント  日本習字普及協会 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．実技 

 

１-１．速書き 

１-２．楷書体 

１-３．行書体 

１-４．縦書き 

１-５．横書き 

１-６．ひらがな 

１-７．はがきの表書きと文面 

１-８．掲示文 

 

２．理論 

 

２-１．筆順 

２-２．旧字体・書写体 

２-３．草書の読み 

２-４．ひらがなの字源 

２-５．漢字部分名称（部首） 

２-６．常用漢字の字体（誤字訂正） 

 

３．応用（日常生活文） 

 

３-１．履歴書の書き方 

３-２．封筒の書き方 

３-３．手紙用語 

３-４．慶弔の表書き 
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科目名 計算実務Ⅰ 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 32時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 宮田 和樹 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

計算実務は産業の発達や貨幣経済の進展

などにともなって、商業活動が活発になり、

現代産業に従事する人々が各分野で活躍

する場合に必須の知識技能である。経営者

や経理担当者はもとより、営業業務に携わ

る人々にまでも実務に欠くべかざる常識

となっている。 

講義内容は簿記の基本的原理をもとに、簿

記の各種元帳の作成や割合計算、歩合計算

等の範囲を講義する。 

 

(２)到達目標 

帳簿作成のための計算方法や原価計算の

方法をマスターし、計算実務検定３級合格

を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

検定試験規則に準拠し、過去に出題された

問題の内容、傾向などや類似問題等の解説

を行い、そして、適宜演習問題を併用し、

学生が興味をもって学習できるように指

導する。 

さらに、将来の社会活動に必要な計数感覚

を十分養い、計算問題を合理的に処理する

力を効果的に伸ばし、正確、迅速に解答を

導き出せる方法を身に付けてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

計算実務３級直前模試   英光社 

その他のテキストは授業内で適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．計算実務の基本概論 

 

１-１．計算実務の意義 

１-２．簿記の基本原理 

 

２．帳簿計算 

 

２-１．仕訳帳、総勘定元帳 

２-２．現金出納帳、当座預金出納帳 

２-３．仕入帳、売上帳 

２-４．得意先元帳、仕入先元帳 

２-５．損益計算書 

２-６．伝票計算 

 

３．商業計算 

 

３-１．代価計算 

３-２．歩合計算 

３-３．利率 

３-４．日数計算 

３-５．単利計算 

 

４．総合問題演習 
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科目名 商業簿記 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 59時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携    

担当教員 
下山 哲生 

塚本 篤 

実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

簿記は、企業の経営活動を日々組織的に記

録・計算・整理することにより、企業の経

営成績及び財政状態を明らかにし報告す

ることを目的としている。講義の内容は、

個人商店（商品売買業）を前提とした複式

簿記による商業簿記を簿記の原理、各種取

引の記帳、決算整理と決算、伝票・計算問

題の順で進める。 

 

(２)到達目標 

仕訳から決算処理までの一連の流れをマ

スターし、最終的には貸借対照表と損益計

算書の作成ができるようにする。また、全

経簿記検定３級合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

個人商店（商品売買業）における経理実務

を基礎知識の講義と、問題演習等を併用し

進めていく。また、理解度を確認するため

に形成的評価として確認テストを行い、到

達度評価として全経簿記能力検定試験３

級商業簿記の検定試験を受験していただ

く。 

簿記については毎日の積み重ねが必要な

科目であるため、欠席をしないことが重要

である。問題演習による反復練習が資格取

得への近道となるので日々の努力を望み

たい。 

 

(４)使用教材・教具 

簿記入門 テキスト      ＴＡＣ 

全経簿記能力検定試験３級商業簿記最新

過去問題集     全国経理教育協会 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％下回る場合は不可

となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．簿記の原理 

１-１．資産・負債・資本 

１-２．収益・費用 

１-３．仕訳と転記 

１-４．試算表と財務諸表 

 

２．各種取引の記帳 

２-１．現金・現金過不足 

２-２．諸預金 

２-３．商品売買 

２-４．掛取引 

２-５．手形取引 

２-６．各種の債権・債務 

２-７．有価証券 

２-８．固定資産 

２-９．個人企業の資本金 

２-10．個人企業の税金 

 

３．決算整理と決算 

３-１．商品勘定の整理 

３-２．貸倒れの見積り 

３-３．固定資産の減価償却 

３-４．精算表 

３-５．損益計算書 

３-６．貸借対照表 

 

４．伝票・計算問題 

４-１．伝票 

４-２．計算問題 

 

５．総合問題演習 

５-１．問題演習（１）～（20） 
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科目名 Word＆Excel 実習 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 15 時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 塚越 光 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

コンピュータを中心としたデジタル情報

端末が普及し、実社会でも文書をはじめほ

とんどの情報がコンピュータを利用して

処理されている。 

この科目では、このような現状に基づき、

多くの企業や家庭で使われている

Microsoft 社の文書処理ソフト「Word」と

表計算ソフト「Excel」の技能習得を目的

とし、演習を行っていく。 

 

(２)到達目標 

Word においては文書作成、Excel におい

ては表計算処理の方法をマスターし、就職

後の実務に役立てる。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

コンピュータ室での実習を主に、適宜操作

方法等を説明していく。また、進捗状況に

応じて個別指導をしていく。 

テキストやプリントを使った課題演習を

行うので、地道な技能体得に努めてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

30 時間でマスター Word＆Excel2016  

実教出版 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

 １．Windowsの基礎知識 

１-１．コンピュータ使用上の諸注意 

１-２．Windowsの起動と終了 

１-３．Windowsとマウスの操作 

１-４．ペイントを使っての描画・保存 

 

２．Word入門 

２-１．Wordの起動と終了 

２-２．MS-IMEの環境設定 

２-３．文字の入力と訂正方法 

２-４．漢字変換・特殊な入力方法 

 

３．文章の入力 

３-１．書式設定・文章の入力 

３-２．文書の保存・読み込み・印刷 

３-３．文字の複写・移動・削除 

 

４．Wordの活用 

４-１．文書の編集・表の作成 

４-２．クリップアートの貼り付けと編集 

 

