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　公務員試験で課されている筆記試験は，大学受験のように成績優秀者を選抜するためではなく，
本気度の低い人を選考から外すために，いわゆる「足切り」として使われるものなので，100点満点
中だいたい 60～70点が取れれば，合格ラインをクリアできます。
また，マークシートによる択一式試験ということもあって，コツさ
えつかめば素早く解けるタイプの問題が多いのです。なおかつ過去
に出された問題と似た問題が繰り返し出される傾向があるので，問
題自体は難しそうに見えても，案外なんとかなるものなんです！

　公務員試験で学歴が問われることはほぼないので，試験が「大学卒業程度」であっても，高卒・中
卒の人が受けてもOKです。また，既卒者でも，職歴があってもなくても，年齢が高くても，それだ
けで落とされることはなく，公平・公正に選考が行われます。基本的には受験の年齢要件（年齢制限）
さえクリアできていれば誰でも受験できますし，誰でも合格できるチャンスがあります！

募集人数が増えていて競争率も低い
今は絶好のチャンス

　公務員試験は，世の中が不景気で失業率が高いときに人気が高まる傾向があります。しかし，今
は空前の人手不足なので，かなり競争率が下がっています！
　公務員になるには，筆記試験の突破が必須ですが，合格者の平
均的な学習期間は６～９か月ほどです。なので今から公務員試験
の勉強を始めても，決して遅くはありません！　あなたもこのチャ
ンスを生かして，公務員をめざしてみてください！

今からでも遅くないっ

アナタもきっと
公務員になれる

申込み時の競争率が
高い試験もありますが
実際に受験するのは
申込みした人の
７割ほどです！

　公務員の採用試験（公務員試験）には独特の筆記試験があったりして，かなりハード
ルが高いイメージがあるかもしれません。でも実は，ちょっとだけ努力すれば合格は
可能なのです！ ここで公務員試験の「知られざる真実」を少しだけご紹介しましょう。

年齢制限のみで学歴・職歴不問
誰でも無料で受験できる

たとえ正確に
覚えてなくても
消去法で

解けちゃったり
するしね！

100点満点中60～70点取れれば
筆記試験は突破できちゃう
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公務員試験［受験ジャーナル特別企画１］

学習スタートブック
●定価：本体1500円＋税
　公務員試験の基礎知識，各採用試験
のガイダンス，学習プランや合格する
ための勉強法とオススメの対策本まで，
学習を始めるのに必要な情報を詰め込
んだ公務員試験の総合ガイドです。

公務員試験

大賀英徳 編著●定価：本体1200円＋税
　いろいろな公務員の仕事と待遇，採用試験の仕組みからその対処法まで
を，中央官庁の人事課に勤務する著者が，わかりやすく教えてくれます。
人事の本音やお役所＆採用試験のウラ事情も満載です。

公務員試験  独学で合格する人の勉強法
鶴田秀樹 編著●定価：本体1200円＋税
　合格者によって確立された「効率のよい勉強法」について詳しく解説し
ています。「スー過去」の著者による「正しいスー過去の使い方」は必見です。
　

勉強を始める前に
シッカリ読んで

正しい情報のもとに
戦略を練ろう！

現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本

シリーズ
【年度版】（全７冊）

公務員試験

都道府県職員 ／ 市町村職員 ／ 警察官／ 消防官 ／ 公立学校事務職員
社会人が受けられる公務員試験 ／ 高校卒で受けられる公務員試験        

資格試験研究会 編●定価：本体1200～1500円＋税

　なんとなく「公務員ってイイよな～」という興味を持ったら，まずはコレ！
複雑な採用試験の仕組みからその傾向と対策までをわかりやすく解説した入
門ガイドです。筆記試験をリアルに再現した別冊の過去問模試もついてます。

　筆記試験で課される膨大な数の科目の広大な試験範囲をイチから全部
やっていては，いくら時間があっても足りません。いかに勉強する範囲
を絞って効率的に60～70点を取るか，この戦略が合格を左右します。
　まずは効率のいい勉強法や，志望先の採用試験情報・出題傾向などを
調べつつ，自分のレベルや学習スタイルに合った問題集や入門書を選ん
で，早速対策を始めましょう。そうすれば合格は見えてくるはずです！

