
                ＜講義概要（シラバス）について＞ 

 
 

学校法人有坂中央学園 

群馬法科ビジネス専門学校 

学 校 長  林 康 宏 

                   

今年度も多くの新入生を迎え、キャンパスは希望と活気に満ち溢れております。学生

諸君が入学した群馬法科ビジネス専門学校は過去の伝統と実績を踏まえ、昨年度も本校

学生の公務員試験合格者数が各試験区分における全合格者の中で大きな割合を占める

に至り、輝かしい歴史を刻むことができました。そこで、カリキュラムもこれまでの結

果を踏まえてさらに改善を加え、より的確な指導ができるように配慮いたしました。諸

君には是非、自分自身の未来のために奮励努力されることを期待しております。 

ところで、先ず諸君が目指すべきことは、目標とする公務員試験の合格であり、また

実務的な知識の習得であります。そのためには「これから何をどのように学ぶべきか。」

が重要であり、指針となるのがこのシラバスであります。学生諸君はこれらの内容を理

解し、学びの目標としていただきたいと思います。同時に、われわれ教師の側において

も授業の規範となるべきものであります。したがってこのシラバスは、学生・教師すべ

てにとっての出発点であり、到達点を指し示すものであると言えます。 

これからは、日々真剣勝負の授業が展開されます。学生諸君は教師の熱い気持ちを真

正面から受け止め、目標達成まで完走して欲しいと切に願います。 
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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［教養専攻］(15ヶ月制) 

国家・地方公務員上級コース［教養・専門］(15ヶ月制) 

 



学園の沿革の沿革沿革

１９４２年  ９月   有坂学園の沿革『前橋服装女学院』創立。初代校長に有坂作太郎が就任する。に有坂作太郎が就任する。有坂作太郎が就任する。が就任する。就任する。する。

１９５２年  ７月   北関東初の沿革簿記会計の専門校として『有坂学園・前橋商業学校』に改称する。の沿革専門校として『有坂学園の沿革・前橋商業学校』に有坂作太郎が就任する。改称する。する。

１９６５年  ４月   『有坂学園の沿革・前橋高等経理学校』に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。を改称する。改称する。する。

１９７４年  ９月   第２代校長に有坂作太郎が就任する。に有坂作太郎が就任する。有坂作太郎が就任する。の沿革長に有坂作太郎が就任する。女である中島芳子が就任する。が就任する。就任する。する。

１９７６年  ４月   創立３５周年を改称する。迎え、総合経理の専門学校として歩み出す。え、総合経理の専門学校として歩み出す。総合経理の沿革専門学校として歩み出す。み出す。出す。す。

１９８３年１０月   第３代校長に有坂作太郎が就任する。に有坂作太郎が就任する。山中庄太郎が就任する。(元県出す。納長に有坂作太郎が就任する。)が就任する。就任する。する。

１９８５年  ３月   新校舎完成。群馬の中央・頭脳都市新前橋に移転する。の沿革中央・頭脳都市新前橋に有坂作太郎が就任する。移転する。する。

１９８６年  ４月   産能短大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。と提携。県下初の沿革ダブル・スクール制度を採用する。を改称する。採用する。する。

１９８８年  ４月　 第４代学園の沿革理事長に有坂作太郎が就任する。に有坂作太郎が就任する。第２代校長に有坂作太郎が就任する。中島芳子が就任する。の沿革長に有坂作太郎が就任する。男である中島利郎が就任する。である中島利郎が就任する。が就任する。就任する。する。

　　　　　　　　   『中央情報経理専門学校』に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。を改称する。変更する。する。

          １０月   全国経理学校協会女子が就任する。ソフトボール関東大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会初出す。場初優勝。

１９９０年  ４月   経理と情報教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備すを改称する。充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備すさせるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す本館・２号館・３号館に有坂作太郎が就任する。近代的な設備を完備すな設備を完備す設備を完備すを改称する。完備を完備すす

る。

１９９１年  ７月   産学一体の教育を目的に人事交流連絡会『人材育成フォーラム』を発足する。の沿革教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備すを改称する。目的な設備を完備すに有坂作太郎が就任する。人事交流連絡会『人材育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す成フォーラム』を発足する。』を改称する。発足する。する。

１９９２年  ７月   全国経理学校協会簿記・珠算・電卓競技関東大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。電卓の沿革部優勝。

                   簿記の沿革部、総合経理の専門学校として歩み出す。珠算の沿革部も上位入賞を果たす。上位入賞を果たす。を改称する。果たす。たす。

１９９７年  ４月   情報処理検定にて全国１位の成績に贈られる『広中平祐賞』を受賞する。に有坂作太郎が就任する。て全国１位の沿革成績に贈られる『広中平祐賞』を受賞する。に有坂作太郎が就任する。贈られる『広中平祐賞』を受賞する。られる『広中平祐賞を果たす。』を改称する。受賞を果たす。する。

１９９８年  ４月   中央情報経理専門学校太田校(太田市)創立。

                   中央工学院専門学校(前橋市)創立。

            ７月   全国経理学校協会簿記・珠算・電卓競技関東大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。３部門すべて

                   上位入賞を果たす。し、総合経理の専門学校として歩み出す。全国大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会出す。場を改称する。果たす。たす。

１９９９年  ４月   中央高等専門学院(前橋市)創立。

２０００年  １月   早稲田コンピュータ専門学校（高崎市）がグループ校に加わる。専門学校（高崎市）がグループ校に加わる。が就任する。グループ校に加わる。校に有坂作太郎が就任する。加わる。わる。

２００１年  ４月   高崎ビューティモード専門学校（高崎市）創立。専門学校（高崎市）がグループ校に加わる。創立。

２００１年１１月   ＩＳＯ９００１を改称する。高等教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す機関に有坂作太郎が就任する。おいて全国初で認証を受ける。を改称する。受ける。

２００３年　４月   中央医療歯科専門学校太田校（太田市）がグループ校に加わる。創立。

２００４年　４月   中央医療歯科専門学校に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。変更する。。

２００４年　７月   全国経理学校協会簿記・珠算・電卓競技会関東大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。簿記の沿革部優勝。

                   電卓の沿革部、総合経理の専門学校として歩み出す。珠算の沿革部準優勝。

            ９月   全国経理学校協会簿記・珠算・電卓競技会全国大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。簿記の沿革部準優勝。

                   電卓の沿革部６位。

２００５年　４月   群馬の中央・頭脳都市新前橋に移転する。法科ビジネス専門学校（前橋市）がグループ校に加わる。、総合経理の専門学校として歩み出す。高崎ペットワールド専門学校（高崎市）創立。専門学校（高崎市）がグループ校に加わる。創

立。

          １２月   全国専門学校ロボット競技会に有坂作太郎が就任する。おいて全国優勝。ハード専門学校（高崎市）創立。ウェア部門優勝・３位。部門優勝・３位。

２００６年　４月   中央工学院専門学校と中央情報経理専門学校の沿革デジタ専門学校（高崎市）がグループ校に加わる。ルデザイン科が就任する。統合して、総合経理の専門学校として歩み出す。
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                   中央工科デザイン専門学校と校名を改称する。変更する。。

２００６年　７月   全国経理教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す協会簿記・珠算・電卓競技会関東大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。

                   簿記の沿革部、総合経理の専門学校として歩み出す。電卓の沿革部準優勝。

            ９月   全国経理教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す協会簿記・電卓競技会全国大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。簿記の沿革部優勝。

                   電卓の沿革部準優勝。簿記個人の沿革部に有坂作太郎が就任する。おいても上位入賞を果たす。、総合経理の専門学校として歩み出す。１位から３位まで入賞を果たす。。

２００７年　９月   全国経理教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す協会簿記・電卓競技会全国大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。会に有坂作太郎が就任する。おいて、総合経理の専門学校として歩み出す。簿記の沿革部２年連続優勝。

          １２月   全国専門学校ロボット競技会に有坂作太郎が就任する。おいてハード専門学校（高崎市）創立。ウェア部門優勝・３位。部門準優勝。

２００９年　３月   中央工科デザイン専門学校（前橋市古市町）がグループ校に加わる。移転する。。

２０１１年  ４月   中央農業グリーン専門学校（前橋市南町）がグループ校に加わる。創立。

                   群馬の中央・頭脳都市新前橋に移転する。法科ビジネス専門学校桐生校（桐生市）がグループ校に加わる。創立。

２０１４年　３月　 文部科学大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。臣認定にて全国１位の成績に贈られる『広中平祐賞』を受賞する。　職業実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す践専門課程の認定を受ける。の沿革認定にて全国１位の成績に贈られる『広中平祐賞』を受賞する。を改称する。受ける。

２０１６年　４月　 高崎ペットワールド専門学校（高崎市）創立。専門学校（前橋市古市町）がグループ校に加わる。移転する。。

　　　　　　　　　 中央動物看護専門学校に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。変更する。

２０１７年　４月   中央医療歯科専門学校高崎校（高崎市）がグループ校に加わる。創立。

２０１８年　４月　 中央情報経理専門学校高崎校を改称する。中央情報大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。学校に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。変更する。。

　　　　　　　　　 中央農業グリーン専門学校を改称する。中央農業大と提携。県下初のダブル・スクール制度を採用する。学校に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。変更する。。

２０１９年１２月　 中央動物看護専門学校が就任する。群馬の中央・頭脳都市新前橋に移転する。サファリワールド専門学校（高崎市）創立。と職業教育を充実させるため本館・２号館・３号館に近代的な設備を完備す連携。

２０２０年　７月　 前橋東洋医学専門学校が就任する。グループ校に加わる。校（前橋市）がグループ校に加わる。に有坂作太郎が就任する。加わる。わる。

２０２１年　４月 　前橋東洋医学専門学校を改称する。中央スポーツ医療専門学校に校名変更。医療専門学校に有坂作太郎が就任する。校名を改称する。変更する。。

２０２２年　９月   第５代学園の沿革理事長に有坂作太郎が就任する。に有坂作太郎が就任する。中島利郎が就任する。の沿革長に有坂作太郎が就任する。男である中島利郎が就任する。である中島慎太郎が就任する。が就任する。就任する。する。

　　　　　　　　　 創立８０周年記念として、各校にて「ＣＳＣＰ」と題したＳＤＧｓ活動を行う。として、総合経理の専門学校として歩み出す。各校に有坂作太郎が就任する。て「ＣＳＣＰ」と題したＳＤＧｓ活動を行う。ＣＳＣＰ」と題したＳＤＧｓ活動を行う。」と題したＳＤＧｓ活動を行う。したＳＤＧｓ活動を行う。活動を改称する。行う。う。
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2023 年度（令和５年度）行事予定表 

＜進級年次＞ 

 行   事 

4月 
入学式 オリエンテーション 

健康診断  

5月 
ボランティア実習 

公務員アクティブラーニング 

6月 
保護者会①  

 

7月 
スポーツフェスティバル 
 

8月 
夏休み 

 

9月 
合同学園祭 
 

10月 
 
 

11月 
保護者会② 

 

12月 
国内研修旅行 

冬休み 

1月 
始業式 学内スポーツ大会 

フィールドワーク活動(～３月) 

2月 
 

 

3月 
フィールドワーク発表 

卒業式 春休み 

＜卒年次＞ 

 行   事 

4月 

始業式 オリエンテーション 

健康診断 就職決起集会 

公務員ガイダンス  

5月 
各種公務員試験(海上保安学校特別、警

察、国家公務員総合職等) 

6月 
各種公務員試験(国家一般職大卒、地方

Ⅰ類等) 保護者会 公務員ガイダンス 

7月 
国立大学法人職員採用試験 

 

8月 
夏休み 

 

9月 
各種公務員試験(国家一般職高卒、市町

村、県職Ⅲ類、警察、消防等) 
合同学園祭 面接強化週間 

10月 
試験休み 
 

11月 
 

 

12月 
冬休み 

 

1月 
始業式 成人の祝い  

学内スポーツ大会 

2月 
 

 

3月 
卒業式 謝恩会 

 

スポーツ大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ大会は本校を挙げて行う一大行事であ

る。運営は学生中心で組織し、各クラス対抗で

実施される。学内、クラス内の親交を図れる。 

 

国内研修旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常の学校生活から離れ、見聞を通して自らの

知見を広げり。併せて級友との一層の懇親とク

ラスの連帯感を深める。 

 

フィールドワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィールドワークでは、各官庁を訪れ、どのよ

うな仕事をしているかを調べる。それにより、

公務員になりたいという希望も一層強くなる。 
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群馬法科ビジネス専門学校    教育の基本方針
 

〇建学精神 

『法を遵守し、よき経済人、よき公務員、 

よき市民たれ』 

 

 