５．Excel入門 

５-１．Excelの起動と終了 

５-２．データ入力の基礎 

５-３．基本的なワークシート編集 

５-４．ワークシートの書式設定 

 

６．Excelの活用 

６-１．おもな関数の入力・グラフの作成 

６-２．リストの並び替えと自動集計 

６-３．ワードアートの表示・編集 

 

７．Wordと Excelの活用 

７-１．Word・Excel間でのデータ利用 
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科目名 社会人常識マナーⅠ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 42時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
秋山 紫苑 

八鍬 政之 

実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

社会人として一般に必要とされる事柄を

学ぶとともに、公務員として必要な知識、

心構えを身に付ける。 

 

(２)到達目標 

ビジネス文書の作成方法、仕事への取り組

み方、社会人としてのマナーを学び、「社

会人常識マナー検定３級」合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

検定対策としては授業中心となる。 

さらに公務員、社会人としてあるべき姿勢

を学ぶ。 

 

(４)使用教材・教具 

社会人常識マナー検定 ３級 テキスト 

社会人常識マナー検定 ３級 問題集 

その他必要なものについて適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

 １．仕事の基本とビジネス文書 

 

１-１．豊かな仕事生活 

１-２．会社のルールと勤務条件 

１-３．仕事に対する基本姿勢 

１-４．仕事への取り組み 

１-５．指示、報告と連絡・相談 

１-６．仕事へのパソコン活用 

１-７．ビジネス文書の基本 

１-８．社内文書の種類と役割 

１-９．社外文書の種類と役割 

１-10．表とグラフ 

１-11．会社常識を高める情報収集 

１-12．業種・業界知識の基本 

１-13．会社の仕組みと組織 

１-14．社会保険と税金 

 

２．対人関係とコミュニケーション 

 

２-１．職場の人間関係 

２-２．就業中のマナー 

２-３．服装と身だしなみ 

２-４．話し方の基本 

２-５．ことばづかい 

２-６．話の聞き方と指示・命令の受け方 

２-７．電話応対 

２-８．来客応対 

２-９．名刺交換と面談の基本マナー 

２-10．外部への対応 

 

３．公務員リテラシー 

  主として、政策課題について、問題提起、         

討論を通じて学んでいく。 
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科目名 英会話 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 10 時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 Ａlice 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

国際化が進む中、公務員の業務においても

外国人との英語でのやりとりが必要とな

ってきています。したがって本講では、

様々な場面での英語でのコミュニケーシ

ョンを学んでいく。 

 

(２)到達目標 

日常生活における場面ごとの会話を英語

で話す、また英語を聞き取ることができる

ようになる。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

市役所の窓口対応や警察官の道案内など

具体的なシチュエーションごとの英会話

の実習を行っていく。学生にはしっかりと

した目的意識と向上心を持ち、取り組むよ

う期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

ビジネス英会話   

CHUO Global Village 

 

(５)成績評価の方法・基準 

文章、授業出席率および受講態度から総合

的に判断して評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可とする。 

 

 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．英会話の基本 

 

２．日常の会話 

 

３．場面ごとの会話 
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科目名 社会科学Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

政治・経済は公務員試験において他科目よ

りも出題数が多く、重要科目の１つとなる。

そのため、過去に出題されたものはもちろ

ん、今後出題されると思われるもの、時事

問題などあらゆる出題パターンに対応で

きるような綿密な講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

政治・経済の頻出分野を中心に、基礎知識

を身につけ、公務員試験に合格できるレベ

ルへ到達する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

政治･経済では試験問題に対処していくた

めに、暗記することはもちろん、政治・経

済の仕組みを理解することも必要になる

ので図や具体的事例などを用いて講義を

行うようにする。学生各自においても、新

聞・ニュースなどから情報を多く取り入れ

るようにしてもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治 

 

１-１．民主政治の基本原理 

１-２．日本国憲法の基本的性格 

１-３．基本的人権の保障 

１-４．政治制度 

１-５．国会 

１-６．内閣 

１-７．裁判所 

１-８．地方自治 

１-９．現代日本の政治 

１-10．国際政治と日本 

 

２．経済 

 

２-１．経済の基礎 

２-２．市場と価格 

２-３．金融と財政 

２-４．国民所得と経済成長 

２-５．現代日本経済の構造と課題 

２-６．世界経済と日本 

 

３．まとめ 

 

３-１．演習問題 
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科目名 人文科学Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 90時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、採用試験において全体の

15％程度の出題数となるため、試験対策と

しては、基礎学力として位置付けられる。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度と

されているため、高等学校で履修する範囲

はすべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

日本史・世界史・地理の頻出分野を中心に、

基礎知識を身につけ、公務員試験に合格で

きるレベルへ到達する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

自国のみならず、各国の文化・風土・歴史

を理解することが真の教養であることを、

学生諸君は心されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．日本史 

１-１．古代 

１-２．中世 

１-３．近世 

１-４．近代 

１-５．現代 

１-６．主題別通史 

１-７．総合演習 

 

２．世界史 

２-１．古代文明 

２-２．ヨーロッパ中世 

２-３．ヨーロッパ近代 

２-４．中国史 

２-５．現代Ⅰ 

２-６．現代Ⅱ 

２-７．主題別通史 

２-８．総合演習 

 

３．地理 

３-１．地形 

３-２．気候 

３-３．環境 

３-４．産業 

３-５．各国地誌 

３-６．日本 

３-７．総合演習 
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科目名 自然科学Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 90時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、数学とその応用科目を含める

と採用試験において全体の1/3の出題数と

なるため、試験対策として不可欠と言える。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度と

されているため、高等学校で履修する範囲

はすべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

理科４科目と数学について、基礎知識を身

につけ、公務員試験に合格できるレベルへ

到達する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

過去の合格者の多くが、この科目の得点で

駄目押しをしている点を記憶されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

１．数学 

１-１．中学幾何 

１-２．代数 

１-３．集合 

１-４．確率 

１-５．高校幾何 

１-６．総合演習 

 

２．物理 

２-１．運動 

２-２．力学 

２-３．電気 

２-４．波動 

２-５．エネルギー 

２-６．総合演習 

 