公務員試験全般・勉強法についてもっと詳しく知りたい人のための
オススメのガイドブック

志望先の試験の
最新情報は

こまめにチェック
しよう！

画像は31％

範囲を絞って効率的に学ぶ
まずは自分に合った問題集を探そう



　実務教育出版では，公務員試験の対策本を各種刊行
していますが「このシリーズとこっちのシリーズの違
いはなんなの？」「いっぱいあってどれを使えばいい
のかワカラナイ！」という声が多く寄せられます。
　というわけで，公務員試験情報誌『受験ジャーナル』
の「合格体験記」に寄せられた情報をもとに，実際に
合格した人たちが使っていた人気の問題集・入門書の
特長やオススメのポイントをご紹介します！
　合格者の意見や感想・使い方のアドバイスも掲載し
ました（　　　　　の部分）。ぜひ参考にしてください。
　

科目別の過去問集
新スーパー過去問ゼミ５シリーズ
スピード解説シリーズ
過去問ダイレクトナビシリーズ

試験別の過去問集
合格の500シリーズ

重要科目の入門書＆攻略本
解法の玉手箱シリーズ
最初でつまずかない経済学シリーズ
速攻の時事シリーズ

資格試験研究会 編●定価：本体1400円＋税
　教養試験の最重要科目である判断推理・
数的推理の超入門書です。算数・数学が苦
手な人でもついていけるように，手取り足
取り補足説明をつけて，易しく優しく問題
の解き方を解説しています！　高卒程度の
公務員試験受験者にもオススメです。

教養試験は判断推理・数的推理から
専門試験は法律と経済から始めよう

　ほとんどの公務員試験の筆記試験では，５つの選択肢の中から正答を１つ選ぶ
マークシートタイプの教養試験（基礎能力試験）と専門試験が課されています。
　教養試験突破のカギを握っているのは，判断推理と数的推理（数的処理）とい
う公務員試験独自の科目で，専門試験（事務系）で重視すべき科目は，憲法，行政法，
民法と経済学です。これらの科目は，重要度が高い割に多くの受験生が苦手とし
ているので，ココを攻略できればライバルに大きく差をつけることができます！
　しかし，いきなり本格的な過去問演習に入るのはキツイかもしれません。そん
なときは定評のある入門書や，より基礎レベルの問題集に取り組んでみましょう。

ココがよかった！合格者の生の声を大公開！

 人気問題集・入門書の
オススメポイント

まずはSPI に
似ている判断・

数的推理に
取りかかろう！

類書はたくさんある
が，私はコレが一番
わかりやすかった。

とにかく補足がいち
いち親切！計算の苦
手な私でも解けた！

判断推理／数的推理がみるみるわかる！解法の玉手箱
判断・数的推理の一番やさしい入門書はコレ！



シリーズ

社会科学 ／ 人文科学 ／ 自然科学
判断推理 ／ 数的推理 ／ 文章理解・資料解釈

資格試験研究会 編●定価：本体1800円＋税（＊は1700円＋税）

憲法 ／ 行政法 ／ 民法Ⅰ／ 民法Ⅱ／ 刑法＊ ／ 労働法＊
 

政治学 ／ 行政学＊
 ／ 社会学＊

 ／ 国際関係＊
 

ミクロ経済学 ／ マクロ経済学 ／ 財政学
経営学＊

 ／ 会計学＊
 ／ 教育学・心理学

教養分野

専門分野

　過去15 年間の試験問題を徹底分析！　よく出るテーマのみ
に掲載範囲を絞り込んで，過去問の中から学習効果の高い良問
のみを厳選して収録し，その解き方をわかりやすく解説した，
過去問演習書の決定版です。自分の実力と強化したい科目に合
わせて柔軟にカスタマイズできるのも「スー過去」の魅力です。

姉妹編として，大卒程度の警察官・消防官試験向けの『警察官・消防官 新スーパー過去問ゼミ』，
高卒程度の各種の公務員試験向けの『新・初級スーパー過去問ゼミ』もあります。