〇教育目標 

『公平無私に市民へ奉仕する公務員の育成と、

経済活動を推進できるバランス感覚の優れた豊

かな人間性をもつ人材を育成し、社会に貢献す

る』 

 

 

〇学園標語 

『思いやりの心、感謝の心、奉仕の心』 

 

 

〇基本方針 

 本校では公務員試験合格と実社会において役

立つ実践的な法知識の習得を大きな目標として

いる。 

公務員は国民のために公平・公正な仕事をす

ることが要求される。その責務を果たすために

は十分な判断力、責任感、そして法知識が必要

となる。公務員採用試験においては判断力、そ

して知識面が特に試される。したがって、公務

員試験に合格するためには幅広い知識と確実な

判断力を養成しなければならない。本校はそれ

を確実に実現するために、正規の授業から補習

に至るまで個々の学生に応じて合格水準に到達

するまで支援するものである。 

また複雑化する社会においては、社会を規制

する法が重要性を加えている。したがって、法

を社会における日常的な活動に生かして行くこ

とが市民社会において不可欠であるといえる。

そのためには法を単に理論として学ぶのではな

く、実践的に法に従って仕事を進めていくこと

のできる知識を習得していかなければならない。

このような基本方針に沿って、経済社会におい

て積極的に活躍し、しかも道を過たない人材を

養成していきたい。 

 

  

〇具体的方針 

①授業においては、自ら考え、まとめ、ノー

トを取る習慣を身に付ける。 

②自ら進んで質問し、授業内で疑問点を解決

する。 

③公務員の仕事は国民、住民のためにある。

日頃から、クラス内においても「みんなの

ため」という意識を持ち、協調性を養う。 

④クラス行事には積極的に参加する。 

 

 

〇本学生がめざすもの 

本学は公務員たらんと希望するものにその夢

をかなえさせ、法を学ぼうとするものに実践的

な法知識を身につけさせることを目指している。

公務員の仕事は地域住民や広く国民全体のため

にあるといえる。従って、将来公務員として、

自ら公的な存在を自覚し、公平で公正な精神を

常に維持し、住民の喜びを自らの喜びとする心

が必要である。また企業活動の世界において活

躍しようとする者は、単に利益を求めるだけで

なく、法を遵守し公正な行動を常に心がけなけ

ればならない。両者に共通して必要なことは正

しい法知識を身につけ、適正な法の執行あるい

は法の遵守によって人権を守り、公平・公正な

社会の実現に参加してゆくことである。そのた

めに本学はバランスのとれた考えができ、基本

的な問題において誤ることのない人材を育成し

てゆきたいと考えている。 



各　種　検　定　一　覧

種　目 主　催 試　験　日

簿記

日本商工会議所
5年 6月、11月

6年 2月（2、3級のみ）のみ）

全国経理教育協会
5年 5月、7月、11月

6年 2月

計算実務 全国経理教育協会
5年 10月

6年 1月

社会人常識マナー検定マナー検定検定 全国経理教育協会
5年 6月、9月

6年1月

ビジネス能力検定ジョブパス能力検定ジョブパス能力検定ジョブパス

（B検）
職業教育・キャリア教育財団キャリア教育財団教育財団

5年 7月、12月

日本語検定 日本語検定委員会
5年 6月、11月

日本漢字能力検定 日本漢字能力検定協会
5年 6月、7月、10月、11月

6年 1月、2月

硬筆書写技能検定（ペン字）字） 日本書写技能検定協会
5年 6月、11月

6年 1月　

経済記事の読み方（の読み方（読み方（み方（方（E検） 日本経営調査士協会 5年 12月

Ｅｘｃｅｌ Microsoft 社 自由設定

Ｗｏｒｄ Microsoft 社 自由設定

PowerPoint Microsoft 社 自由設定

Access Microsoft 社 自由設定

※□は当校学生の受験予定月当校学生の受験予定月の受験予定月

-4-



地　方　公　務　員　試　験　一　覧

採用試験名 試験区分 受付期間 一次試験日 受験資格 試験構成 主な勤務先な勤務先勤務先

都道府県
職員

一般事務、学校事務、警
察事務、技術系職種

自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る
（4月、6月第3週、9月第4週）

教養、適性、作文、面接等
(自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る)

都道府県庁おお
よび出先機関出先機関

政令指定都
市職員

一般事務、学校事務、警
察事務、技術系職種

自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る
（6月第3週、9月第4週）

教養、適性、作文、面接等
(自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る)

市役所およびおよび出先機関
出先機関

市役所および職員
一般事務、学校事務、警
察事務、技術系職種

自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る　※住所要件が必要な自治体住所および要件が必要な自治体が必要な自治体必要な勤務先自治体により異なる
もある（6月第3週、9月第3週）

教養、適性、作文、面接等
(自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る)

市役所およびおよび出先機関
出先機関

警察官等
警察官(男性、女性)
交通巡視員

自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る　※住所要件が必要な自治体身体により異なる要件が必要な自治体あり異なる
（年数回あり、あり異なる、5月第2週、9月第3・4週、1月）

教養、作文、面接、体により異なる力検
査、身体により異なる測定等
(自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る)

各警察署

消防士等
消防士(男性、女性)
救急救命士

自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る　※住所要件が必要な自治体身体により異なる要件が必要な自治体あり異なる　※住所要件が必要な自治体住所および要
件が必要な自治体が必要な自治体必要な勤務先自治体により異なるもある。（9月第3・4週）

教養、作文、面接、体により異なる力検
査、身体により異なる測定等
(自治体により異なるにより異なる異なるな勤務先る)

各消防署

国　家　公　務　員　試　験　一　覧

採用試験名 試験区分 受付期間 一次試験日 受験資格 試験構成 主な勤務先な勤務先勤務先

国家公務員
総合職
（大卒程
度）

（教養区分
を除く）除く）く）

政治・国際、法律、経
済、人間科学、デジタ
ル、工学、数理科学・物
理・地球科学、化学・
生物・薬学、農業科
学・水産、農業農村工
学、森林・自然環境

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

4/9

① H5.4.2～H14.4.1生
② H14.4.2 以降生まれ
で
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)(ア)と同等同等

<一次>基礎能力試験(180
分・40題)、専門試験(210
分・40題)
<二次>専門試験(記述　政
治・国際、法律、経済は 3
題240分、その他の区分は他の区分はの他の区分は区分は
2題210分)、政策論文(120
分)、人物試験
※住所要件が必要な自治体TOEFL、TOEIC等の他の区分は外部英
語試験の他の区分は結果を提出するを除く）提出する
と同等、スコア等に応じて総得じて総得総得
点に加算されるに加算されるされる

中央官庁お

国家公務員
総合職
（大卒程
度）

教養
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/28～8/21

10/1

① H5.4.2～H15.4.1生
② H15.4.2 以降生まれ
で
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)(ア)と同等同等

<一次>基礎能力試験Ⅰ部部
(120 分・24 題)Ⅱ 部(90
分・30題)、総合論文試験
(240分)
<二次>企画提案Ⅰ部Ⅰ部部(120
分）Ⅱ部(60 分程度)政策
課題討議(120分程度)、人
物試験
※住所要件が必要な自治体TOEFL、TOEIC等の他の区分は外部英
語試験の他の区分は結果を提出するを除く）提出する
と同等、スコア等に応じて総得じて総得総得
点に加算されるに加算されるされる

中央官庁お

国家公務員
一般職
（大卒程
度）

行政、デジタル・電
気・電子、機械、土木、
建築、物理、化学、農学、
農業農村工学、林学

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/11

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見

<一次>基礎能力試験(140
分・40題)、専門試験(建築
は120分・33題、その他の区分は他の区分はの他の区分は
区分は 180分・40題)、一
般論文試験(60分、行政の他の区分は
み)、専門試験(記述・建築
は 120分・1題、行政・建
築以外の他の区分は区分は 60 分・1
題）
<二次>人物試験

各省庁おの他の区分は本省
庁おおよび出先機関出先
機関

航空管制官
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、適性試験(20
分+25 分・60題)、外国語
(120分＋40分)
<二次>外国語(面接)、人物
試験
<三次>適性試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定

航空交通管制
部、空港

国税専門官

国税専門官Ａ
（法文系）
国税専門官Ｂ
（理工・デジタル系）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)(ア)と同等同等

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、専門試験(選
択・140分・40題、記述・
80分・1題)
<2次>人物試験、身体により異なる検査

国税局、税務署

労働基準
監督官

労働基準監督Ａ
（法文系）
労働基準監督 B
（理工系）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)(ア)と同等同等

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、専門試験(選
択・140分・40題、記述・
120分・2題)
<二次>人物試験、身体により異なる検査

厚生労働省本
省、労働局、労
働基準監督署

財務専門官
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、専門試験(選
択・140分・40題、記述・
80分・１題)
<二次>人物試験

財務局
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法務省専門
職員
（人間科
学）

矯正心理専門職A
矯正心理専門職B
法務教官A
法務教官B
法務教官A（社会人）
法務教官B（社会人）
保護観察官

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

矯正心理A、B
①H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)(ア)と同等同等
③ Aは男子　Bは女子
法務教官A、B、観察官
①H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見
③ Aは男子　Bは女子
教官（社会） A、B
① S58.4.2～H5.4.1生
②Aは男子　Bは女子

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、専門試験(選
択・140分・40題、記述・
105分・1題)
<二次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定

少年院、少年鑑
別所および、刑事施
設、地方更生保
護委員会、保護
観察所および

食品衛生
監視員

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
(ア)大学において総得専門
の他の区分は課程を除く）修めて卒めて総得卒
業、および出先機関卒見

(イ)食品衛生監視員の他の区分は
養成施設において総得
所および定の他の区分は課程を除く）修めて卒了
および出先機関修めて卒了見込

②H14.4.2以降生まれ
(ア)①(ア)に掲げる者げる者
(イ)食品衛生監視員の他の区分は
養成施設において総得
所および定の他の区分は課程を除く）修めて卒了
した者又は修了見者又は修了見は修めて卒了見
込みの他の区分は者であり異なる大
学を除く）卒業、および出先機関卒
見

(ウ)人事院が必要な自治体（ア）
（イ）と同等同等の他の区分は資
格が必要な自治体あると同等認めるめる
者

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、専門試験(記
述・100分・3題)
<二次>人物試験

海・空港の他の区分は検
疫所および

皇宮護衛官
（大卒程
度）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見

<一次>基礎能力試験(140
分・40題)、課題論文試験
（180分・2題）
<二次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定、体により異なる力検査

皇宮警察本部

国家公務員
一般職
（高卒程
度）

事務、技術、農業、農業
土木、林業

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
6/19～6/28

9/3

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 2年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、適性試験(15
分・120題/事務の他の区分はみ)、作
文試験(50 分・600字/事
務の他の区分はみ)、専門（100分・40
題/事務区分以外）
<2次>個別面接

各省庁おの他の区分は本省
庁おや出先機関出先機関

税務職員
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
6/19～6/28

9/3

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 3年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40題)、適性(15 分・
120題)、作文試験(50分) 
<2次>個別面接、身体により異なる検査

税務署

刑務官

刑務官Ａ
刑務官Ａ(武道）
刑務官Ｂ
刑務官Ｂ(武道）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/18～7/27

9/17 H6.4.2～H18.4.1生

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、作文試験(50
分)、実技（武道区分） 
<2 次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定、体により異なる力検査
（武道以外の他の区分は区分）

刑務所および、少年刑
務所および等

入国警備官 警備官
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/18～7/27

9/24

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 5年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、作文試験(50
分)
<二次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定、体により異なる力検査 

法務省入国管
理局等

皇宮護衛官
（高卒程
度）

護衛官
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/18～7/27

9/24

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 5年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、作文試験(50
分) 
<2 次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定、体により異なる力検査

皇宮警察本部
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航空保安
大学校学生

航空情報科
航空電子科

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/18～7/27

9/24

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 3年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
もの他の区分はと同等同等の他の区分は資格が必要な自治体あ
ると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40題、学科試験(選択
120分・26題)
<二次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定

航空交通管制
部、空港

海上保安
学校学生
(特別)

船舶運航システム課程課程
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/1～3/8

5/14

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 13 年を除く）経過し
して総得いな勤務先い者及びび出先機関 R5.9
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、作文試験(50
分)
<二次>人物試験、身体により異なる測
定、身体により異なる検査、体により異なる力検査

巡視船、海上保
安庁お等(課程に
より異なる異なるな勤務先る)