３．化学 

３-１．元素 

３-２．物質 

３-３．科学反応 

３-４．酸化･還元 

３-５．実験 

３-６．総合演習 

 

４．生物 

４-１．細胞 

４-２．生殖・遺伝 

４-３．代謝 

４-４．恒常性 

４-５．環境 

４-６．総合演習 

 

５．地学 

５-１．気象 

５-２．地球 

５-３．宇宙 

５-４．地殻 

５-５．地球史 

５-６．総合演習 

 

 



-69- 

科目名 判断推理Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目の一つであり、中心的科目で

ある。「判断推理」は、中学・高校で教わ

る科目ではないため、公務員受験者が内容、

勉強法において一番苦労する部分である。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

判断推理の各分野の解法パターンをマス

ターし、出題数の８～９割正解できるくら

いのレベルを目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本とし、問題演習にお

いてはグループ学習等も取り入れていき

たいと思う。また、多角的に問題を把握し、

多種多様な解法を示して理解を図ってい

く。 

この科目は、出題のかたちが千変万化する

のでそれに慣れるためにも個人で問題集

等を利用して復習等されることを希望す

る。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．論理的問題 

 

１-１．論理学的問題 

１-２．集合･人数 

１-３．暗号 

１-４．順序関係 

１-５．対応関係 

１-６．試合と勝敗 

１-７．うそつき問題 

１-８．位相と手順、道順 

１-９．位置関係 

 

２．幾何学的問題 

 

２-１．軌跡 

２-２．平面図形 

２-３．空間図形 

２-４．多面体 

２-５．展開図・投影図 

２-６．立体の切断 

２-７．折り紙 

 

 

３．総合問題演習 

 

３-１．問題演習 

３-２．資料問題演習 
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科目名 数的推理Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目のひとつであり、中心的科目

である。「数的推理」は、中学三年までの

数学を駆使して理解可能な問題である。し

かし、主題は類推し論理的に思考するため

のものであるので数学とは一線を画すも

のである。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

講義・問題演習を通して公式や解法をマス

ターし、公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本に実施するが、問題

演習等ではグループ学習を利用し、問題を

グループ単位で完成させる手法も取り入

れていきたい。 

解法においては、出来うる限り数学的思考

を利用せず、なるべく平易な解法を示し、

数学が不得手なものにも理解し使いこな

せるものを利用していく。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．数と式の計算 

 

１-１．数と式の計算(1) 

１-２．数と式の計算(2) 

１-３．方程式 

１-４．魔方陣 

１-５．虫食い算 

 

２．方程式と不等式 

 

２-１．比 

２-２．速さ･距離･時間 

２-３．損益計算 

２-４．濃度 

２-５．仕事算 

 

３．図形 

 

３-１．三角形の性質 

３-２．円 

３-３．多角体 

３-４．立体図形 

 

４．場合の数と確率 

 

４-１．場合の数 

４-２．順列・組み合せ 

４-３．確率 

 

５．総合問題演習 

 

５-１．問題演習 
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科目名 資料解釈Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 18時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目のひとつである。「資料解

釈」は、中学・高校で教わる科目ではない

ため、公務員受験者が内容、勉強法におい

て一番苦労する部分である。 

数表や図表と言う各種統計資料を利用し

て確実に言えるものは何かを考えさせる

科目である。如何に短時間で正確に解答を

出すかが問われる科目である。 

 

(２)到達目標 

資料解釈の問題を解く上で必要な計算方

法や、数表・グラフの読み方をマスターし

公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本として実施するが、

問題演習においてはグループ学習もでき

うる限り実施していきたいと思う。 

学習においては、増加率や指数などの基本

概念を整理し、三角図表と言った難解な図

表の見方等基本を学び、数値の見方に慣れ、

感覚を養う。また、問題においては短時間

に正答の出せる方法もあるので適宜披露

していく。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介するが、各自好

みの教材を併用することもやぶさかでは

ない。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．資料解釈 

 

１-１．計算力を問う問題 

１-２．数表･図表の見方を問う問題 

１-３．注意力や要領を問う問題 

１-４．統計処理 

１-５．数的推理の類似問題 

１-６．複合問題 

 

２．総合問題演習 

 

２-１．問題演習 
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科目名 文章理解Ⅱ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 18時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

文章理解は公務員試験において、45～50

問中 10 題前後出題され重要度が高い。公

務員試験合格のためにはこの科目をマス

ターすることが必要不可欠であり、それを

可能にするように実際の試験問題を中心

とした講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

現代文や英文の読解の要領を習得し、公務

員試験では、出題数の８～９割正解を目指

す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

文章理解の内容は英語･国語（現代文、古

文、漢文）と多岐にわたるため、漢字・単

語などの基礎から試験問題に対応できる

ような応用力までを養成する。また読解力

を高めるために、文章構成から、ポイント

を導き出せるよう指導を行っていく。その

ため学生には出席することはもちろん集

中して授業に臨むことを期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他のテキストは適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．現代文 

 

１-１．漢字 

１-２．ことわざ 

１-３．現代文の内容把握 

１-４．現代文の部分解釈 

１-５．現代文の空欄補充 

 

２．古文 

 

２-１．古文の基礎 

２-２．古文の読解 

 

３．漢文 

 

３-１．漢文の基礎 

３-２．漢文の読解 

 

４．英語 

 

４-１．英単語 

４-２．英熟語 

４-３．英文法 

４-４．英文の読解 
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科目名 時事・論文作成 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 29時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目 
    

 

(１)科目概要 

試験の参考となるような社会知識を学ぶ

ため時事問題に関する理解を深めていく。

また、各種対策および文章力の向上のため

に、論文対策の考え方、まとめ方を学習す

る。 

 

(２)到達目標 

時事問題についての知識を深め、与えられ

たテーマに対しての論文作成能力の向上

を図る。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

各テーマで論文を作成し、担当者が添削を

行う。フィードバックをもとに、文章力の

向上に努める姿勢が望ましい。 

 

(４)使用教材・教具 

吉岡友治『論文試験 頻出テーマのまとめ

方』（実務教育出版、２０１２年）等 

 