※2000年～2018年９月までの累計発行部数。売上は，紀伊國屋書店Publine・大学生協調べ（公務員試験カテゴリー）

（全22冊）
やっぱり，みんな使ってるっ
ていう安心感がある。

「スー過去」を何度も復習すれば，そ
れだけで合格点を取れる実力がつく！
受験生の間では，スー過去を何周した
かがいつも話題になっていた。

民法や経済学は別だが，イキナリ「スー過去」
から入っても十分こなしていけるし，そのほう
が実戦的な知識がすぐ身につくのでオススメ！

試験によく出ている知識が詰
まっているので参考書いらず！

志望試験に出ているテーマだ
けをやるとか，難易度の高い
問題を後回しにするとか，自
分に合った使い方ができる！

テーマの頻出度や問題の難易度がひと
目でわかるので効率よく勉強できた！

オススメのポイント①
伝統と信頼の良問の宝庫！

オススメのポイント③
頻出箇所がわかる！

オススメのポイント②
解説がわかりやすい！

オススメのポイント④
「POINT」が使える！

オススメのポイント⑤
自由度が高い！ オススメのポイント⑥

テキストいらずで効率的！

１行解説とかSTEP解説とか，解説
がいろいろ工夫されていて，解き方
のポイントまで押さえられる。

自然科学
物理 化学 生物 地学 数学

シリーズ累計360万部突破の売上  　　　 過去問集！No.1



シリーズ

シリーズ
【年度版】

数的推理 ／ 図形・空間把握 ／ 文章理解 ／ 資料解釈 ／            判断推理（刊行予定）

憲法 ／ 行政法 ／ 民法Ⅰ／ 民法Ⅱ／ 政治学・行政学／ 国際関係
ミクロ経済学／ マクロ経済学            

資格試験研究会 編●定価：本体1500円＋税

　地方上級・市役所上級・国家一
般職［大卒］レベルの基礎的な内
容の過去問を使って，すぐに実戦
的な力を身につけることができ
る，比較的軽めの過去問トレーニ
ングシリーズです。
　とにかく問題を短時間で解く力
をつけ（早解き），効率的に問題集
１冊を回して（早回し），科目を短
期間で攻略できるようスピード重
視で構成されているので，学習ス
タート期の導入にも，試験直前期
の追い込みにも最適です。

政治・経済 ／ 日本史 ／ 世界史
地理 ／ 物理・化学 ／ 生物・地学        

資格試験研究会 編●定価：本体1300円＋税

　問題中の誤りの箇所を赤文字で
修正してあるので（＝正文化：右
図参照），過去問からダイレクト
に必要な知識をインプットできま
す。赤文字が消える付属のセル
シートを使えば過去問演習もでき
ちゃう一石二鳥の過去問集です。

菌類 カビのほかにキノコなどがある

醤油，酒

アオカビ

細菌類の中で，胞子を作って増殖するものをカビと呼ぶ。カビには多くの種類が

あり，それぞれ特性に応じて味噌，納豆，ヨーグルトなどの製造に用いられてい

る。また，コウジカビのように抗生物質であるペニシリンを産生するものもある。

3

本書の「正文化」例

Q高卒程度や社会人試験にはどんな問題集を使えばいいの？

（全13冊）

（全６冊）

A
　基本的には「高卒程度」「初級公務員」「社会人」と表記のある問題集であればOKですが，
一番のオススメは『新・初級スーパー過去問ゼミ』シリーズです。大卒試験向けの本でも
『判断推理／数的推理がみるみるわかる！解法の玉手箱』は初級・社会人試験対策として
十分使えますし，『スピード解説』シリーズの教養科目に取り組んでもよいでしょう。

１行解説は，パッと
見ただけで正誤のポ
イントがわかるから
頭に入りやすい！

左ページに過去問があって，
右ページに解説があるので，
見やすくて勉強がはかどる。

問題の作り方のクセや，ヒッカケ
のパターンまで見えてくる！

オススメのポイント①
完全見開き展開！

オススメのポイント②
解説が簡潔！

オススメのポイント
問題の構造を読み解ける！

NEW

本体1300円＋税

過去問
選択肢の誤り部分が一目瞭然！効率よく学べる！

基礎レベルの過去問演習書！学習スタート期にオススメ！



●地方上級＜教養＞過去問500

解 説

1．正しい。選挙権も基本的人権の一つであるが，選挙は国政に関する意思を決定するという
公務たる性格も有しており，権利と公務の二元的性格を有する。

2．「全国民の代表」（憲法43条）とは，国家意思が国民の代表者たる国会議員によって形成さ
れるという政治的な意味での代表と解されている。したがって，議員は選挙区で選出されて
も全国民の利益のために行動しなければならず，選挙区や選出母体の指示には拘束されない。

3．憲法は政党に関する規定を設けておらず，党議拘束を行っても憲法に違反することにはな
らない。また，たとえ党議拘束に違反したとしても，政党からの処分はともかく，議員とし
ての地位には影響を及ぼさない。

4．憲法前文第一段 1項に，国政上の「権力は国民の代表者がこれを行使し」とあることから
明らかなように，現行憲法は代表民主制を原則としており，国民表決のような直接民主制の
制度は，憲法改正国民投票など憲法が明文で許容している 3つの場合（同79条 2項，95条，
96条 1項）を除いて認められない。したがって，法律の最終的な成否を国民投票に委ねるよ
うな立法措置を講じることは許されない。