海上保安
学校学生

船舶運航システム課程課程
情報システム課程課程
管制過し程
海洋科学課程
航空課程

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/18～7/27

9/24

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 12 年を除く）経過し
して総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40題)、学試験(情報シ
ステム課程、管制、航空は 120
分・26題/海洋科学は 180
分・39題/船舶はな勤務先し)、作
文試験(50分/船舶の他の区分はみ)
<二次>人物試験(航空除く）
く)、身体により異なる検査、身体により異なる測定、
体により異なる力検査
<三次>人物試験、身体により異なる検
査、適性(と同等もに航空の他の区分はみ。
適性は操縦検査)

巡視船、海上保
安庁お等(課程に
より異なる異なるな勤務先る)

海上保安
大学校学生

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
8/24～9/4

10/28
10/29

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 2年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者と同等同等と同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、学科試験(選
択・180分・39題)、学科
試験(記述式・数学80分、
英語 80分、物理又は修了見は化学
80分)、作文試験(50分)
<二次>人物試験、身体により異なる検
査、身体により異なる測定、体により異なる力検査

巡視船、海上保
安庁お等(課程に
より異なる異なるな勤務先る)

気象大学校
学生

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
8/24～9/4

10/28
10/29

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 2年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②人事院が必要な自治体①に掲げる者げる
者と同等同等と同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(90
分・40 題)、学科試験(選
択・180分・39題)、学科
試験(記述式・数学80分、
英語80分、物理80分)、作
文試験(50分)
<二次>人物試験、身体により異なる検査

気象庁お、気象台

防衛省専門
職員

語学
(英語、ロシア語、中国
語、朝鮮語、フランス
語、ペルシャ語語)
 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
4/6～4/20

6/4

① H5.4.2～H14.4.1生
② H14.4.2 以降生まれ
た者又は修了見者の他の区分は内、
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見

<一次>基礎能力試験(140
分・40 題)、専門試験(記
述・120分・5題)、論文試
験(60分)
<二次>口述試験、身体により異なる検査

防衛省

裁判所および職員
総合職

裁判所および事務官
院卒者区分・大卒程度区
分
家庭裁判所および調査官補
院卒者区分・大卒程度区
分

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/17～4/10

5/13

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)(ア)と同等同等

<一次>基礎能力試験(院卒
145分・30題、大卒及びび出先機関院
卒の他の区分は特例希望者 180 分・
40題)、専門試験(選択・90
分・30題・事務官の他の区分はみ)
<二次>専門(記述・院卒
240分・4題、大卒60分・
1 題）、政策論文(記述・
180分・3題)、人物試験、
論文試験(60分・大卒及びび出先機関
院卒の他の区分は特例希望者）
<三次>人物試験（事務官
の他の区分はみ）

各裁判所および

裁判所および職員
一般職
（大卒程
度）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
3/17～4/10

5/13

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)短大、高専卒お

よび出先機関卒見

<一次>基礎能力試験(180
分・40 題)、専門試験(選
択・90分・30題)
<二次>論文試験(60分)、専
門試験(記述・60 分・1
題)、人物試験

各裁判所および

裁判所および職員
一般職
（高卒程
度）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
7/3～7/12

9/10

① R5.4.1 において総得高
校又は修了見は中等教育学校を除く）
卒業した者又は修了見日の他の区分は翌日から
起算されるして総得 2年を除く）経過しし
て総得いな勤務先い者及びび出先機関 R6.3
までに高校又は修了見は中等教
育学校卒見の他の区分は者
②最高裁が必要な自治体①に掲げる者げる
者に準ずると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験 (100
分・45 題)、作文試験(50
分)
<二次>人物試験

各裁判所および
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国立国会
図書館職員
※住所要件が必要な自治体高卒区分採用

予定な勤務先し

総合職
郵送

3/6～3/23
4/29

① H1.4.2～H15.4.1生
②H15.4.2以降生まれ
　大卒および出先機関卒見

<一次>教養試験(120分)
<二次>専門試験(記述・
120分）、英語試験(選択・
60 分)、小論文試験(60
分)、人物試験(オンライ
ン)
<三次>個別面接(対面)

国立国会図書
館本館、国際こ
ども図書館、関
西館

一般職
郵送

3/6～3/23
4/29

① H1.4.2～H15.4.1生
②H15.4.2以降生まれ
　大卒および出先機関卒見

<一次>教養試験(120分)
<二次>専門試験(記述・90
分）、英語試験(選択・60
分)、個別面接(オンライ
ン)
<三次>個別面接(対面)

国立国会図書
館本館、国際こ
ども図書館、関
西館

衆議院
事務局職員

総合職
(大卒程度)

3/1～3/15 4/1

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
(ア)大卒および出先機関卒見
(イ)衆議院が必要な自治体(ア)に掲げる者

げる者に準ずると同等
認めるめる者

<一次>基礎能力試験(120
分・40 題)、専門試験(選
択・90分・30題)
<二次>論文試験(120分・2
題)、個別面接
<三次>口述試験

衆議院

一般職
(大卒程度)

4/7～4/17 5/20

① H5.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
(ア)大卒および出先機関卒見
(イ)衆議院が必要な自治体(ア)に掲げる者

げる者に準ずると同等
認めるめる者

<一次>基礎能力試験(120
分)、専門試験(選択・90
分・30題)
<二次>論文試験(120分・2
題) 
<三次>個別面接、集団討論

衆議院

衆議院
事務局職員

一般職
(高卒程度)

7/8～7/21 9/2 H14.4.2～H18.4.1生

<一次>基礎能力試験 (90
分・40 題)、作文試験(60
分)
<二次>個別面接

衆議院

衛視 7/8～7/21 9/2

H13.4.2～H18.4.1生
(ア)高校又は修了見は中等教育
学校を除く）卒業又は修了見は卒
見

(イ)衆議院が必要な自治体(ア)に掲げる者
げる者に準ずると同等
認めるめる者

<一次>基礎能力試験 (90
分・40題)
<二次>個別面接、体により異なる力検
査、身体により異なる検査

衆議院

参議院
事務局職員

総合職
(大卒程度)

3/6～4/5 4/16

① H8.4.2～H14.4.1生
②H14.4.2以降生まれ
　(ア)大卒および出先機関卒見
　(イ)参議院が必要な自治体(ア)に

掲げる者げる者に準ず
ると同等認めるめる者

<一次>基礎能力試験(180
分・50 題)、専門試験(選
択・210分・40題)
<二次>専門試験(論文式
180分・3題)、集団面接
<三次>個別面接

参議院

一般職
(高卒程度)

郵送
※住所要件が必要な自治体6/15～7/5

※住所要件が必要な自治体8/2
1

H14.4.2～H18.4.1生

<一次>基礎能力試験 (90
分・40題)、事務適性試験
(10分)、一般常識(40分)、
作文試験(60分)
<二次>グループワーク、個
別面接

参議院

衛視
郵送

※住所要件が必要な自治体6/15～7/5
※住所要件が必要な自治体8/2
1

H15.4.2～H18.4.1生
　(ア)高校又は修了見は中等教

育学校を除く）卒業又は修了見
は卒見

　(イ)参議院が必要な自治体(ア)に
掲げる者げる者に準ずると同等認める
める者

<一次>基礎能力試験 (90
分・40 題)、一般常識(40
分)、作文試験(60分)
<二次>個別面接、基礎体により異なる力
検査、身体により異なる検査

参議院

国立大学
法人等職員

事務、図書、電気、機械、
土木、建築、化学、物理、
電子・情報、資源工学、
農学、林学、生物・生命
科学

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
5/10～5/24

7/2 H5.4.2以降生まれ 

<一次>教養(120 分・40
題)
<二次>各法人が必要な自治体実施 
図書は図書系専門試験(筆
記試験)あり異なる

大学の他の区分は事務局
学部等の他の区分は事務
部等

尚、出願期間、出願資格等について総得は改めて各官公庁より配布される要項等によっめて総得各官公庁おより異なる配布される要項等によっされる要項等によっ

て総得各自確認めるすること同等

  ※住所要件が必要な自治体  上記参議院事務局職員の他の区分は一般職（高卒程度）、参議院衛視について総得  

　　⇒受付期間と同等１次試験日は令和４年度（昨年度）の他の区分はもの他の区分はです。
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公 務 員 試 験 計 画 表          （2年制） 

 

一年次 

４月 

～ 

12月 

 公務員とは何か？公務員試験とは何か？多方面から研究する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基礎学力養成時期 

 ・これからの公務員試験対策授業において必要となる基礎学力(計算力、文章能力、 

  漢字)を中心に学習する。 

 

 学習プランを立てる 

 ・自分に合った（能力、性格、集中力、持続力を考慮する）計画を立てる。 

 

1年次 

１月 

～ 

2年次 

５月 

 

 

 

1年次 

１月 

～ 

2年次 

５月 

 基礎力養成時期 

 ・一般知識…授業に集中し、テキスト、確認ワークを中心に学習する 

 ・一般知能…解法を覚え、基礎的な問題を多く解く 
 

 

 

 

 自己ＰＲ、志望動機作成準備開始 

 ・自己ＰＲや志望理由シートを作成し、それを元に二次試験対策を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実力養成時期 

公務員試験情報 

・警察官、自衛官、海上保安学生 

・群馬県職員Ⅱ類、国大法人職員 

・各種公益財団法人、各種独立行政法人 

・各種公務員試験願書受付開始 

※自分が希望する公務員試験の情報は、自分から進んで調べ、申込漏れのない

ように注意する。 

公務員試験についての情報を取得する 

・公務員職種説明 

・公務員試験内容 

・学習法 

・近年の公務員採用状況 

・公務員についての調べ学習と発表 

※自分が希望する公務員試験の情報は、自分から進んで調べ、志望先を明確に

しておく。５月以降、自ら調べた内容を発表する「公務員アクティブラーニ

ング」を実施する。 

第１回 公務員ガイダンス（実務教育出版） 

・公務員職種説明 

・公務員試験内容 

・学習法 

・近年の公務員採用状況 

１月～３月 公務員についてグループで実地調査・研究・発表を行う 

・公務員フィールドワーク 
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６月 

７月 

 ・今までと同様に授業に集中すると共に、既習部分の弱点を補強する 

 ・作文試験の対策を考えはじめる 

 

 

 

 

 

 15ヶ月制修了 

 

  

８月 

 有意義な夏休みを過ごす 

 ・夏休みを利用し、今までの授業内容の総復習をする 

 ・演習ブックの問題を解き、夏休み後の解説に備える 

 ・過去問を解き、出題傾向を把握する 

 

 

９月 

 直前完成時期 

 ・実戦形式の模試を見直し、最終確認する 

 ・作文試験の過去の出題傾向を調べる 

 

 

 

 

 

１０月 

１１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 面接準備時期 

 ・志望動機や自己ＰＲを再度確認し、相手にしっかりと伝えられるよう練習する 

 ・面接でのマナーを身に付ける 

 ・模擬面接を通して雰囲気に慣れるとともに自身の課題を明確にする 

 

 

 

 

 

公務員試験情報  

・各種公務員一次試験 

公務員試験情報  

・各種公務員二次試験 

第２回 公務員ガイダンス（実務教育出版） 

・受験計画の立て方 

・今年の公務員採用情報 

面接強化週間 

・志望動機、自己ＰＲの確定 

・模擬面接 

 

第３回 公務員ガイダンス（実務教育出版） 

・面接試験について 

・最新の公務員試験情報 
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  公 務 員 試 験 計 画 表          （1年制) 

 

 

４月 

 公務員とは何か？公務員試験とは何か？多方面から研究する 

 

 

 

 

 

 

 学習プランを立てる 

 ・自分に合った（能力、性格、集中力、持続力を考慮する）計画を立てる 

 

 自己ＰＲ、志望動機作成準備開始 

 ・自己ＰＲや志望理由を作成し、それを元に二次試験対策を開始する 

 

 

５月 

   

基礎力養成時期 

 ・一般知識…授業に集中し、テキスト、確認ワークを中心に学習する 

 ・一般知能…解法を覚え、基礎的な問題を多く解く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６月 

７月 

実力養成時期 

 ・今までと同様に授業に集中すると共に、既習部分の弱点を補強する 

 ・作文試験の対策を考えはじめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 公務員ガイダンス（実務教育出版） 

・公務員職種説明 

・公務員試験内容 

・学習法 

・近年の公務員採用状況 

第２回 公務員ガイダンス（実務教育出版） 

・受験計画の立て方 

・今年の公務員採用情報 

公務員試験情報 

・警察官、自衛官、海上保安学生など 

・群馬県職員Ⅱ類 

・国大法人職員 

・各種公益財団法人、各種独立行政法人 

※受験資格、日程等をよく調べ、出来る限り受験することが望ましい。 

公務員試験情報 

・各種公務員試験願書受付開始 

※自分が希望する公務員試験の情報は、自分から進んで調べ、申込漏れのない

ように注意する。 
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８月 

 有意義な夏休みを過ごす 

・夏休みを利用し、今までの授業内容の総復習をする 

・演習ブックの問題を解き、夏休み後の解説に備える 

 ・過去問を解き、出題傾向を把握する 

 