(５)成績評価の方法・基準 

文章、授業出席率および受講態度から総合

的に判断して評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可とする。 

 

 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．時事問題解説 

 

２．論文執筆の考え方 

 

３．添削 
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科目名 公務員リテラシー 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期 

授業時数 29時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員といっても職種・職域はかなり広範

に及ぶ。その公務員についての知識を深め、

しっかりとした公務員像を持って受験し

てもらうことを第一義的な目的としてい

る。その中で講義だけでなく、体験や見学

などを含めた実践的学習を通じ職業を理

解していく。 

また、公務員試験について、一次・二次試

験の内容と重要なポイント等も講義して

いく予定である。 

 

(２)到達目標 

公務員試験についての情報・知識を学ぶ。 

また、自己分析を通して、公務員に対する

モチベーションを上げていき、公務員試験 

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

公務員を目指す者について、当然知ってお

かなければならないことや、身につけてお

くべき事などについて説明をしていく。そ

のため、受講する学生については必要なこ

とはメモをとり、積極的に質問をすること

を期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．公務員とは 

  

１-１．公務員のやりがい 

１-２．国家公務員と地方公務員 

１-３．事務系職種と公安系職種 

 

２．国家公務員 

 

２-１．国家公務員の職域 

２-２．国家公務員の職種 

 

３．地方公務員 

 

３-１．地方公務員の職域 

３-２．地方公務員の職種 

 

４．教養試験 

 

４-１．教養試験の概要 

４-２．各種試験の試験内容 

４-３．重点科目の攻略法 

４-４．自己得点取得計画 

 

５．適性・作文試験 

 

５-１．適性試験の概要 

５-２．作文試験の概要 

 

６．面接試験 

 

６-１．面接試験の概要 

６-２．入退出の仕方 

６-３．志望理由の作り方 

６-４．受け答えの仕方について 
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科目名 社会科学Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 56時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

政治・経済は公務員試験において他科目よ

りも出題数が多く、重要科目の１つとなる。

そのため、過去に出題されたものはもちろ

ん、今後出題されると思われるもの、時事

問題などあらゆる出題パターンに対応で

きるような綿密な講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

政治・経済の頻出分野を中心に知識を身に

つけ、上級（大卒程度）・中級（短大卒程

度）の公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

政治･経済では試験問題に対処していくた

めに、暗記することはもちろん、政治・経

済の仕組みを理解することも必要になる

ので図や具体的事例などを用いて講義を

行うようにする。学生各自においても、新

聞・ニュースなどから情報を多く取り入れ

るようにしてもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

 １．政治 

 

１-１．法学 

１-２．日本国憲法 

１-３．政治学 

１-４．国際関係 

１-５．演習 

 

２．経済 

 

２-１．ミクロ経済 

２-２．マクロ経済 

２-３．財政学 

２-４．経済事情 

２-５．演習 

 

３．まとめ 

 

３-１．演習問題 
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科目名 人文科学Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 70時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、出題範囲が広範囲である一方、

全体の 15％程度の出題数となるため、得

点源として、一定レベルを確保しておくべ

きである。 

問題レベルとしては、高等学校卒業程度＋

αとなるため、高等学校で履修する範囲は

すべて網羅する。 

 

(２)到達目標 

日本史・世界史・地理の頻出分野を中心に、

知識を身につけ、上級（大卒程度）・中級

（短大卒程度）の公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

自国のみならず、各国の文化・風土・歴史

を理解することが真の教養であることを、

学生諸君は心されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．日本史 

 

１-１．古代・中世 

１-２．近世 

１-３．近代・現代 

１-４．テーマ別通史 

１-５．総合演習 

 

２．世界史 

 

２-１．西洋史（古代・中世） 

２-２．西洋史（近代） 

２-３．西洋史（現代） 

２-４．イスラム史・中国史 

２-５．総合演習 

 

３．地理 

 

３-１．人間と環境 

３-２．生活と産業 

３-３．世界の諸地域 

３-４．日本の地理 

３-５．総合演習 
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科目名 自然科学Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 70時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この分野は、数学とその応用科目を含める

と採用試験において全体の1/3の出題数と

なるため、試験対策としては不可欠と言え

る。 

その一方、いわゆる「理科」の各科目は最

も対策が後回しになる分野であるが、捨て

科目とせずに「合格のためのあと１点」を

確保できるようにする。 

 

(２)到達目標 

理科４科目と数学について、知識を身につ

け、上級（大卒程度）・中級（短大卒程度）

の公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

初学者を想定とした授業を予定している

ので、出身高等学校のカリキュラム上履修

していない部分があっても安心されたい。 

過去の合格者の多くが、この科目の得点で

駄目押しをしている点を記憶されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

１．数学 

１-１．中学幾何 

１-２．代数 

１-３．集合 

１-４．確率 

１-５．高校幾何 

１-６．総合演習 

 

２．物理 

２-１．運動 

２-２．力学 

２-３．電気 

２-４．波動 

２-５．エネルギー 

２-６．総合演習 

 

３．化学 

３-１．元素 

３-２．物質 

３-３．科学反応 

３-４．酸化･還元 

３-５．実験 

３-６．総合演習 

 

４．生物 

４-１．細胞 

４-２．生殖・遺伝 

４-３．代謝 

４-４．恒常性 

４-５．環境 

４-６．総合演習 

 

５．地学 

５-１．気象 

５-２．地球 

５-３．宇宙 

５-４．地殻 

５-５．地球史 

５-６．総合演習 
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科目名 判断推理Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 56時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目の一つであり、中心的科目で

ある。「判断推理」は、中学・高校で教わ

る科目ではないため、公務員受験者が内容、

勉強法において一番苦労する部分である。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

判断推理の各分野の解法パターンをマス

ターし、上級（大卒程度）・中級（短大卒

程度）の公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本とし、問題演習にお

いてはグループ学習等も取り入れていき

たいと思う。また、多角的に問題を把握し、

多種多様な解法を示して理解を図ってい

く。 

この科目は、出題のかたちが千変万化する

のでそれに慣れるためにも個人で問題集

等を利用して復習等されることを希望す

る。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他のテキストは授業内に適宜指示す

る。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．論理的問題 

 