5．免責特権（同51条）で免責の対象とされるのは，刑事責任，民事責任，懲戒責任という 3
つの法的責任であり，政治的責任までが免責の対象となるわけではない。

 正答　1

日本国憲法における代表と選挙に関する次の記述のうち，妥当なものはどれか。

1　選挙権は，国民が自己の政治的な意思を表明するという権利としての側面を有するのみな
らず，国会を組織する代表者を選挙するという公務としての側面をも有する。

2　国会議員は「全国民の代表」であり，この全国民とは具体的には有権者を意味する。した
がって，議員はその選出された選挙区における有権者の意思に拘束される。

3　選挙候補者は，政党の支援を受けて選挙に臨み，当選してからは当該政党の一員として活
動することから，国会の採決の場面における，いわゆる党議拘束は憲法上許されない。

4　立法権は，国民の代表者で組織される国会が独占するものとされているが，国民表決（レ
ファレンダム）により，法律を制定する際に国民投票を行うことは主権在民の観点から憲法
上認められる。

5　国会議員は，議院で行った演説，討論または表決について，院外で責任を問われないので，
名誉毀損などの法的責任のみならず，政治的責任も問われない。

地方上級

28
全国型，関東型，中部・北陸型

政治 日本国憲法における代表と選挙

【年度版】

　試験別・分野別に，過去に本試験で出
題された実際の問題を復元して500問収
録した過去問アーカイブです（大卒警察
官・消防官と高卒程度のものは350問）。
　志望試験の全体的な出題傾向や問題の
レベルの把握と，最新年度の過去問の
チェックには欠かせないシリーズです。

シリーズ
【年度版】

国家総合職 教養 ／ 国家総合職 専門 ／ 国家専門職［大卒］教養・専門
国家一般職［大卒］教養 ／ 国家一般職［大卒］専門
地方上級 教養 ／ 地方上級 専門
東京都・特別区［Ⅰ類］教養・専門
市役所上・中級 教養・専門
大卒警察官 教養 ／        大卒・高卒消防官 教養（刊行予定）

国家一般職［高卒・社会人］教養 ／ 地方初級 教養
高卒警察官 教養         

資格試験研究会 編●定価：本体1700～3200円＋税

村尾英俊 著●定価：本体1800円＋税
　苦手意識を持つ人が多い経済学（経済原論・経
済理論）を知識ゼロレベルから詳細に丁寧に解説。
初学者が挫折しそうなところには，これでもかと
補足説明を付けて，読者の理解を助けます！

最初でつまずかない経済学  ミクロ編／マクロ編

資格試験研究会 編●定価：本体1000円＋税
　実態のつかみにくい時事的な問題を攻略するた
めには欠かせない２冊です。教養試験・専門試験
はもちろん，論文や面接試験対策としても使える
ので，今や全受験生必携の書となっています。

速攻の時事／速攻の時事 実戦トレーニング編

合格の500

（実戦トレーニング編は900円＋税）

【年間／定期号6冊・特別企画５冊・別冊２冊】
　公務員試験対策の分野では唯一の情報誌です。
各種の公務員試験の分析や最新の試験情報，公務
員の仕事FILE，合格体験記，基礎力チェック問題
など，毎号合格に不可欠な情報をお届けします！

公務員試験 受験ジャーナル
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●定価：本体1300～2000円＋税

（全14冊）

「実戦トレーニング編」は問
題演習だけでなく少し前
の時事知識もチェックでき
る！２冊ペアで使うべし！

「つま経」のおかげで
経済学のグラフ問題と
計算問題がなんとか解
けるようになった！

時期に応じた特集や試験
情報のほかに，学習対策
の連載もあるので，継続
的に購読してペースメー
カーとして使った。

まずは「スー過去」を回し
てポイントを押さえてから

「過去問500」を実力の確認
に使うのが一番イイ！

問題数と時間を本
試験に合わせて，
模擬試験的な使い
方もできちゃう！

オススメのポイント①
模試ができる！ オススメのポイント②

学習の総仕上げに！

NEW

公務員試験
志望試験の過去問がドッサリ！出題傾向の確認に最適！

合格者の評価＆利用率が高かった入門書・情報誌はコレ！



実務教育出版
〒163－8671 東京都新宿区新宿１－１－１２
 TEL：03－3355－1951（土日祝日を除く 9：00～17：00）　　　http://www. jitsumu.co.jp/