 

 

９月 

 直前完成時期 

 ・実戦形式の模試を見直し、最終確認する 

 ・作文試験の過去の出題傾向を調べる 

 

 

 

 

 

１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 面接準備時期 

 ・志望動機を再度確認し、相手にしっかりと伝えられるよう練習する 

 ・面接でのマナーを身に付ける 

 ・模擬面接を通して雰囲気に慣れるとともに自身の課題を明確にする 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

公務員試験情報  
・各種公務員一次試験 

公務員試験情報  
・各種公務員二次試験 

面接強化週間 

・志望動機の確定 

・模擬面接 

 

第３回 公務員ガイダンス（実務教育出版） 

・面接試験について 

・最新の公務員試験情報 
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就 職 活 動 計 画 表           
 
１０月 
 

１１月 

第１期 就職とは何か？就職活動とは何か？多方面から研究する 
 
   第１会合 『今年度の就職戦線を知る』 
        ・先輩はどうやってきたか 

        ・就職指導部より活動実績と今年度指導方針 
   第２会合 『先輩内定者に体験を聴く』 
        ・先輩クラスの内定者に何が難しかったか 

         内定のポイントは何かを聴く 
        ・先輩は１０分間スピーチの練習の場 
        ・後輩は質問の練習 

 

１２月 

 

 １月 

 

 

 

 

第３会合 『先輩の就職活動報告書と求人票を研究してみる』 
        ・就職とは何か 就職活動とはどんな事かを研究する 
        ・各チームで今年の報告書内容と求人票（選択）を分析し発表する 

  

 ２月 

   第４会合 『業界研究の実施Ⅰ』 
        ・活発な業界、伸びている業種等、興味の有る業界／業種 
         についての動向や状況の研究を行う 

        ・各チームで業界／業種の研究を行い結果発表する 
        ・参考 ぐんま経済ガイドブック ＪＵＭＰＳ 求人票等 
 

第２期 自分の体で就職活動を知り、行動できるようにする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第５会合 『就職活動計画の作成Ⅰ』 
        ・各チームで就職活動上何をすべきかを考え行動計画を作る 
        ・カード法の習得 

  

 ３月 

 

 

 

 

 

 
 
   第６会合 『自分史の作成とＰＩ履歴書』 
        ・先輩たちのＰＩ履歴書の書き方と活用法（体験談も可） 
        ・自分の良さの発見（自分史の作成） 

        ・履歴書で最も難しいところはどこか 
 春休みの課題 一般教養・時事問題・漢字練習 
 

 

就職とは！企業が求める人材とは！ 
― 採用にあたり、企業の見方・考え方・常識 ― 
― 企業面接にあたり ― 

就職指導センター 

マナー実習       ビジネスマナーの習得Ⅰ（ビジネス実務の授業活用） 

・会社訪問の仕方 

・電話の掛け方／アポの取り方 

・動作・行動  （ロールプレイの実施） 

・服装と化粧 

言葉づかい／話し方 

フィールドワーク発表会 フィールドワークの実施 

・フィールドワークの目的と方法を習得し、 

就職活動に連動させる 

・就職活動こそフィールドワークの実践活動であり、 

問題解決行動である 

企業合同ガイダンス参加 ・ＪＵＭＰＳ他主催の企業合同ガイダンスを体験する 

・フィールドワークで学んだことの実践 

就職とは！企業が求める人材とは！ 
― 採用にあたり、企業の見方・考え方・常識 ― 

就職指導センター 

ビジネスマナー研修会  ・就職目的は何か。新入社員の姿勢、 

働きはどうあるべきか 

・仕事研究 

・挨拶トレーニング 

・面接の仕方 
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就 職 活 動 計 画 表           

  

 ４月 
第３期 本番に備えて仕上げに入る 
 

   第７会合 『業界／企業研究』 

        ・ぐんま経済ガイドブック・求人情報誌・採用実績企業求人情報等の 

         情報を中心に業界／企業の研究をする 

        ・ガイダンスに向け希望企業の洗い出す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ５月 
第４期 積極果敢 失敗を恐れず誠意をもった行動に導く 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第８会合 『志望動機の書き方』 

        ・相手の心を打つ志望動機はどんなものか 

        ・面接試験はこれまでの研究成果の発表の場だ 

  

 ６月 
   第９会合 『企業の絞り込み方』 

        ・業種×職種×地域×条件×難易度 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   第 10会合 『企業の絞り込み方』 

        ・業種×職種×地域×条件×難易度 

 

ビジネスマナーの習得Ⅱ（担任が個別指導） 

・電話の掛け方／アポの取り方 

・会社訪問の仕方 

・言葉づかい／話し方 

・服装と化粧 

 

企業合同ガイダンス参加 ・フィールドワークで学んだことの実践 

 （学生全員参加）   ・希望企業への積極的なアタック 

本校主催就職ガイダンスⅠ 参加目標企業数 ５０社 ほか共同求人団体 

一般教養・常識・時事問題対策期間 

・一般教養・常識・時事問題の取組 

個別模擬面接の実施（活動企業をベースに実施） 

・クラス毎にスケジュールを組み個別に面接 

本校主催就職ガイダンスⅡ 参加目標企業数 約５０社 ほか共同求人団体 

就職総決起大会    ９月末内定率６０％をめざし行動開始 

就職指導部授業    会社訪問のストーリーと質問の受け答え 

・企業を知り、そこで自分は何をしたいか明確にする 

・企業に何を質問するか 

・企業の質問にどう答えるか 
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就 職 活 動 計 画 表           

 

７月  

～  

８月  

第５期  学生、担任、就職指導部一体となり全員就職  

    達成を目指す  

 

就職未内定者に対する指導強化期間  

・担任による積極的な会社訪問指導  

・副校長による面接指導  

 

  

９月  

 

秋の求人開拓強化期間  

・  就職指導部の情報の提供  

・  副校長、担任による面接指導  

 

 

10 月  

～  

２月  

第６期  クラス全員の進路が決定し、通常の学業の  

    充実と、就職前の準備期間  

 

・  担任による積極的な会社訪問指導  

・  副校長による面接指導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校主催就職ガイダンスⅢ 参加目標企業数 ３０社 ほか共同求人団体 

（11 月） 



 

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 50

人文科学Ⅰ 〇 28 人文科学Ⅱ 〇 51

自然科学Ⅰ 〇 29 自然科学Ⅱ 〇 52

判断推理Ⅰ 〇 30 判断推理Ⅱ 〇 53

文章理解Ⅰ 〇 31 数的推理Ⅱ 〇 54

基礎数学 〇 32 文章理解Ⅱ 〇 55

Word実習 〇 33 時事・文章作成Ⅱ 〇 57

Excel実習 〇 34 公務員リテラシーⅡ ○ 58

ビジネス能力Ⅰ 〇 35 模擬試験Ⅱ ○ 59

公務員リテラシーⅠ ○ 37 Access実習 〇 60

社会科学特講 〇 38 ペン字 〇 61

人文科学特講 〇 39 計算実務Ⅰ 〇 62

自然科学特講 〇 40 商業簿記 〇 63

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 ○ 66

文章理解特講 〇 43 就職指導 ○ 102

総合問題演習 ○ ○ 44

時事・文章作成Ⅰ ○ 45

経済学（E検） 〇 46

PowerPoint実習 〇 47

職業実践実習 ○ ○ 48

模擬試験Ⅰ ○ 49

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 50

人文科学Ⅰ 〇 28 人文科学Ⅱ 〇 51

自然科学Ⅰ 〇 29 自然科学Ⅱ 〇 52

判断推理Ⅰ 〇 30 判断推理Ⅱ 〇 53

文章理解Ⅰ 〇 31 数的推理Ⅱ 〇 54

基礎数学 〇 32 文章理解Ⅱ 〇 55

Word実習 〇 33 体育実習Ⅱ 〇 56

Excel実習 〇 34 時事・文章作成Ⅱ 〇 57

ビジネス能力Ⅰ 〇 35 公務員リテラシーⅡ ○ 58

体育実習Ⅰ 〇 ○ 36 模擬試験Ⅱ ○ 59

公務員リテラシーⅠ ○ 37 Access実習 〇 60

社会科学特講 〇 38 ペン字 〇 61

人文科学特講 〇 39 計算実務Ⅰ 〇 62

自然科学特講 〇 40 商業簿記 〇 63

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 ○ 66

文章理解特講 〇 43 就職指導 ○ 102

時事・文章作成Ⅰ ○ 45

経済学（E検） 〇 46

PowerPoint実習 〇 47

職業実践実習 ○ ○ 48

模擬試験Ⅰ ○ 49

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 50

人文科学Ⅱ 〇 51

自然科学Ⅱ 〇 52

判断推理Ⅱ 〇 53

数的推理Ⅱ 〇 54

文章理解Ⅱ 〇 55

時事・文章作成Ⅱ 〇 57

公務員リテラシーⅡ ○ 58

模擬試験Ⅱ ○ 59

Word＆Excel実習 〇 64

ペン字 〇 61

計算実務Ⅰ 〇 62

商業簿記 〇 63

社会人常識マナーⅠ 〇 65

経済学（E検） 〇 46

英会話 ○ 66

就職指導 〇 102

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 50

人文科学Ⅱ 〇 51

自然科学Ⅱ 〇 52

判断推理Ⅱ 〇 53

数的推理Ⅱ 〇 54

文章理解Ⅱ 〇 55

時事・文章作成Ⅱ 〇 57

体育実習Ⅱ 〇 56

公務員リテラシーⅡ ○ 58

模擬試験Ⅱ ○ 59

Word＆Excel実習 〇 64

ペン字 〇 61

計算実務Ⅰ 〇 62

商業簿記 〇 63

社会人常識マナーⅠ 〇 65

経済学（E検） 〇 46

英会話 ○ 66

就職指導 〇 102

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 67 社会科学演習 〇 93

人文科学Ⅲ 〇 68 人文科学演習 〇 94

自然科学Ⅲ 〇 69 自然科学演習 〇 95

判断推理Ⅲ 〇 70 判断推理演習 〇 96

数的推理Ⅲ 〇 71 数的推理演習 〇 97

資料解釈Ⅲ 〇 72 文章理解演習 〇 98

文章理解Ⅲ 〇 73 時事・論文作成 〇 74

時事・論文作成 ○ 74 公務員リテラシー ○ 75

公務員リテラシー ○ 75

社会科学Ⅳ 〇 76

人文科学Ⅳ 〇 77

自然科学Ⅳ 〇 78

判断推理Ⅳ 〇 79

数的推理Ⅳ 〇 80

資料解釈Ⅳ 〇 81

文章理解Ⅳ 〇 82

政策研究 〇 〇 91

ビジネス科目演習 ○ 92

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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科目 前期 後期 頁 科目 前期 後期 頁

社会科学Ⅳ 〇 〇 76 社会科学演習 〇 93

人文科学Ⅳ 〇 〇 77 人文科学演習 〇 94

自然科学Ⅳ 〇 〇 78 自然科学演習 〇 95

判断推理Ⅳ 〇 〇 79 判断推理演習 〇 96

数的推理Ⅳ 〇 〇 80 数的推理演習 〇 97

資料解釈Ⅳ 〇 81 文章理解演習 〇 98

文章理解Ⅳ 〇 82 時事・論文作成 〇 74

時事・論文作成 ○ 74 公務員リテラシー 〇 75

公務員リテラシー 〇 75 法律演習 〇 99

憲法 〇 〇 83 行政系科目演習 〇 100

行政法 〇 〇 84 経済学演習 〇 101

経済原論 〇 〇 85

民法 〇 〇 86

政治学 〇 〇 87

財政学 〇 88

行政学 〇 〇 89

国際関係 〇 〇 90

政策研究 〇 〇 91

ビジネス科目演習 ○ 92

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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講 義 概 要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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]（15ヶ月制） 

国家・地方公務員上級コース[教養・専門]（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 
永井 毅 

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するため

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出版) 

 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問題ない。 

 

(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 
岩瀬 誠 

奥土居 尚 

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出版) 

 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問題ない。 

 

(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 
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出版) 

 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問題ない。 

 

(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 

 １-１．運動 

 １-２．力学 

 １-３．電気 

 １-４．波動 

 １-５．エネルギー 

 １-６．総合演習 

 

２.化学 

 ２-１．元素 

 ２-２．物質 

 ２-３．科学反応 

 ２-４．酸化･還元 

 ２-５．実験 

 ２-６．総合演習 

 