１-１．論理学的問題 

１-２．集合･人数 

１-３．暗号 

１-４．順序関係 

１-５．対応関係 

１-６．試合と勝敗 

１-７．うそつき問題 

１-８．位相と手順、道順 

１-９．位置関係 

 

２．幾何学的問題 

 

２-１．軌跡 

２-２．平面図形 

２-３．空間図形 

２-４．多面体 

２-５．展開図・投影図 

２-６．立体の切断 

２-７．折り紙 

 

３．総合問題演習 

 

３-１．問題演習 

３-２．資料問題演習 
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科目名 数的推理Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 56時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目のひとつであり、中心的科目

である。「数的推理」は、中学三年までの

数学を駆使して理解可能な問題である。し

かし、主題は類推し論理的に思考するため

のものであるので数学とは一線を画すも

のである。 

講義においては、過去の出題を分析・分類

して体系化する。その上で、重要な問題、

応用範囲の広い問題を精選し、適切な解法

を示していく。 

 

(２)到達目標 

講義・問題演習を通して公式や解法をマス

ターし、上級（大卒程度）・中級（短大卒

程度）の公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本に実施するが、問題

演習等ではグループ学習を利用し、問題を

グループ単位で完成させる手法も取り入

れていきたい。 

解法においては、出来うる限り数学的思考

を利用せず、なるべく平易な解法を示し、

数学が不得手なものにも理解し使いこな

せるものを利用していく。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は授業内に適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．数と式の計算 

 

１-１．数と式の計算(1) 

１-２．数と式の計算(2) 

１-３．方程式 

１-４．魔方陣 

１-５．虫食い算 

 

２．方程式と不等式 

 

２-１．比 

２-２．速さ･距離･時間 

２-３．損益計算 

２-４．濃度 

２-５．仕事算 

 

３．図形 

 

３-１．三角形の性質 

３-２．円 

３-３．多角体 

３-４．立体図形 

 

４．場合の数と確率 

 

４-１．場合の数 

４-２．順列・組み合せ 

４-３．確率 

 

５．総合問題演習 

 

５-１．問題演習 
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科目名 資料解釈Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 14時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は、公務員試験の中で特異な位置

をしめる科目のひとつである。「資料解

釈」は、中学・高校で教わる科目ではない

ため、公務員受験者が内容、勉強法におい

て一番苦労する部分である。 

数表や図表と言う各種統計資料を利用し

て確実に言えるものは何かを考えさせる

科目である。如何に短時間で正確に解答を

出すかが問われる科目である。 

 

(２)到達目標 

資料解釈の問題を解く上で必要な計算方

法や、数表・グラフの読み方をマスターし

上級（大卒程度）・中級（短大卒程度）の

公務員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

講義は一斉授業を基本として実施するが、

問題演習においてはグループ学習もでき

うる限り実施していきたいと思う。 

学習においては、増加率や指数などの基本

概念を整理し、三角図表と言った難解な図

表の見方等基本を学び、数値の見方に慣れ、

感覚を養う。また、問題においては短時間

に正答の出せる方法もあるので適宜披露

していく。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他参考文献は適宜紹介する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。ただし、出席率が８０％

を下回る場合は不可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．数表 

 

１-１．実数・割合 

１-２．指数・構成比 

１-３．増加率 

 

２．グラフ 

２-１．実数・割合 

２-２．指数・構成比 

２-３．増加率 

 

３．特殊な問題 

 

３-１．度数分布 

３-２．統計・相関 

３-３．その他 
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科目名 文章理解Ⅲ 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 必修 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 14時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

文章理解は公務員試験において、45～50

問中 10 題前後出題され重要度が高い。公

務員試験合格のためにはこの科目をマス

ターすることが必要不可欠であり、それを

可能にするように実際の試験問題を中心

とした講義を行っていく。 

 

(２)到達目標 

現代文や英文の読解の要領を習得し、上級

（大卒程度）・中級（短大卒程度）の公務

員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

文章理解の内容は英語･国語（現代文、古

文、漢文）と多岐にわたるため、漢字・単

語などの基礎から試験問題に対応できる

ような応用力までを養成する。また読解力

を高めるために、文章構成から、ポイント

を導き出せるよう指導を行っていく。その

ため学生には出席することはもちろん集

中して授業に臨むことを期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

実務教育出版のテキストを使用する。 

その他のテキストは適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度および課題提出等を総合的に

判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．現代文 

 

１-１．要旨把握 

１-２．内容把握 

１-３．社会・自然分野の文章 

１-４．空欄補充 

１-５．文章整除 

 

２．英語 

 

２-１．要旨把握 

２-２．内容把握 

 

３．古文 

 

 

４．漢字 

 

５．作文 
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科目名 憲法 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 63時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 始澤 真純 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

憲法は、わが国における最高法規であり、

全ての法令・行政行為の基準となる。した

がって、法律を学ぶに当ってはその原理・

内容を理解する必要がある。 

また、公務員入職後における研修において

も、必須のものであり、大卒程度公務員を

志望する者にとっては、避けては通れぬ科

目といえる。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

憲法の知識を身につけ、上級（大卒程度）・

中級（短大卒程度）の公務員試験合格を目

指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

論理的思考と繰り返しをいとわぬ根気を

必要とする科目である。短絡思考と性急な

結論を控え「悪しき隣人」と呼ばれぬよう

努力されたい。 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

筆記試験を期末に実施し、授業出席率・受

講態度及び課題提出等を総合的に判断し

評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

１．基本原理 

 

２．人権編 

 

２-１．人権の主体と限界 

２-２．包括規定 

２-３．平等権 

２-４．精神的自由権 

２-５．経済的自由権 

２-６．人身の自由 

２-７．社会権 

２-８．その他権利と国民の義務 

 

３． 統治編 

 

３-１．国会 

３-２．内閣 

３-３．裁判所 

３-４．財政 

３-５．地方自治 

３-４．改正その他 

３-５．天皇 

 

 

 



-83- 

科目名 行政法 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 63時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 始澤 真純 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

