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受験ジャーナルに過去に掲載した面接データなどが見られる！

ホーム 第３編集部-４ <jtm-edit4>

 

教材PDFデータ［専…
試験］2020

穴埋めチェック 教養…
験編

穴埋めチェック 専門…
験編

国家公務員［教養…
験］本試験問題例集

国家公務員［専門…
験］本試験問題例集

市役所B・C日程［…
養］H29本試験問題例

集（PDF版）

市役所B・C日程［…
養］H30本試験問題例

集（PDF版）

市役所B・C日程［…
門］H29本試験問題例

集（PDF版）

市役所B・C日程［…
門］H30本試験問題例

集（PDF版）

実力判定テスト［採…
用資料］Ｃ

実力判定テスト［採…
用資料］K

実力判定テスト［採…
用資料］M

地方上級公務員［教…
試験］本試験問題例集

地方上級公務員［専…
試験］本試験問題例集

東京都１類Ｂ［教養…
験］本試験問題例集

東京都１類Ｂ［専門…
述式］本試験問題例集

特別区［教養試験］…
試験問題例集

特別区［専門試験］…
試験問題例集

本試験問題例集［科…
別］自然科学分野

本試験問題例集［科…
別］社会科学分野

本試験問題例集［科…
別］人文科学分野

本試験問題例集［専…
科目別］経済・商学分

野

本試験問題例集［専…
科目別］行政分野

本試験問題例集［専…
科目別］法律分野
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Jサイトは、サイバートラストの
サーバ証明書により実在性が認証
されています。また、SSLページ
は通信が暗号化されプライバシー
が守られています。

受講コースの略号表記
受講コースと当サイト内での   等の略号の対応は、

こちらをご覧ください。

20.01.31　2020(令和2)年度の試験日程　順次発表中！ 
20.01.31　公務員指導部Twitterアカウントのお知らせ 

受験案内・問合せ先リンク集
採用試験
20.01.31　2019年度 大卒程度各試験 概要一覧 
20.01.31　2019年度 都道府県・政令指定都市等 試験日程一覧 
20.01.31　2019年度 警察官試験日程一覧 
20.02.07　2019年度 市役所試験日程一覧 

実施結果
出題情報
19.12.26　2019年度 大卒程度各試験 出題内訳表
19.09.30　2019年度 国家一般職（高卒者 / 社会人〈係員級〉）出題の特色
19.06.28　平成30年度 高卒程度各試験 出題内容(教養試験 / 作文試験)
19.05.31　2019年度 国家総合職（大卒程度）[基礎能力試験]出題内容
19.05.31　2019年度 東京都１類B 論文試験/専門記述式試験 出題テーマ
19.05.31　2019年度 特別区１類 論文試験 出題テーマ
19.05.31　高卒程度各試験 過去5年間の出題テーマ
19.03.29　平成30年度 大卒程度各試験 出題内訳表
18.09.28　平成30年度 国家一般職(高卒者/社会人〈係員級〉)出題の特色
18.05.31　平成30年度 国家総合職(大卒程度)[基礎能力試験]出題内容
18.05.31　平成30年度 東京都1類B 論文試験 / 専門記述式試験 出題テーマ
18.05.31　平成30年度 特別区1類 論文試験 出題テーマ
18.02.28　平成25～29年度 大卒程度各試験 出題内訳表
18.04.27　平成25～29年度 高卒程度各試験 出題内容(教養試験 / 作文試験)

面接試験情報BOX

2021年度 大卒程度 各コース
2020年度 大卒程度 各コース
2019年度 大卒程度 各コース
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　■大卒程度公務員コース
［地方上級・国家一般職大卒・市役所上級］ 教材一覧
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充実の過去問データ

スクールより手軽で、独学より確かな合格対策！

©株式会社 実務教育出版



【通信講座】

出題傾向分析を踏まえた
受験ノウハウ満載の
通信講座
資料無料送呈！



【アンケート・お問い合わせ】
実務教育出版で検索！

アンケート
本日の資料

★★★大学生協事業連合が
 『公務員セミナー』 を
 9/5（土）に開催！
↑クリック（★★★が目印）

実務教育出版webサイトを
有効にご活用ください。
各種 twitter 配信中！

▼

お問合せは
こちら

▼

通信講座
資料請求

▼

受験 J
定期購読

▼
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▼以前の受講生番号の欄に

注）申込確認メール等は
　　　　　　割引前の価格が表示されます

サイトでも～9/30まで 受講料 10％OFF
★組合員は生協にて随時 受講料 10％OFF

▼学校名

【通信講座】
実務教育出版で検索！
ホームページのバナーから
資料請求と受講申込ができます。

←資料請求

←受講申込

56159
こうむいんごうかく