３．生物 

 ３-１．細胞 

 ３-２．生殖・遺伝 

 ３-３．代謝 

 ３-４．恒常性 

 ３-５．環境 

 ３-６．総合演習 

 

４．地学 

 ４-１．気象 

 ４-２．地球 

 ４-３．宇宙 

 ４-４．地殻 

 ４-５．地球史 

 ４-６．総合演習 
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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 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・高校で習

う科目ではないため、公務員受験者が一番

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．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 

 

 

 

 



科目名 文章理解ⅠⅠ 学科名 行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 奥土居　尚
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　文章理解Ⅰは公務員試験において、公務員試験のあるにおいて、45～50
問中 10題前後出題され重要度が高い。公務重要度が高い。公務が高い。公務高い。公務い。公務公務
員試験のある合格のためにはこの科目をマスターの連携ためには公務員試験において、この連携科目をマスターマス学科　１年ター
することが高い。公務必要不可欠であり、それを可能であり、それ重要度が高い。公務をマスター可能
にするように実際の試験問題を中心としたの連携試験のある問題をマスター中心としたとした
講義をマスター行っていく。公務

(２)到達目標
　日本語検定合格のためにはこの科目をマスターの連携ための連携基礎知識や、現や、現
代文や英文の連携読解Ⅰの連携要領の習得。の連携習得。公務

(３)履修に当たっての連携留意点
　文章理解Ⅰの連携内容は英語･国語（現代文、古は公務員試験において、英語･国語（現代文、古
文、漢文）と多岐にわたるため、漢字・単語と多岐にわたるため、漢字・単語にわたるため、漢字・単語
などの連携基礎から試験問題に対応できるよう試験のある問題に対応できるようできるよう
な応できるよう用力までを養成する。また読解力を高までをマスター養成する。また読解力を高する。公務また読解Ⅰ力までを養成する。また読解力を高をマスター高い。公務
めるために、文章構成する。また読解力を高から試験問題に対応できるよう、ポイントを導きをマスター導きき
出せるよう指導きをマスター行っていく。公務その連携ため学
生には出席することはもちろん集中して授には公務員試験において、出席することはもちろん集中して授することは公務員試験において、もちろん集中して授集中して授
業に臨むことを期待する。むことをマスター期待する。する。公務

(４)使用教材・教具
　文章理解Ⅰテキス学科　１年トを導き(ＴＡＣ出版出版)
　その連携他のテキストは授業内で適宜指示すの連携テキス学科　１年トを導きは公務員試験において、授業内で適宜指示すす
る。公務

(５)成する。また読解力を高績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出における筆記試験のあるをマスター実施し、授業出し、授業出
席することはもちろん集中して授率・受講態度が高い。公務および課題提出等を総合的課題提出等との連携をマスター総合的
に判断し評価する。し評価の方法・基準する。公務
　ただし、出席することはもちろん集中して授率が高い。公務８０％をマスター下回る場合はる場合は公務員試験において、
不可となる。公務

(６)授業計画

１．現代文

　１-１．漢字

　１-２．ことわざ

　１-３．現代文の連携内容は英語･国語（現代文、古把握

　１-４．現代文の連携部分解Ⅰ釈

　１-５．現代文の連携空欄補充

２．古文

　２-１．古文の連携基礎

　２-２．古文の連携読解Ⅰ

３．漢文

　３-１．漢文の連携基礎

　３-２．漢文の連携読解Ⅰ

４．英語

　４-１．英単語

　４-２．英熟語

　４-３．英文法

　４-４．英文の連携読解Ⅰ
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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 
森 崇 

嶋田 勉 

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 52 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 技能を身につけ、Microsoft Office 

Specialist Word 2019 習得を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

 パソコン室での実習を主に、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 Word2019 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 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 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 技能を身につけ、Microsoft Office 

Specialist Excel 2019 習得を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

 パソコン室での実習を主に、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 Excel2019 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 52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 

八鍬 政之 

新井 孝 

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、国や自

治体の中で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Ⅰ 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 

 近年、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

否を決める要因の一つになっている。 

 本講では、スポーツジム等を利用し体力

試験をクリア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をクリアで

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

Ⅰ 
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 
奥土居 尚 

八鍬 政之 

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 自己ＰＲの作り方 

 ６-５．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 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
永井 毅 

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出版) 

 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問題ない。 

 

(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 
岩瀬 誠 

奥土居 尚 

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

得点率の向上へとつながる。 

 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出版) 

 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問題ない。 

 

(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 

陣内 伸庸 

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、教養試験において得手不得手

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出版) 

 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問題ない。 

 

(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 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．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 54時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携    

担当教員 
森 崇 

嶋田 勉 

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 36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渡るが、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．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  

 

 

 

 



科目名 総合問題演習 学科名 行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 奥土居　尚
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　公務員試験のあるにおいて、教養試験の突破は教養試験のあるの連携突破はは
第一関門である。そのため、教養試験突破にである。その連携ため、教養試験の突破は教養試験のある突破はに
向けて、日頃授業において学習した内容にけて、教養試験の突破は日頃授業において学習した内容にに
ついて復習を通じて理解習得する。そして、通じて理解習得する。そして、じて理解習得する。そして、する。そして、教養試験の突破は
試験のある本番において確実に素早く正答に導きにおいて確実に素早く正答に導きく正答に導き正答に導きに導きき
出せるようにする。せるようにする。

(２)到達目標
　国家一般職試験のある
　地方公務員初級・中級試験のある
　その連携他、教養試験の突破は準公務員試験のある

(３)履修に当たっての留意点に当たっての連携留意点
　演習は、教養試験の突破は実際出せるようにする。題された過去問を通じて理解習得する。そして、中心にに
問題を通じて理解習得する。そして、解く正答に導き。そして、教養試験の突破はその連携問題ごとに解法を通じて理解習得する。そして、
示し、解説を行っていく。し、教養試験の突破は解説を行っていく。を通じて理解習得する。そして、行っていく正答に導き。
　初学者を想定した授業を予定しているのを通じて理解習得する。そして、想定した授業を予定しているのした授業を通じて理解習得する。そして、予定した授業を予定しているのしているの連携
で、教養試験の突破は未学習分野であっても安心していただであっても安心していただ安心にしていただ
きたい。

(４)使用教材・教具
授業内で適宜指示し、解説を行っていく。する。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
授業出せるようにする。席率・受講態度および課題提出等および課題提出等課題提出せるようにする。等との連携
を通じて理解習得する。そして、総合的に判断し評価する。に判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　ただし、教養試験の突破は出せるようにする。席率が８０％を通じて理解習得する。そして、下回る場合はる場合は
不可となる。となる。

(６)授業計画

１．復習

　１-１．社会科学

　１-２．人文科学

　１-３．自然科学

　１-４　判断し評価する。推理

　１-５　数的に判断し評価する。推理（基礎数学）

　１-６　文章理解

　１-７　各種検定した授業を予定しているの試験のある

２．過去問演習

　２-１．過去問演習

　２-２．過去問復習
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科目名 時事・文章作成Ⅰ 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 

 ２-１ 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 

 ３-２．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 10時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 永井 毅 
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。 

 尚、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 24 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、実社会においてもプレゼ

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 

2019 習得を目指す。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

 パソコン室での実習を主に、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。 

 また、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 PowerPoint 2019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 前期・後期 

授業時数 72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．群馬県・前橋市の出前授業の講義 

 

６．フィールドワーク演習 

 ６-１．アクティブラーニング 

 ６-２．実地調査及び発表 

 

＜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、９月の３回） 

 １-２. 面接強化週間 

    （９月末～10月にかけて３日間） 

 

＜共通＞ 

１．前橋市消防における学生消防団活動 

 １-１. 学校周辺の清掃活動 

 １-２. 新前橋駅での啓蒙活動 

 １-３．消防イベント活動の補助 

 １-４．普通救命講習の受講 
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科目名 模擬試験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 54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欲

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 

 公務員模擬試験(TAC 出版) 

 

(５)成績評価の方法・基準 

 各回の結果を個別に返却する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)授業計画 

 

１. 公務員模擬試験  
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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 72時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 
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問題ない。 

 

(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 

新井 孝 

秋山 紫苑 

大塚 秀郎  他 

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 

 

 



科目名 自然科学ⅡⅡ 学Ⅱ科名
行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学Ⅱ科　１年

行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学Ⅱ科　２年

分類 必修 配当年次・学Ⅱ期 前期

授業時数 90時間 単位数 －

授業方法 講義 企業等との連携との連携連携 　

担当教員

宮田　和樹

田代　剛大

秋山　紫苑

実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　この連携分野は、数学とその応用科目を含めは、数学とその応用科目を含め数学Ⅱとその連携応用科目を含め含めめ
ると採用試験のあるにおいて全体の全体のの連携 1/3の連携出題数
となるため、数学とその応用科目を含め試験のある対策として不可欠と言えとして全体の不可欠と言えと言ええ
る。
　問題レベルとしては、高等学校卒業程度として全体のは、数学とその応用科目を含め高等との連携学Ⅱ校卒業程度
とされて全体のいるため、数学とその応用科目を含め高等との連携学Ⅱ校で履修する範履修する範
囲はすべて網羅する。はすべて全体の網羅する。する。

(２)到達目標
　理科４科目と数学Ⅱについて全体の、数学とその応用科目を含め基礎知識をを含め
身につけ、公務員試験に合格できるレベルにつけ、数学とその応用科目を含め公務員試験のあるに合格できるレベルで履修する範きるレベルとしては、高等学校卒業程度
へ到達する。到達する。

(３)履修に当たって全体のの連携留意点
　授業は、数学とその応用科目を含め一斉授業を含め基本に実施するが、問に実施するが、問するが、数学とその応用科目を含め問
題演習を適宜取り入れ、一つの問題をグルを含め適宜取り入れ、一つの問題をグルり入れ、一つの問題をグル入れ、一つの問題をグルれ、数学とその応用科目を含め一つの連携問題を含めグルとしては、高等学校卒業程度
ープ単位で完成させるといった形式をとる単位で履修する範完成させるといった形式をとるさせるといった形式をとるを含めとる
こともある。
初学Ⅱ者を想定とした授業を予定しているのを含め想定とした授業を予定しているのとした授業を含め予定とした授業を予定しているのして全体のいるの連携
で履修する範、数学とその応用科目を含め出身につけ、公務員試験に合格できるレベル高等との連携学Ⅱ校の連携カリキュラム上履修し上履修し
て全体のいない部分があって全体のも安心されたい。されたい。
過去の合格者の多くが、この科目の得点での連携合格できるレベル者を想定とした授業を予定しているのの連携多くが、この科目の得点でくが、数学とその応用科目を含めこの連携科目の連携得点で履修する範
駄目押しをしている点を記憶されたい。しを含めして全体のいる点を含め記憶されたい。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。の連携テキス学科　１年トを使用する。を含め使用する。
　その連携他参考文献は適宜紹介するが、各自は適宜紹介するが、各自するが、数学とその応用科目を含め各自
好みの教材を併用することもやぶさかではみの連携教材を含め併用することもやぶさかで履修する範は
ない。

(５)成させるといった形式をとる績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出における筆記試験のあるを含め実施するが、問し、数学とその応用科目を含め授業出
席率・受講態度および課題提出等を総合的課題提出等との連携を含め総合的
に判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　ただし、数学とその応用科目を含め出席率が８０％を含め下回る場合はる場合は
不可となる。
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(６)授業計画

１．数学Ⅱ
　１-１．中学Ⅱ幾何
　１-２．代数
　１-３．集合
　１-４．確率
　１-５．高校幾何
　１-６．総合演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

２．物理
　２-１．運動
　２-２．力学Ⅱ
　２-３．電気
　２-４．波動
　２-５．エネルとしては、高等学校卒業程度ギー
　２-６．総合演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

３．化学Ⅱ
　３-１．元素
　３-２．物質
　３-３．科学Ⅱ反応
　３-４．酸化･還元
　３-５．実験のある
　３-６．総合演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

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．総合演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル

５．地学Ⅱ
　５-１．気象
　５-２．地球
　５-３．宇宙
　５-４．地殻
　５-５．地球史
　５-６．総合演習を適宜取り入れ、一つの問題をグル



-53- 

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 
宮田 和樹 

田代 剛大 

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・高校で習

う科目ではないため、公務員受験者が一番

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していく。 

 

(３)履修に当たっての留意点 

 講義は一斉授業を基本とし、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問題ない。 

 

(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 

田代 剛大 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問題ない。 

 

(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 秋山 紫苑 
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 選択 配当年次・学期 前期 

授業時数 18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 

 近年、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

否を決める要因の一つになっている。 

 本講では、スポーツジム等を利用し体力

試験をクリア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をクリアで

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・実習 企業等との連携 
 

  