行政法は、その総論部分において中心とな

る実定法が存在しないという特異な形態

をとる科目である。また、既に行政は活動

し、後から論理的に説明するという他の科

目とは逆のアプローチとなる。 

事例判断よりも理論の積み重ねが多く、根

気を必要とする科目である。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

行政法の知識を身につけ、上級（大卒程

度）・中級（短大卒程度）の公務員試験合

格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

なお、本科目の一部として履修する地方自

治法は、地方公共団体にとっては第２の憲

法ともいうべきものであり、地方自治体職

員を志望する者は避けては通れぬ科目と

いえる。 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

筆記試験を期末に実施し、授業出席率・受

講態度及び課題提出等を総合的に判断し

評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

(６)授業計画 

 

行政作用編 

１．基本原理 

 

２．行政組織 

 

３．行政行為 

 

４．行政行為以外の行政作用 

 

５．地方自治法 

 

 

行政救済編 

１．行政救済の基本原理 

 

２．情報公開法 

 

３．行政不服審査法 

 

４．行政事件訴訟法 

 

５．国家賠償法・損失補償 
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科目名 経済原論 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 126時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

ミクロ経済学およびマクロ経済学といわ

れる経済学の二つの柱を学ぶ。 

経済学の理論は経済活動の重要な因果関

係をモデルを用いて説明したものである。

またその理論は現実の経済政策の効果に

ついて予測する重要な手がかりを与えて

くれる。ゆえに経済を知るうえで基礎理論

が最初に学ばれるべきであると考える。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

経済学の基礎理論の知識を身につけ、上級

（大卒程度）・中級（短大卒程度）の公務

員試験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とする｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

1 ミクロ経済学 

  1-1 消費者行動 

  1-2 生産者行動 

  1-3 完全競争市場 

  1-4 不完全競争市場 

  1-5 市場の失敗 

  1-6 国際貿易 

 

2 マクロ経済学 

  2-1  財市場分析 

  2-2 貨幣市場分析 

  2-3 IS-LM分析 

  2-4 労働市場分析 

2-5 AD-AS分析 

2-6 マネタリストの登場 

2-7 国際マクロ経済 

2-8 国民経済計算 
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科目名 民法 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 126時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 中澤 貴 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

民法は、我々が社会生活を営み、他者と関

わる上でのルールを定めた法律である。し

たがって、法律を職業とする者はその内容、

目的とすることを熟知する必要がある。 

また、行政書士試験においては、全出題の

20％を占め、憲法・行政法と並び重要な法

令である。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

民法の知識を身につけ、上級（大卒程度）・

中級（短大卒程度）の公務員試験合格を目

指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は、一斉授業を基本に実施するが、問

題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

ープ単位で完成させるといった形式をと

ることもある。 

物権分野をはじめ学生諸君には馴染みの

ない事例が多々含まれるが、想像力を駆使

しイメージをつかんでもらいたい。 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

筆記試験を期末に実施し、授業出席率・受

講態度及び課題提出等を総合的に判断し

評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

１．総則 

 

２．物権 

 

２-１．物権総則 

２-２．占有権 

２-３．所有権 

２-４．地上権その他 

２-５．抵当権 

 

３． 債権 

 

３-１．債権総則 

３-２．契約 

３-３．事務管理 

３-４．不当利得 

３-５．不法行為 

 

４． 親族・相続 

 

４-１．婚姻 

４-２．親子 

４-３．相続 

４-４．遺言 
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科目名 政治学 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 40時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 瀬尾 昌央 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員試験が行政職採用である以上、公務

員を目指すものにとって必須の科目とい

える。また、実際の試験においても法律分

野と並んで重きをなしている｡ 

古代ギリシアからの長い歴史を持つ政治

思想・理論を各単元別に詳解していく。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

政治学の知識を身につけ、上級（大卒程

度）・中級（短大卒程度）の公務員試験合

格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

また、政治学は現代の政治状況と密接な係

わり合いを持っている｡其の為、出来うる

限り世の中の動きに対して興味を持って

もらいたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治学の基礎 

 

１-１国家観の変遷  

１-２デモクラシーの歴史  

１-３政治権力 

１-４政治的リーダーシップ 

１-５政党と選挙 

 

２．政治制度 

 

２－１権力分立 

２－２各国の政治制度 

２－３議会制度 

２－４選挙制度 

 

３．政党・圧力団体 

    

３－１政党 

３－２政党システム 

３－３圧力団体 

３－４マスメディア 

 

４．政治意識 

 

４－１政治意識 

４－２イデオロギー 

４－３投票行動 

 

５．政治思想 

 

５－１前近代の政治思想 

５－２近代の政治思想 

５－３日本の政治思想 

 

６．政治史 

 

６－１日本政治史 

６－２西欧政治史 
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科目名 財政学 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 後期 

授業時数 28時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

財政制度は諸々の社会上の要請を満たす

ために形成されたものである。この点を念

頭に、各種財政制度の仕組みへの理解を深

めることが本講義の目的である。そして財

政の仕組みの理解するともに、現在の我が

国の財政事情を把握しておくことは、公務

員を目指す者にとって必須のことであろ

う。また、財政学には経済原論の応用的分

野もあるため、経済原論で学習した知識が

財政学でどのように応用されているかも

見ていく。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

財政学の知識を身につけ、上級（大卒程

度）・中級（短大卒程度）の公務員試験合

格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

本講義で扱っている財政の仕組み・財政事

情に関するニュースは、新聞・テレビ等で

も報道されている。普段よりそれらに関心

を持つことで、講義内容の理解が深まると

ともに現実の経済を見る目が養われよう。 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

1  財政の仕組み 

1-1 予算原則と予算制度 

1-2 我が国の財政事情 

 

2 地方財政 

2-1 地方財政計画 

 

3  公債 

3-1  公債の特徴と国債制度 

3-2  公債の負担と経済効果 

 

4  税制 

4-1  租税の分類と特徴 

4-2 わが国の税制 

5   財政理論 

5-1  財政の機能 

5-2 マクロ経済政策と財政 

5-3 税の転嫁と帰着 

5-4 公共財 
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科目名 行政学 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 20時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 立見 敦 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目は名前のとおり行政についての