太字は特に受験者の多い採用試験, 青字は高校卒業程度の採用試験, ※はほかに社会人の採用区分がある試験を示しています
都道府県・市町村の早期試験や秋試験など日程が毎年変則的な試験，募集が技術系・資格免許職のみとなっている試験は除外しています

公務員試験と
書籍に関してもっと詳しい情報が

知りたい場合はコチラ！

主な公務員試験の第１次試験日（平成30年度）

４月21日
４月29日
５月３日
５月４日
５月５日
５月6日

５月12日
５月13日

５月19日
５月20日
　

６月10日

６月16・17日
６月17日
６月24日
７月１日
７月８日
７月22日
８月12日
８月18日
８月26日

９月１日
９月２日
９月８日
９月９日
９月16日

９月17日
９月23日

９月24日
９月30日

10月７日
10月14日
10月27・28日

１月13日

衆議院法制局総合職
国家総合職／警視庁警察官Ⅰ類（第1回）
参議院法制局総合職
参議院事務局総合職
衆議院事務局総合職
東京都Ⅰ類Ｂ／特別区Ⅰ類（一般方式）／警視庁警察行政職員Ⅰ類／
東京消防庁職員Ⅰ類／大阪府警察官Ａ（第１回）／大阪府警察官Ｂ（第１回）
衆議院事務局一般職［大卒］
警察官（大卒程度5月型）／裁判所総合職／裁判所一般職［大卒］／
東京都Ⅰ類Ａ／東京消防庁消防官専門系／北海道Ａ区分／
警察官（高卒程度５月型）／海上保安学校（特別）
国会図書館総合職／国会図書館一般職［大卒］
大阪府行政（22－25）／大阪市事務行政（22－25）／北海道警察官（第１回）／大分県警察官Ａ／
東京消防庁消防官Ⅰ類（１回目）／東京消防庁消防官専門系

財務専門官／国税専門官／食品衛生監視員／皇宮護衛官［大卒］／法務省専門職員／
労働基準監督官／航空管制官／防衛省専門職員
外務省専門職員
国家一般職［大卒］
地方上級（府・県・政令市）／市役所上級（Ａ日程）／地方中級（6月タイプ）
国立大学法人等職員
警察官（大卒程度7月型）
市役所上級（Ｂ日程）
東京都キャリア採用
参議院事務局一般職［高卒］／参議院事務局衛視
東京消防庁消防官Ⅰ類（２回目）／東京消防庁消防官Ⅱ類

衆議院事務局一般職［高卒］／衆議院事務局衛視
国家一般職［高卒］※／税務職員／特別区経験者
東京消防庁消防官Ⅲ類
裁判所一般職［高卒］／東京都Ⅲ類／特別区Ⅲ類／警視庁警察行政職員Ⅲ類／東京消防庁職員Ⅲ類
市役所上級（Ｃ日程）／市役所初級／刑務官※／
警察官（大卒程度9月型）／警察官（高卒程度9月型）／警視庁警察官Ⅲ類（第2回）
警視庁警察官Ⅰ類（第２回）／北海道警察官（第２回）
地方初級（道府県・政令市）／北海道Ａ区分／地方中級（9月タイプ）／
皇宮護衛官［高卒］／入国警備官※／航空保安大学校／海上保安学校
大阪府警察官Ａ（第２回）／大阪府警察官Ｂ（第2回）
国家総合職（法務・教養）／国家経験者（係長級〔事務〕）

大阪府行政（26－34）／大阪市事務行政（26－34）
警察官（高卒程度10月型）
海上保安大学校／気象大学校

警視庁警察官Ⅰ類（第3回）／警視庁警察官Ⅲ類（第3回）

高卒程度の試験（初級試験）は
８～10月にかけてが
第１次試験のピークだよ

市役所の採用試験には主に
３パターンの日程があるけど
９月のC日程に属する市が

一番多いよ

国立大学法人等職員は「公務員」ではないけど
公務員に準ずる職種として人気があるよ

消防官（消防士）の試験は
事務系の市役所試験と

同じ日程のところが多いよ

警察官・消防官などの地方公務員試験では
１年に複数回の採用試験を行うところも

けっこうあるよ

都道府県・政令指定都市の
大卒程度の採用試験は

「地方上級」って呼ばれるよ

国税専門官や財務専門官などの
試験区分は総称して

「国家専門職」って呼ばれるよ

大卒程度の試験（上級試験）は
４月下旬～７月にかけてが
第１次試験のピークだよ

「Ⅰ類」「上級」は大卒程度
「Ⅱ類」「中級」は短大卒程度
「Ⅲ類」「初級」は高卒程度

の採用区分だよ