担当教員 
始澤 真純 

秋山 紫苑 

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 

 『速攻の時事』（実務教育出版） 

 初級公務員『面接・作文の完全マスター』 

           (実務教育出版） 

 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 

 ２-１. 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 

 ３-２．問題の本質をつかむ 
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科目名 
公務員リテラシー

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 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 

 

 

 



科目名 模擬試験ⅡⅡ 学科名
行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　１年

行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 各担任
実務経験Ⅱの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　実際の試験に沿った形式で行い、制限時の連携試験Ⅱに沿った形式で行い、制限時沿った形式で行い、制限時った形式で行い、制限時形式で行い、制限時で行い、制限時行い、制限時制限時
間の連携中で効率の良い解答ができるようになで行い、制限時効率の良い解答ができるようになの連携良い解答ができるようにない解答ができるようにながで行い、制限時きるように沿った形式で行い、制限時な
ることを望む。望む。む。
　また形式で行い、制限時、制限時返却される模擬試験の結果を分析される模擬試験Ⅱの連携結果を分析を望む。分析
し、制限時学習計画や受験先の決定に役立ててほや受験先の決定に役立ててほ受験Ⅱ先の決定に役立ててほの連携決定に役立ててほに沿った形式で行い、制限時役立ててほててほ
しい。

(２)到達目標
　実際の試験に沿った形式で行い、制限時と同じ形式である模擬試験を通してじ形式である模擬試験を通して形式で行い、制限時で行い、制限時ある模擬試験Ⅱを望む。通してして
授業で行い、制限時履修した形式で行い、制限時内容の理解度の確認をするの連携理解度の確認をするの連携確認をするを望む。する
模擬試験Ⅱ終了後は、復習をすることによっは、制限時復習を望む。することに沿った形式で行い、制限時よっ
て、制限時最終的に公務員試験の合格ライン到達に沿った形式で行い、制限時公務員試験Ⅱの連携合格ライン到達ライン到達到達
を望む。目指す。す。

(３)履修に沿った形式で行い、制限時当た形式で行い、制限時っての連携留意点
　返却される模擬試験の結果を分析される結果を分析から弱点を把握し、克服弱点を望む。把握し、克服し、制限時克服
で行い、制限時きるよう解説を行う。授業で学んだ知識を望む。行う。授業で行い、制限時学んだ知識知識
が模擬試験Ⅱを望む。通してじ形式である模擬試験を通してて完全に定着することをに沿った形式で行い、制限時定に役立ててほ着することをすることを望む。
期待する。する。

(４)使用教材・教具
　学内模擬試験Ⅱ(実務教育出版)
　公務員模擬試験Ⅱ(実務教育出版)
　公開模擬試験Ⅱ(実務教育出版)
　ＳＰＩ模試模試(実務教育出版）
　ＳＣＯＡ模試模試(ウイネット）

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　実務教育出版社によってまとめられた結に沿った形式で行い、制限時よってまとめら弱点を把握し、克服れた形式で行い、制限時結
果を分析を望む。個別に返却する。に沿った形式で行い、制限時返却される模擬試験の結果を分析する。

(６)授業計画や受験先の決定に役立ててほ

１. 学内模擬試験Ⅱ

　第１回～第14回

２. 公務員模擬試験Ⅱ

　第１回～第６回

３. 公開模擬試験Ⅱ

　高卒・短大卒程度の確認をする公務員

　警察官・消防官

４. その連携他

　ＳＰＩ模試模試、制限時ＳＣＯＡ模試模試、制限時等との連携
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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 52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 技能を身につけ、Microsoft 

Office Specialist Access 2019 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 Access2019 

        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) 

 ３級のドリル(日本書写技能検定協会) 

 

(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 36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 

田代 剛大 

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 44時間 単位数 － 

授業方法 講義 企業等との連携 
 

  

担当教員 松島 広征 
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なり、全経簿

記能力検定試験商業簿記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

めに確認テストや過去問演習を行う。 

 尚、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％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 

 ５-２. 過去問演習 
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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 20 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 

 パソコン室での実習を主に、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、技能習得のために集中して受

講して欲しい。 

 

(４)使用教材・教具 

 30 時間でマスターWord＆Excel2019 

(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 54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 
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級の合格を目指す。 

 

(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 

        （エデュプレス） 

 社会人常識マナー検定３級問題集 

        （全国経理教育協会） 

 その他必要なものについて適宜指示。 

 

(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。 

 

 

 

 



科目名 英会話 学科名
行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　１年

行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員

ウイリアム・ファッセ

ル

砂岡ヘザーヘザー

実務経験のあるの連携ある

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が進む中、公務員の業務において進む中、公務員の業務においてむ中、公務員の業務において中、公務員の連携業務において
も外国人との英語でのやりとりが必要とな外国人との英語でのやりとりが必要となとの連携英語でのやりとりが必要となでの連携やりとりが進む中、公務員の業務において必要とな
ってきています。したが進む中、公務員の業務においてって本講では、様々
な場面での英語でのコミュニケーションをでの連携英語でのやりとりが必要となでの連携コミュニケーションをを
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における場面での英語でのコミュニケーションをごとの連携会話を英語でのやりとりが必要とな
で話す、また英語でのやりとりが必要となを聞き取ることができるき取ることができるることが進む中、公務員の業務においてできる
ようになる。

(３)履修に当たっての連携留意点
　市役所の窓口対応や警察官の道案内などの連携窓口対応や警察官の道案内などや警察官の道案内などの連携道案内などなど
具体的なシチュエーションごとの英会話のなシチュエーションをごとの連携英会話の連携
実習を行っていく。学生にはしっかりとしを行っていく。学生にはしっかりとし
た目的なシチュエーションごとの英会話の意識と向上心を持ち、取り組むようと向上心を持ち、取り組むようを持ち、取り組むようち、取ることができるり組むようむ中、公務員の業務においてよう
期待する。する。

(４)使用教材・教具
　ビジネス学科　１年英会話(CHUO Global Village))

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　文章、授業出席率および受講態度から総および受講態度から総受講態度から総から総総
合的なシチュエーションごとの英会話のに判断して評価する。して評価の方法・基準する。
　ただし、出席率および受講態度から総が進む中、公務員の業務において８０％を下回る場合はる場合は
不可とする。とする。

(６)授業計画

１．英会話の連携基本

２．日常の連携会話

３．場面での英語でのコミュニケーションをごとの連携会話
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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 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。 

 

(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．主要国の政治制度 

 １-３．日本国憲法 

 １-４．基本的人権 

 １-５．国会 

 １-６．内閣 

 １-７．裁判所 

 １-８．地方自治 

 １-９．政党と選挙制度 

 １-10．国際政治 

 １-11．国際連合 

 

２．経済 

 ２-１．需要と供給、経済学説 

 ２-２．市場 

 ２-３．企業 

 ２-４．国民所得と景気変動 

 ２-５．金融 

 ２-６．財政 

 ２-７．戦後の日本経済史 

 ２-８．国際経済 

 ２-９．地域的経済統合 
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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 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 

新井 孝 

秋山 紫苑 

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。  

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 

 １-２．中世 

 １-３．近世 

 １-４．近代 

 １-５．現代 

 

２．世界史 

 ２-１．古代 

 ２-２．中世 

 ２-３．近世 

 ２-４．近代 

 ２-５．現代 

 ２-６．イスラーム世界の歴史 

 ２-７．中国の歴史  

 

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．日本地誌  
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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 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 

秋山 紫苑 

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

ると教養試験全体の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問題ない。 

 

(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Ⅲ 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・高校で習

う科目ではないため、公務員受験者が一番

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問題ない。 

 

(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Ⅲ 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、高校までに学

習する数学を駆使して理解可能な科目で

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問題ない。 

 

(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 

 

 

 



科目名 資料解釈ⅢⅢ 学科名 行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 湯浅　慧一
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　この連携科目は、公務員試験の中で特異な位公務員試験のあるの連携中で特異な位で特異な位特異な位な位位
置をしめる科目のひとつである。「資料解をしめる科目の連携ひとつで特異な位ある。「資料解資料解
釈Ⅲ」は、公務員試験の中で特異な位中で特異な位学・高校で教わる科目ではないたで特異な位教わる科目で特異な位はな位いた
め、公務員試験の中で特異な位公務員受験のある者が内容、勉強法においてもが内容、勉強法においても内容、公務員試験の中で特異な位勉強法においても
苦労する科目である。する科目で特異な位ある。
　数表や図表と言う各種統計資料を利用しや図表と言う各種統計資料を利用し図表や図表と言う各種統計資料を利用しと言う各種統計資料を利用しう各種統計資料を利用し各種統計資料を利用しし
て確実に言う各種統計資料を利用しえるもの連携は何かを考えさせる科かを考えさせる科えさせる科
目で特異な位ある。如何かを考えさせる科に短時間で特異な位正確に解答を出を出
すかが内容、勉強法においても問われる科目である。われる科目で特異な位ある。

(２)到達目標
　資料解釈Ⅲの連携問われる科目である。題を解く上で必要な計算方を解く上で必要な計算方上で必要な計算方で特異な位必要な位計算方
法や図表と言う各種統計資料を利用し、公務員試験の中で特異な位数表や図表と言う各種統計資料を利用し・グラフの読み方をマスターしの連携読み方をマスターしみ方をマスターし方をマス学科　１年ターしし
公務員試験のある合格を目指す。を目指す。す。

(３)履修に当たっての留意点に当たっての連携留意点
　講義は一斉授業を基本として実施するがとして実施するがするが内容、勉強法においても
問われる科目である。題を解く上で必要な計算方演習においてはグループ学習もできうにおいてはグルーしプ学習もできう学習においてはグループ学習もできうもで特異な位きう各種統計資料を利用し
る限り実施していきたいと思う。り実施していきたいと思う。実施するがしていきたいと思う。う各種統計資料を利用し。
　学習においてはグループ学習もできうにおいては、公務員試験の中で特異な位増加率や指数などの基や図表と言う各種統計資料を利用し指す。数な位どの連携基
本として実施するが概念を整理し、三角図表と言った難解なを整理し、三角図表と言った難解なし、公務員試験の中で特異な位三角図表や図表と言う各種統計資料を利用しと言う各種統計資料を利用しった難解な位
図表や図表と言う各種統計資料を利用しの連携見方等との連携基本として実施するがを学び、公務員試験の中で特異な位数値の見方に慣の連携見方に慣
れ、公務員試験の中で特異な位感覚を養う。また、問題においては短時を養う。また、問題においては短時う各種統計資料を利用し。また、公務員試験の中で特異な位問われる科目である。題を解く上で必要な計算方においては短時
間に正答を出の連携出せる方法もあるの連携で特異な位適宜披露
していく上で必要な計算方。

(４)使用し教材・教具
　実務教育出版のテキストを使用する。の連携テキス学科　１年トを使用する。を使用しする。
　その連携他参考えさせる科文献は適宜紹介するが、各自は適宜紹介するが、各自するが内容、勉強法においても、公務員試験の中で特異な位各自
好みの教材を併用することも問題ない。み方をマスターしの連携教材を併用しすることも問われる科目である。題を解く上で必要な計算方な位い。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出における筆記試験のあるを実施するがし、公務員試験の中で特異な位授業出
席率や指数などの基・受講態度および課題提出等を総合的および課題を解く上で必要な計算方提出等との連携を総合的
に判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　ただし、公務員試験の中で特異な位出席率や指数などの基が内容、勉強法においても８０％を下回る場合はる場合は
不可となる。とな位る。

(６)授業計画

１．資料解釈Ⅲ

　１-１．計算力を問う問題を問われる科目である。う各種統計資料を利用し問われる科目である。題を解く上で必要な計算方

　１-２．数表や図表と言う各種統計資料を利用し･図表や図表と言う各種統計資料を利用しの連携見方を問われる科目である。う各種統計資料を利用し問われる科目である。題を解く上で必要な計算方

　１-３．注意力を問う問題や図表と言う各種統計資料を利用し要領を問う問題を問われる科目である。う各種統計資料を利用し問われる科目である。題を解く上で必要な計算方

　１-４．統計処理し、三角図表と言った難解な

　１-５．数的推理し、三角図表と言った難解なの連携類似問われる科目である。題を解く上で必要な計算方

　１-６．複合問われる科目である。題を解く上で必要な計算方

２．総合問われる科目である。題を解く上で必要な計算方演習においてはグループ学習もできう

　２-１．問われる科目である。題を解く上で必要な計算方演習においてはグループ学習もできう

　２-２. 過去問われる科目である。演習においてはグループ学習もできう
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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 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 秋山 紫苑 
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 

 

 

 

 