学問であり、ある意味、将来自分が属する

組織についての学問といえる。 

行政学は行政の法制度的側面だけでなく、

様々な要素を加味し動態的に把握しよう

と。いう学問である。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

行政学の知識を身につけ、上級（大卒程

度）・中級（短大卒程度）の公務員試験合

格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

また、行政学は現代の政治状況と密接な係

わり合いを持っている｡其の為、出来うる

限り世の中の動きに対して興味を持って

もらいたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．官僚制 

 

１―１官僚制論  

１－２官僚制の実態 

１－３日本の行政組織 

１－４行政委員会と審議会 

 

２．行政管理 

 

２－１能率 

２－２人事 

   ２－３財務行政 

   ２－４行政改革 

 

３．行政の活動・統制 

 

   ３－１政策過程 

   ３－２行政活動 

   ３－３行政責任 

   ３－４行政統制 

 

４．地方行政 

 

   ４－１地方自治 

   ４－２地方自治の歴史 

 

５．行政学の理論 

    

   ５－１行政学の歴史 

   ５－２行政学の理論家 
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科目名 国際関係 学科名 行政ビジネス学科 １年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 20時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 立見 敦 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

この科目はアメリカの世界戦略上の必要

性から発展した学問である。既存の外交史

研究や戦争研究だけでなく、国際的な政治

戦略、各地域情勢などを加味した学問であ

る。そのためひとつの国際的出来事につい

てもその実情を知ったうえでさらに理論

的枠組みからの説明が必要である。そのた

め、国際関係の学習には時事的知識、基礎

概念、制度、歴史、理論など様々な知識を

習得する必要がある。 

 

(２)到達目標 

大卒程度公務員試験に対応できるように

国際情勢などの知識を身につけ、上級（大

卒程度）・中級（短大卒程度）の公務員試

験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

また、この授業は現代の政治状況と密接な

係わり合いを持っている｡其の為、出来う

る限り世の中の動きに対して興味を持っ

てもらいたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．国際政治学 

１－１基礎概念と基礎理論 

１－２国際機構論 

１－３安全保障論・平和研究  

 

２．国際経済学 

 

２－１国際経済・貿易 

２－２南北問題  

 

３．国際法 

 

４．国際社会学 
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科目名 政策研究 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期 

授業時数 50時間 単位数 － 

授業方法 講義・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目  
 

 

(１)科目概要 

公務員といっても職種・職域はかなり広範

に及ぶ。その公務員に関連して、国や地方

自治体が行う行政政策についての知識を

深める。 

 

(２)到達目標 

行政政策の研究を通して、公務員の職域や

やりがいを知る。 

また、自分が受験する自治体の政策を研究

することによって、公務員試験対策につな

げていく。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

ただやみくもに政策を調べるのではなく

公務員として自分がやりたいこと、自分が

働きたい自治体・官公庁と関連づけるよう

にする。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．国 

  

１-１．国の行政政策 

１-２．国家公務員と行政政策 

 

２．地方自治体 

 

２-１．地方自治体の行政政策 

２-２．地方公務員と行政政策 
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科目名 ビジネス科目演習 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 後期 

授業時数 80時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

簿記の基本的知識や Word、Excel などの

パソコン処理方法を学ぶ。また、社会人常

識マナーの基礎についても学んでいく。 

 

(２)到達目標 

社会人の実務に必要な簿記の知識やパソ

コン技能を習得する。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

Word や Excel は書類作成などの業務を 

行う上で必要不可欠なものである。その点

を踏まえて、基本的な知識・技能を身につ

けてほしい。 

 

(４)使用教材・教具 

適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度及び課題提出・期末

試験等を総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

(６)授業計画 

 

 

１．簿記 

 

２．Word、Excel 

 

    ３.社会人常識マナー 
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科目名 社会科学演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 22時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目では社会科学の諸科目、政治・経

済・社会の諸科目を中心に演習問題を解き、

受験に向けた知識・技術を身に付けること

を目的としている。 

 

(２)到達目標 

社会科学の授業で学んだ知識の定着度の

確認を問題演習によって行い、上級（大卒

程度）・中級（短大卒程度）の公務員試験

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治・演習問題 

 

２．経済・演習問題 

 

３．社会・演習問題 
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科目名 人文科学演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 22時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目では人文科学の諸科目、世界史・日

本史・地理・思想・文芸の諸科目の演習問

題を解き、受験に即した知識・技術を身に

付けることを目的としている。 

 

(２)到達目標 

人文科学の授業で学んだ知識の定着度の

確認を問題演習によって行い、上級（大卒

程度）・中級（短大卒程度）の公務員試験

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．世界史・演習 

 

２．日本史・演習 

 

３．地理・演習 

 

４．思想・演習 

 

５．文芸・演習 
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科目名 自然科学演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 22時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目では自然科学の諸科目、生物・地学

の諸科目を中心に演習問題を解き、受験に

即した知識を身に付けることを目的とし

ている。 

 

(２)到達目標 

自然科学の授業で学んだ知識の定着度の

確認を問題演習によって行い、上級（大卒

程度）・中級（短大卒程度）の公務員試験

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．生物・演習問題 

 

２．地学・演習問題 
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科目名 判断推理演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 22時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目では一般知能における判断推理の

演習問題を解き、受験に即した知識・技術

を身に付けることを目的としている。 

 

(２)到達目標 

判断推理の授業で学んだ知識の定着度の

確認を問題演習によって行い、上級（大卒

程度）・中級（短大卒程度）の公務員試験

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．論理・演習問題 

 

２．対応関係・演習問題 

 

３．位置関係・演習問題 

 

４．推理・演習問題 
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科目名 数的推理演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 22時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 湯浅 慧一 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目では一般知能科目である数的推理

の演習問題を解きながら、受験に即した知

識・技能を身に付けることを目的としてい

る。 

 

(２)到達目標 

数的推理の授業で学んだ知識の定着度の

確認を問題演習によって行い、上級（大卒

程度）・中級（短大卒程度）の公務員試験

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．数の性質・演習問題 

 

２．文章題・演習問題 

 

３．図形・演習問題 

 

４．場合の数、確率・演習問題 

１．論理・演習問題 

 

