
主催／神戸大学生活協同組合  共催／神戸大学キャリアセンター  プログラム提供／TAC株式会社 

公務員 地方上級･国家Ⅱ種レベル公開模試 学内受験のご案内 
 
公務員を目指す人を対象とした公開模試を、学内で実施します。 
択一試験に論文試験や専門記述試験を加え、本試験と同様の形式で全 4 回実施。各回、受験先にあわせた
試験種を選択して受験をすることができるので、本試験直前の総合的な実力判定に最適です。 
※この模試は、資格の学校 TAC「地方上級･国家Ⅱ種レベル模試」公開模試第 1～4回と同じの内容です。重複受験のないよ
う注意してください。 

※申し込み時に各回 1試験種を選択できます。2つ以上の試験種を選択することはできませんのでご注意ください。 
 
 
模試名称 内 容 実施日 申込締切日 

第 1回公開模試 東京都Ⅰ類 B・特別区Ⅰ類・裁判所事務官Ⅱ種を想定 3月 13日（日） 2月 14日(月) 
第 2回公開模試 国税専門官※1・労働基準監督官 Aを想定 3月 27日（日） 2月 28日(月) 
第 3回公開模試 国家Ⅱ種(行政職)※2を想定 4月 9日（土） 3月 11日(金) 
第 4回公開模試 地方上級・市役所を想定 4月 16日（土） 3月 18日(金) 

※1 この模試では情報数学と情報工学の出題はありません。 ※2 この模試では心理学と教育学の出題はありません。 

【場所】 鶴甲第 1(大教･国文)キャンパス K棟 202教室 (第 1回～4回共通) 
【受験料】 各 4,750円 
【申込方法】 ◆所定の申込書に記入し、生協受付店舗に受験料と共にお申し込みください。 

 受付店舗：組合員サポートデスク 
◆受験料のお支払いは、現金のみになります (PiTaPaカード、Tuoカードなどは使えません)。 

【注意事項】 ◆試験当日は、「領収証 兼 仮受験票」を忘れずに持参してください。 
◆やむを得ない理由により欠席した場合も、受験料の返金はできません。 
 申込書に記載された住所に、後日、問題･解答用紙･回答･解説を郵送します。 

【お問合せ先】 神戸大学生活協同組合 組合員サポートデスク 
電話:078-871-3691 E-MAIL:career@kucoop.jp 

 
 

2011年 3月 13日(日) ≪第 1回公開模試スケジュール≫ 
試験種 集合 オリエンテーション 教養択一 専門択一 専門記述 小論文 論文(教養+専門) 

東京都Ⅰ類 B ※3 ---------------- 13:00-15:00 15:20-17:10 
特別区Ⅰ類 9:30-11:30 13:00-14:30 14:50-16:10 ---------------- 

裁判所事務官Ⅱ種 
9:10 9:15-9:30 

9:30-12:00 13:00-14:30 ---------------- ---------------- 14:50-16:50 
 

※3 北海道、大阪市の試験形式は、東京都Ⅰ類 Bと比較的近いので、第１回公開模試の受験をお勧めします。 

 
2011年 3月 27日(日) ≪第 2回公開模試スケジュール≫ 

試験種 集合 オリエンテーション 教養択一 専門択一 専門記述 
国税専門官 13:30-15:50 16:20-17:40 
労働基準監督官 A 9:10 9:15-9:30 9:30-12:30 13:30-16:00 16:20-18:20 
 



 
2011年４月 9日(土) ≪第 3回公開模試スケジュール≫ 

試験種 集合 オリエンテーション 教養択一 小論文 専門択一 
国家Ⅱ種 (行政職) 9:10 9:15-9:30 9:30-12:00 13:00-14:00 14:20-17:20 

 
2010年４月 16日(土) ≪第 4回公開模試スケジュール≫ 

試験種 集合 オリエンテーション 教養択一 専門択一 小論文 専門記述 
地方上級 全国型 9:30-12:00 
地方上級 関東型 9:30-11:30 
地方上級 中部北陸型 

15:20-16:40 ----------------- 

法律専門型 
経済専門型 

9:30-12:00 15:20-16:20 16:40-18:10 

札幌市型 9:30-11:45 

13:00-15:00 

15:20-16:50 ----------------- 
横浜市型※4 9:30-12:20 ----------------- 13:20-14:20 
市役所上級 (教養) 

9:10 9:15‐9:30 

9:30-11:30 ----------------- 13:00-14:20 ----------------- 
※4横浜市型の専門記述は専門時事論文です(教育学の出題はありません)。 

【第 4回公開模試 試験種選択の目安】 

地方上級 全国型 

青森県 岩手県/一般行政 A 宮城県 秋田県/行政 A 山形県 
福島県 滋賀県 京都府/行政Ⅰ 兵庫県 奈良県 和歌山県 
鳥取県 島根県 岡山県 広島県/行政 山口県 徳島県 
香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 仙台市 さいたま市 千葉市 
川崎市 新潟市 静岡市 浜松市 京都市 堺市 
広島市/行政事務:行政 北九州市/一般事務員:行政｢総合｣ 福岡市/行政事務:行政 

地方上級 関東型 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 
長野県 新潟県 静岡県 

地方上級 中部北陸型 岐阜県 愛知県/行政Ⅰ 三重県 富山県 石川県 福井県 

法律専門型 広島県/行政:法律 名古屋市/事務:法律 神戸市/一般行政:法律 
広島市/行政事務:法律 

経済専門型 広島県/行政:経済 名古屋市/事務:経済 神戸市/一般行政:経済 
広島市/行政事務:経済 

札幌市型 札幌市 
横浜市型※4 横浜市 

市役所上級 (教養) ※5 
岩手県/一般行政 B 秋田県/行政 B 愛知県/行政Ⅱ 
三重県/行政Ⅱ 京都府/行政Ⅱ 名古屋市/行政一般 
北九州市/一般事務員:行政Ⅰ･Ⅱ 教養型試験を実施するその他の市役所 

※4 横浜市型の専門記述は専門時事論文です(教育学の出題はありません)。 
※5 上級(教養型)の教養択一問題は消防官公開模試と同一の問題です。 

◆上記区分はあくまでも平成 22年度の試験情報に基づいた目安であり、自治体によっては、一部形式が異
なる場合があります。 
◆“/”の注記がない自治体は、一般行政職や一般事務職を目安としています。 
◆北海道、大阪市の試験形式は、東京都Ⅰ類 Bと比較的近いので、第１回公開模試の受験をお勧めします。 
 