科目名 時事・論文作成ⅢⅢ 学科名
行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　１年

行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員
始澤　真純

秋山　紫苑

実務経験のあるの連携ある

教員科目
　　

(１)科目概要
　試験のあるの連携参考となるような社会知識を学ぶとなるような社会知識を学ぶを学ぶ学ぶ
ため時事問題に関する理解を深めていく。時事問題に関する理解を深めていく。に関する理解を深めていく。関する理解を深めていく。する理解を深めていく。を学ぶ深めていく。め時事問題に関する理解を深めていく。ていく。
また、各種対策および文章力の向上のため各種対策および文章力の向上のためおよび文章力の向上のため文章力の向上のための連携向上のための連携ため時事問題に関する理解を深めていく。
に関する理解を深めていく。、各種対策および文章力の向上のため論文対策および文章力の向上のための連携考となるような社会知識を学ぶえ方、まとめ方を学習する方、各種対策および文章力の向上のためまとめ時事問題に関する理解を深めていく。方を学ぶ学習するする。

(２)到達目標
　時事問題に関する理解を深めていく。に関する理解を深めていく。ついての連携知識を学ぶを学ぶ深めていく。め時事問題に関する理解を深めていく。、各種対策および文章力の向上のため与えらえ方、まとめ方を学習するら
れたテーマに対しての論文作成能力の向上に関する理解を深めていく。対しての連携論文作成Ⅲ能力の向上のための連携向上のため
を学ぶ図る。る。

(３)履修に関する理解を深めていく。当たっての連携留意点
　各テーマに対しての論文作成能力の向上で論文を作成し、担当者が添削論文を学ぶ作成Ⅲし、各種対策および文章力の向上のため担当者が添削が添削添削
を学ぶ行う。フィードバックをもとに、文章力のを学ぶもとに関する理解を深めていく。、各種対策および文章力の向上のため文章力の向上のための連携
向上のために関する理解を深めていく。努める姿勢が望ましい。め時事問題に関する理解を深めていく。る姿勢が望ましい。が添削望ましい。ましい。

(４)使用教材・教具
　『論文試験のある　頻出テーマのまとめ方』テーマに対しての論文作成能力の向上の連携まとめ時事問題に関する理解を深めていく。方』
　　　　　　　　　　（実務教育出テーマのまとめ方』版）
　その連携他参考となるような社会知識を学ぶ文献は、必要に応じて適宜指は、各種対策および文章力の向上のため必要に関する理解を深めていく。応じて適宜指じて適宜指
示する。する。

(５)成Ⅲ績評価の方法・基準の連携方法・基準
　授業出テーマのまとめ方』席率・受講態度及び課題提出等をび文章力の向上のため課題に関する理解を深めていく。提出テーマのまとめ方』等との連携を学ぶ
総合的に判断して評価する。に関する理解を深めていく。判断して評価する。して評価の方法・基準する。
　ただし、各種対策および文章力の向上のため出テーマのまとめ方』席率が添削８０％を学ぶ下回る場合はる場合は
不可とする。とする。

(６)授業計画

１．時事問題に関する理解を深めていく。解を深めていく。説

２．論文作成Ⅲの連携方法

３．添削
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科目名 
公務員リテラシー

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 

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 社会科学Ⅳ 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 

 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．法学 

 １-２．日本国憲法 

 １-３．政治学 

 １-４．国際関係 

 

２．経済 

 ２-１．ミクロ経済学 

 ２-２．マクロ経済学 

 ２-３．財政学 

 ２-４．経済事情 
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科目名 人文科学Ⅳ 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 

秋山 紫苑 

岩瀬 誠 

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。 

 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 

 

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．イスラーム史・東洋史 

 

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 
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科目名 自然科学Ⅳ 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 

秋山 紫苑 

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Ⅳ 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・高校で習

う科目ではないため、公務員受験者が一番

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Ⅳ 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、高校までに学

習する数学を駆使して理解可能な科目で

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 

 

 

 



科目名 資料解釈ⅣⅣ 学科名 行政ビジネス学科　１年ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 湯浅　慧一
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　この連携科目は、公務員試験の中で特異な位公務員試験のあるの連携中で特異な位で特異な位特異な位な位位
置をしめる科目のひとつである。「資料解をしめる科目の連携ひとつで特異な位ある。「資料解資料解
釈Ⅳ」は、公務員試験の中で特異な位中で特異な位学・高校で習う科目ではないためで特異な位習う科目ではないためう科目ではないため科目で特異な位はな位いため
公務員受験のある者が内容、勉強法において一番が内容、勉強法において一番内容、公務員試験の中で特異な位勉強法において一番一番
苦労する部分である。する部分で特異な位ある。
　数表や図表と言う各種統計資料を利用しや図表と言う各種統計資料を利用し図表や図表と言う各種統計資料を利用しと言う各種統計資料を利用しう科目ではないため各種統計資料を利用しし
て一番確実に言う各種統計資料を利用しえるもの連携は何かを考えさせる科かを考えさせる科えさせる科
目で特異な位ある。如何かを考えさせる科に短時間で特異な位正確に解答を出を出
すかが内容、勉強法において一番問われる科目である。われる科目で特異な位ある。

(２)到達目標
　資料解釈Ⅳの連携問われる科目である。題を解く上で必要な計算方を解く上で必要な計算方上で必要な計算方で特異な位必要な位計算方
法や図表と言う各種統計資料を利用し、公務員試験の中で特異な位数表や図表と言う各種統計資料を利用し・グラフの読み方をマスターしの連携読み方をマスターしみ方をマスターし方をマス学科　１年ターしし
上で必要な計算方級（大卒程度）・中で特異な位級（短大卒程度）の連携
公務員試験のある合格を目指す。を目指す。す。

(３)履修に当たって一番の連携留意点
　講義は一斉授業を基本として実施するがとして一番実施するがするが内容、勉強法において一番
問われる科目である。題を解く上で必要な計算方演習う科目ではないためにおいて一番はグルーしプ学習もできう学習う科目ではないためもで特異な位きう科目ではないため
る限り実施していきたいと思う。り実施していきたいと思う。実施するがして一番いきたいと思う。う科目ではないため。
　学習う科目ではないためにおいて一番は、公務員試験の中で特異な位増加率や指数などの基や図表と言う各種統計資料を利用し指す。数な位どの連携基
本として実施するが概念を整理し、三角図表と言った難解なを整理し、三角図表と言った難解なし、公務員試験の中で特異な位三角図表や図表と言う各種統計資料を利用しと言う各種統計資料を利用しった難解な位
図表や図表と言う各種統計資料を利用しの連携見方等との連携基本として実施するがを学び、公務員試験の中で特異な位数値の見方に慣の連携見方に慣
れ、公務員試験の中で特異な位感覚を養う。また、問題においては短時を養う。また、問題においては短時う科目ではないため。また、公務員試験の中で特異な位問われる科目である。題を解く上で必要な計算方において一番は短時
間に正答を出の連携出せる方法もあるの連携で特異な位適宜披露
して一番いく上で必要な計算方。

(４)使用し教材・教具
　実務教育出版のテキストを使用する。の連携テキス学科　１年トを使用する。を使用しする。
　その連携他参考えさせる科文献は適宜紹介する。は適宜紹介する。する。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出における筆記試験のあるを実施するがし、公務員試験の中で特異な位授業出
席率や指数などの基・受講態度および課題を解く上で必要な計算方提出等との連携を総合的
に判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　ただし、公務員試験の中で特異な位出席率や指数などの基が内容、勉強法において一番８０％を下回る場合はる場合は
不可となる。とな位る。

(６)授業計画

１．数表や図表と言う各種統計資料を利用し

　１-１．実数・割合

　１-２．指す。数・構成比

　１-３．増加率や指数などの基

２．グラフの読み方をマスターし

　２-１．実数・割合

　２-２．指す。数・構成比

　２-３．増加率や指数などの基

３．特殊な問題な位問われる科目である。題を解く上で必要な計算方

　３-１．度数分布

　３-２．統計・相関

　３-３．その連携他
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科目名 文章理解Ⅳ 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 秋山 紫苑 
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．空欄補充 

 １-４．文章整序 

 

２．英語 

 ２-１．要旨把握 

 ２-２．内容把握 

 

３．古文 

  

４．漢字・語句 
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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 66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。 

 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 

 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．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 

 

 

 



科目名 行政法 学科名 行政ビジネス学科　１年学科　１年

分類 選択 配当年次・学期 前期・後期

授業時数 66時間 単位数 －

授業方法 講義 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 立見　敦
実務経験のあるの連携ある

教員科目
○

(１)科目概要
　行政法は、その連携総論部分において中心と中心とと
なる実定法が存在しないという特異な形態存在しないという特異な形態しないという特異な形態特異な形態な形態
をとる科目である。また、既に行政は活動しに行政は活動しし
後から論理的に説明するという他の科目と論理的に説明するという他の科目とに説明するという他の科目とするという特異な形態他の科目との連携科目と
は逆のアプローチとなる。の連携アプローチとなる。となる。
　事例判断よりも理論の積み重ねが多く、よりも理論の積み重ねが多く、理論の連携積み重ねが多く、み重ねが多く、重ねが多く、ねが存在しないという特異な形態多く、く、
根気を必要とする科目である。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のあるに対応できるようにできるよう特異な形態に
行政法の連携知識を身につけ、上級（大卒程を身につけ、上級（大卒程につけ、上級（大卒程
度）・中級（短大卒程度）の連携公務員試験のある合
格を目指す。を目指す。す。

(３)履修に当たっての留意点に当たって中心との連携留意点
　授業は、一斉授業を基本に実施する。に実施する。する。
　なお、本に実施する。科目の連携一部として中心と履修に当たっての留意点する地方
自治法は、地方公共団体にとっては第２のにとって中心とは第２の連携
憲法とも理論の積み重ねが多く、いう特異な形態べきも理論の積み重ねが多く、の連携であり、地方自治体にとっては第２の
職員を志望する者は避けては通れぬ科目とする者は避けては通れぬ科目とは避けては通れぬ科目とけて中心とは通れぬ科目とれぬ科目と科目と
いえる。

(４)使用教材・教具
　開講時に指す。定する。
　その連携他の科目と、基本に実施する。書等との連携を適宜紹介するので、よするの連携で、よ
り深い理解のため、各自必要に応じて参考い理解のため、各自必要に応じて参考の連携ため、各自必要に応できるようにじて中心と参考
にされたい。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出における筆記試験のあるを実施する。し、授業出
席率・受講態度及び課題提出等を総合的にび課題提出等を総合的に課題提出等との連携を総合的に説明するという他の科目とに
判断よりも理論の積み重ねが多く、し評価の方法・基準する。
　ただし、出席率が存在しないという特異な形態８０％を下回る場合はる場合は
不可となる。となる。

(６)授業計画

１. 行政作用編

　１-１．基本に実施する。原理

　１-２．行政組織

　１-３．行政行為

　１-４．行政行為以外の行政作用の連携行政作用

　１-５．地方自治法

２. 行政救済編

　２-１．行政救済の連携基本に実施する。原理

　２-２．情報公開法

　２-３．行政不服審査法

　２-４．行政事件訴訟法

　２-５．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 132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

関係について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 132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 

 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。 

 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 

 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．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 下山 哲生 
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に実施する｡ 

 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．政治学の基礎事項 

 １-１. 政治権力 

 １-２. リーダーシップ  

 

２．政治の制度 

 ２-１. 政治制度 

 ２-２. 議会制度 

 ２-３. 選挙制度 

 

３．政治の動態 

 ３-１. 政党 

 ３-２. 圧力団体 

 ３-３. マスコミ 

 

４．政治の意識と行動 

 ４-１. 政治意識 

 ４-２. 政治的無関心 

 ４-３. 投票行動 

 

５．政治の思想 

 ５-１. 政治思想 

 ５-２. 自由主義 

 

６．政治の理論 

 ６-１. 政治学理論史 

 ６-２. 比較政治の理論 

 ６-３. デモクラシー論 

 ６-４. 国家論 

 

７. 政治の歴史 

 ７-１. 日本政治史 

 

 

 



科目名 財政学 学科名 行政ビジネス学科　１年学科　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 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 下山　哲生
実務経験のあるの連携ある