２．対応関係・演習問題 

 

３．位置関係・演習問題 

 

４．推理・演習問題 
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科目名 文章理解演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 11時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 奥土居 尚 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目では一般知能科目である文章理解

の演習問題を解きながら、受験に即した知

識・技能を身に付けることを目的としてい

る。 

 

(２)到達目標 

文章理解の授業で学んだ知識の定着度の

確認を問題演習によって行い、上級（大卒

程度）・中級（短大卒程度）の公務員試験

合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．現代文・演習問題 

 

２．古文・演習問題 

 

３．英文・演習問題 
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科目名 法律演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 66時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 中澤 貴 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

本科目では法律系科目の演習を行う。民法

を中心に進め、後に憲法・行政法・刑法の

各科目の演習問題を解きながら試験に即

した知識を身に付ける。 

 

(２)到達目標 

法律系科目の授業で学んだ知識の定着度

の確認を問題演習によって行い、上級（大

卒程度）・中級（短大卒程度）の公務員試

験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．民法・演習 

 

２．法律・総合 

 ２－１．憲法 

 ２－２．行政法 

 ２－３．刑法 
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科目名 行政系科目演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 40時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 立見 敦 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

本科目は行政系科目である政治学、国際関

係・行政学・社会政策の諸科目について、

過去問題を中心に演習問題を行いつつ、知

識と技術を身に付けることを目的として

いる。 

 

(２)到達目標 

行政系科目の授業で学んだ知識の定着度

の確認を問題演習によって行い、上級（大

卒程度）・中級（短大卒程度）の公務員試

験合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とするが、学生諸君

の興味関心においてはゼミ形式で議論を

する時間を設けていきたい｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．政治学・演習問題 

   

２．国際関係・演習問題 

 

３．行政学・演習問題 

 

４．社会政策・演習問題 
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科目名 経済学演習 学科名 行政ビジネス学科 ２年 

分類 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 66時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 下山 哲生 
実務経験のある 

教員科目 
  ○  

 

(１)科目概要 

本科目では経済学の諸科目、マクロ経済学、

ミクロ経済学を中心に演習問題を解き、受

験に即した知識を身に付けることを目的

とする。 

 

(２)到達目標 

経済学の授業で学んだ知識の定着度の確

認を問題演習によって行い、上級（大卒程

度）・中級（短大卒程度）の公務員試験合

格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

授業は一斉授業を基本とする｡ 

 

(４)使用教材・教具 

開講時に指定する。 

その他、基本書等を適宜紹介するので、よ

り深い理解のため、各自必要に応じて参考

にされたい。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

期末における筆記試験を実施し、授業出席

率・受講態度及び課題提出等を総合的に判

断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１．マクロ経済学・演習問題 

 

２．ミクロ経済学・演習問題 

 

３．財政学・演習問題 
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科目名 就職指導 学科名 
行政ビジネス学科 １年 

行政ビジネス学科 ２年 

分類 必修 配当年次・学期 後期 

授業時数 100時間 単位数 － 

授業方法 演習 企業等との連携    

担当教員 各担任 
実務経験のある 

教員科目 
  

 

(１)科目概要 

公務員試験だけでなく、一般企業の就職試

験においても面接試験は必須である。その

面接試験についての知識を深め、しっかり

した社会人として受験してもらうことを

第一義的な目的としている。その中で講義

だけでなく、模擬面接などを含めた実践的

演習形式で学習を行う。 

また、面接試験について、各受験先の面接

内容と重要なポイント等も講義していく

予定である。 

 

(２)到達目標 

面接試験についての情報・知識を学ぶ。 

また、自己分析を通して、公務員に対する

モチベーションを上げていき、就職試験、

特に公務員試験の最終合格を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

就職活動を行う者として、当然知っておか

なければならないことや、身につけておく

べき事などについて説明をしていく。その

ため、受講する学生については必要なこと

はメモをとり、積極的に質問をすることを

期待する。 

 

(４)使用教材・教具 

授業内で適宜指示する。 

 

(５)成績評価の方法・基準 

授業出席率・受講態度および課題提出等を

総合的に判断し評価する。 

ただし、出席率が８０％を下回る場合は不

可となる。 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

   １．面接試験とは 

  

１-１．面接試験の概要 

１-２．面接試験の形式 

１-３．面接試験の採点基準 

 

  ２. マナー 

 

      ２-１ 身だしなみ 

   ２-２ 入退出 

   ２-３ 話の聞き方 

   ２-４ 話し方 

   ２-５ 答え方 

   ２-６ 質疑応答の仕方 

 

３．自己分析 

 

３-１．過去の出来事の洗い出し 

３-２．自己 PR 

 

４．官庁・企業研究 

 

４-１．国家公務員について 

４-２．地方公務員について 

４-３ 一般企業について 

４-４ 志望理由作成 

 

５．模擬面接（総合演習） 

 

５-１．面接試験の概要 

４-２．個別面接 

４-３．集団面接 

４-４．集団討論 

４-５ グループワーク 
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	48_R3計算実務Ⅰ
	49_R3商業簿記
	50_R3Word＆Excel実習
	51_R3社会人常識マナーⅠ
	52_R3英会話
	53_R3社会科学Ⅱ（上級）
	54_R3人文科学Ⅱ（上級）
	55_R3自然科学Ⅱ（上級）
	56_R3判断推理Ⅱ（上級）
	57_R3数的推理Ⅱ（上級）
	58_R3資料解釈Ⅱ（上級）
	59_R3文章理解Ⅱ（上級）
	60_R3時事・論文作成
	61_R3公務員リテラシー（上級）
	62_R3社会科学Ⅲ
	63_R3人文科学Ⅲ
	64_R3自然科学Ⅲ
	65_R3判断推理Ⅲ
	66_R3数的推理Ⅲ
	67_R3資料解釈Ⅲ
	68_R3文章理解Ⅲ
	69_R3憲法
	70_R3行政法
	71_R3経済原論
	72_R3民法
	73_R3政治学
	74_R3財政学
	75_R3行政学
	76_R3国際関係
	77_R3政策研究
	78_R3ビジネス科目演習
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