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は諸々の社会上の要請を満たす諸々の社会上の要請を満たすの連携社会上の要請を満たすの連携要請を満たすを満たす満たすたす
ために形成されたものである。この点を念形成されたものである。この点を念されたもの連携である。この連携点を念を満たす念
頭に、各種財政制度の仕組みへの理解を深に形成されたものである。この点を念、各種財政制度の仕組みへの理解を深各種財政制度は諸々の社会上の要請を満たすの連携仕組みへの理解を深みへの連携理解を深を満たす深
めることが本講義の目的である。本講義の連携目的である。である。
　そして財政の仕組みの理解するともに、財政の連携仕組みへの理解を深みの連携理解を深するともに形成されたものである。この点を念、各種財政制度の仕組みへの理解を深
現在の我が国の財政事情を把握しておくこの連携我が国の財政事情を把握しておくこが本講義の目的である。国の財政事情を把握しておくこの連携財政事情を把握しておくこを満たす把握しておくこして財政の仕組みの理解するともに、おくこ
とは諸々の社会上の要請を満たす、各種財政制度の仕組みへの理解を深公務員を満たす目指す者にとって必須のこす者にとって必須のこに形成されたものである。この点を念とって財政の仕組みの理解するともに、必須のこの連携こ
とであろう。
　また、各種財政制度の仕組みへの理解を深財政学に形成されたものである。この点を念は諸々の社会上の要請を満たす経済原論の応用的分野の連携応用的である。分野
もあるため、各種財政制度の仕組みへの理解を深経済原論の応用的分野で学習した知識が財した知識が財が本講義の目的である。財
政学でどの連携ように形成されたものである。この点を念応用されて財政の仕組みの理解するともに、いるかも見てて財政の仕組みの理解するともに、
いく。

(２)到達目標
　大卒程度は諸々の社会上の要請を満たす公務員試験のあるに形成されたものである。この点を念対応できるように形成されたものである。この点を念
財政学の連携知識が財を満たす身につけ、上級（大卒程に形成されたものである。この点を念つけ、各種財政制度の仕組みへの理解を深上の要請を満たす級（大卒程
度は諸々の社会上の要請を満たす）・中級（短大卒程度は諸々の社会上の要請を満たす）の連携公務員試験のある合
格を目指す。を満たす目指す者にとって必須のこす。

(３)履修に当たっての留意点に形成されたものである。この点を念当たって財政の仕組みの理解するともに、の連携留意点を念
　授業は諸々の社会上の要請を満たす一斉授業を満たす基本に形成されたものである。この点を念実施する。する。

(４)使用教材・教具
　開講時に形成されたものである。この点を念指す者にとって必須のこ定する。する。
　その連携他、各種財政制度の仕組みへの理解を深基本書等との連携を満たす適宜紹介するので、よするの連携で、各種財政制度の仕組みへの理解を深よ
り深い理解のため、各自必要に応じて参考深い理解を深の連携ため、各種財政制度の仕組みへの理解を深各自必要に形成されたものである。この点を念応じて財政の仕組みの理解するともに、参考
に形成されたものである。この点を念されたい。

(５)成されたものである。この点を念績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出に形成されたものである。この点を念おける筆記試験のあるを満たす実施する。し、各種財政制度の仕組みへの理解を深授業出
席率・受講態度は諸々の社会上の要請を満たす及び課題提出等を総合的にび課題提出等を総合的に課題提出等との連携を満たす総合的である。に形成されたものである。この点を念
判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　ただし、各種財政制度の仕組みへの理解を深出席率が本講義の目的である。８０％を満たす下回る場合はる場合は諸々の社会上の要請を満たす
不可となる。となる。
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(６)授業計画

１. 国の財政事情を把握しておくこの連携財政

２．地方の連携財政

３．租税

４．公債

５．財政の連携役割と理論と理論の応用的分野
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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に実施する。 

 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｡そのため、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。 

 例えば、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に実施する。 

 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｡そのため、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 

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 

 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 

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 講義・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 

 

 

 

 



科目名 社会科学演習 学科名 行政ビジネス学科　２年ビジネス学科　２年学科　２年

分類 選択 配当年次・学期 前期

授業時数 20時間 単位数 －

授業方法 講義・演習 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 下山　哲生
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　本科目では社会科学の諸科目、政治・経社会科学の連携諸科目、政ビジネス学科　２年治・経
済の諸科目を中心に演習問題を解き、受験の連携諸科目を中心に演習問題を解き、受験中心に演習問題を解き、受験に演習問題を解き、受験演習問題を解き、受験を中心に演習問題を解き、受験解き、受験き、受験のある
に演習問題を解き、受験向けた知識・技術を身に付けることを目けた知識・技術を身に付けることを目知識・技術を身に付けることを目を中心に演習問題を解き、受験身に付けることを目に演習問題を解き、受験付けることを目けることを中心に演習問題を解き、受験目
的としている。としている。

(２)到達目標
　社会科学の連携授業で学んだ知識の定着度の知識の連携定着度のの連携
確認を問題演習によって行い、上級（大卒を中心に演習問題を解き、受験問題を解き、受験演習に演習問題を解き、受験よって行い、上級（大卒
程度の）・中級（短大卒程度の）の連携公務員試験のある
合格を目指す。を中心に演習問題を解き、受験目指す。す。

(３)履修に当たっての留意点に演習問題を解き、受験当た知識・技術を身に付けることを目っての連携留意点
　授業は社会科学の諸科目、政治・経一斉授業を中心に演習問題を解き、受験基本とする｡

(４)使用教材・教具
　開講時に演習問題を解き、受験指す。定する。
　その連携他、基本書等との連携を中心に演習問題を解き、受験適宜紹介するので、よするの連携で、よ
り深い理解のため、各自必要に応じて参考深い理解のため、各自必要に応じて参考い理解き、受験の連携た知識・技術を身に付けることを目め、各自必要に演習問題を解き、受験応じて参考じて参考
に演習問題を解き、受験された知識・技術を身に付けることを目い。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出に演習問題を解き、受験おける筆記試験のあるを中心に演習問題を解き、受験実施し、授業出し、授業出
席率・受講態度の及び課題提出等を総合的にび課題提出等を総合的に課題を解き、受験提出等との連携を中心に演習問題を解き、受験総合的としている。に演習問題を解き、受験
判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　た知識・技術を身に付けることを目だ知識の定着度のし、出席率が８０％を中心に演習問題を解き、受験下回る場合はる場合は社会科学の諸科目、政治・経
不可となる。となる。

(６)授業計画

１．政ビジネス学科　２年治・演習

２．経済の諸科目を中心に演習問題を解き、受験・演習
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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年ビジネス学科　２年学科　２年

分類 選択 配当年次・学期 前期

授業時数 20時間 単位数 －

授業方法 講義・演習 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 下山　哲生
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　本科目では人文科学の諸科目、日本史・人文科学の連携諸科目、日本史・
世界史・地理の諸科目の演習問題を解き、の連携諸科目の連携演習問題を解き、を解き、解き、き、
受験のあるに即した知識・技術を身に付けること即した知識・技術を身に付けることした知識・技術を身に付けること知識・技術を身に付けることを解き、身に付けることに即した知識・技術を身に付けること付けることけること
を解き、目的としている。としている。

(２)到達目標
　人文科学の連携授業で学んだ知識の定着度の知識の連携定着度のの連携
確認を問題演習によって行い、上級（大卒を解き、問題を解き、演習に即した知識・技術を身に付けることよって行い、上級（大卒
程度の）・中級（短大卒程度の）の連携公務員試験のある
合格を目指す。を解き、目指す。す。

(３)履修に当たっての留意点に即した知識・技術を身に付けること当た知識・技術を身に付けることっての連携留意点
　授業は人文科学の諸科目、日本史・一斉授業を解き、基本とする｡

(４)使用教材・教具
　開講時に即した知識・技術を身に付けること指す。定する。
　その連携他、基本書等との連携を解き、適宜紹介するので、よするの連携で、よ
り深い理解のため、各自必要に応じて参考深い理解のため、各自必要に応じて参考い理の諸科目の演習問題を解き、解き、の連携た知識・技術を身に付けることめ、各自必要に即した知識・技術を身に付けること応じて参考じて参考
に即した知識・技術を身に付けることされた知識・技術を身に付けることい。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出に即した知識・技術を身に付けることおける筆記試験のあるを解き、実施し、授業出し、授業出
席率・受講態度の及び課題提出等を総合的にび課題提出等を総合的に課題を解き、提出等との連携を解き、総合的としている。に即した知識・技術を身に付けること
判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　た知識・技術を身に付けることだ知識の定着度のし、出席率が８０％を解き、下回る場合はる場合は人文科学の諸科目、日本史・
不可となる。となる。

(６)授業計画

１．日本史・演習

２．世界史・演習

３．地理の諸科目の演習問題を解き、・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 20時間 単位数 － 

授業方法 講義・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 20時間 単位数 － 

授業方法 講義・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 20時間 単位数 － 

授業方法 講義・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 

 

５．論理・演習問題 

 

６．対応関係・演習問題 

 

７．位置関係・演習問題 

 

８．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 10時間 単位数 － 

授業方法 講義・演習 企業等との連携 
 

  

担当教員 秋山 紫苑 
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 60時間 単位数 － 

授業方法 講義・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｡ 

 

(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・演習 

 ２-２．行政法・演習 

 

 

 



-100- 

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 20時間 単位数 － 

授業方法 講義・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 

 本科目は行政系科目である政治学・行政

学・国際関係の諸科目について、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｡ 

 

(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 

 

２．行政学・演習 

 

３．国際関係・演習 

 

 

 



科目名 経済学演習 学科名 行政ビジネス学科　２年ビジネス学科　２年学科　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 講義・演習 企業等との連携との連携連携 　

担当教員 下山　哲生
実務経験のあるの連携ある

教員科目

(１)科目概要
　本科目では経済学の諸科目、ミクロ経済経済学の連携諸科目、ミクロ経済ミクロ経済経済
学・マクロ経済経済学を中心に演習問題を解き中心に演習問題を解きに演習問題を解き演習問題を解きを中心に演習問題を解き解きき
受験のあるに演習問題を解き即した知識を身に付けることを目的した知識を身に付けることを目的知識を身に付けることを目的を中心に演習問題を解き身に付けることを目的に演習問題を解き付けることを目的けることを中心に演習問題を解き目的
とする。

(２)到達目標
　経済学の連携授業で学んだ知識の定着度の確知識を身に付けることを目的の連携定着度の確の連携確
認を問題演習によって行い、上級（大卒程を中心に演習問題を解き問題を解き演習に演習問題を解きよって行い、上級（大卒程行い、ミクロ経済上級（大卒程
度の確）・中級（短大卒程度の確）の連携公務員試験のある合
格を目指す。を中心に演習問題を解き目指す。す。

(３)履修に当たっての留意点に演習問題を解き当た知識を身に付けることを目的って行い、上級（大卒程の連携留意点
　授業は経済学の諸科目、ミクロ経済一斉授業を中心に演習問題を解き基本とする｡

(４)使用教材・教具
　開講時に演習問題を解き指す。定する。
　その連携他、ミクロ経済基本書等との連携を中心に演習問題を解き適宜紹介するので、よするの連携で、ミクロ経済よ
り深い理解のため、各自必要に応じて参考深い理解のため、各自必要に応じて参考い理解きの連携た知識を身に付けることを目的め、ミクロ経済各自必要に演習問題を解き応じて参考じて行い、上級（大卒程参考
に演習問題を解きされた知識を身に付けることを目的い。

(５)成績評価の方法・基準の連携方法・基準
　期末における筆記試験を実施し、授業出に演習問題を解きおける筆記試験のあるを中心に演習問題を解き実施し、授業出し、ミクロ経済授業出
席率・受講態度の確及び課題提出等を総合的にび課題提出等を総合的に課題を解き提出等との連携を中心に演習問題を解き総合的に演習問題を解き
判断し評価する。し評価の方法・基準する。
　た知識を身に付けることを目的だ知識の定着度の確し、ミクロ経済出席率が８０％を中心に演習問題を解き下回る場合はる場合は経済学の諸科目、ミクロ経済
不可となる。となる。

(６)授業計画

１．ミクロ経済経済学・演習

２．マクロ経済経済学・演習

３．財政ビジネス学科　２年学・演習
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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 83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 

 ５-２．個別面接 

 ５-３．集団面接 

 ５-４．集団討論(グループワーク） 

 

 

 

 



 

 

 

編集後記 

 ２００５年(平成 17年)４月に初めて作成したシラバスも、今年度で

19 回目の発行となりました。今後も時代に即した形で毎年改定を加

え、学生が主体的に取り組める授業とシラバスを作り上げていきたい

と考えています。 

 尚、授業実施にあたり、やむを得ない事情により講義概要に多少の

変更が生じる場合もありますので、ご容赦いただきたく存じます。 

 

講 義 概 要 

（シ ラ バ ス） 

 

令和５年３月３１日 印刷 

令和５年４月 １日 発行 

 

発行 学校法人 有坂中央学園 1 

    群馬法科ビジネス専門学校 1 

 

編集 群馬法科ビジネス専門学校 

シラバス委員会 

 

前橋市古市町 1－48－1 

TEL 027－256－7700(代) 
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