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試験が延期になり、再度情報収集

参考書・過去問の収集、試験の傾向分析

面接、試験勉強、研究が立て込んでバタバタ…

公務員試験 &官庁訪問準備のタイムライン

「警察庁には、どんな人がいるの？」
「警察庁で働く魅力って、何だろう？」
「官庁訪問ってどんな感じだろう？」
「自分が培ってきた力は警察庁で活かせるの？」
「警察庁に入るには何をすればいいんだろう？」

このパンフレットを手に取ってくれた「あなた」も
就職活動の多くの疑問を抱えていることでしょう。
そして、そんな疑問を、
私たち職員も就職活動中に抱えていました。

警察庁への歩き方は、十人十色。

これから私たちがあなたにお伝えする、
「入庁してから知ることのできた警察庁の魅力」が、
「私たちの就職活動の経験」が、

人生の岐路に立つあなたにとっての道しるべとして
少しでも役に立ちますように･･･

警察庁総合職技術系行政官（若手職員一同）

2020年の国家公務員試験及び官庁訪問は、新型コロナウイルス感染症の影響で、事前面談
会が加わるなど、例年とは異なる日程・試験内容で行われていることに注意してください。
それ以前の例年の場合は、国家公務員採用総合職試験が４月下旬頃から６月中旬頃にかけ
て行われ、官庁訪問が６月下旬頃から７月上旬頃までにかけてとなっています。また、技術系
の採用については、前年までに国家公務員採用総合職試験を合格した方向けの既合格者向
け官庁訪問が６月上旬頃に行われています。本年度のスケジュールの最新情報については、
人事院のホームページで確認してください。

令和３年
入庁職員
の場合

（2020年の場合）
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試験対策として、どのような勉強をしましたか？Q
一次試験はとりあえず過去問を解きました。専門科目は、あらかじめ解く問題を生物学に絞り、教科書を
読み直して過去問を解きました。面接対策としては、ハローワークでESの添削と面接の練習をしてもらい
ました。

就職活動はいつ頃から始めましたか？Q
一度国家公務員試験に落ちているので、かなり余裕をもって始められたと思います。試験に落ちてすぐ
外資系企業の早期選考を受けるなどしたので、就職活動は1年前から始めました。

試験対策の反省はありますか？Q
一次試験の合格発表後気が抜けて、二次試験の勉強がカツカツになってしまったことです。気が抜けて
しまうことを見越した上で勉強していたらよかったと思いました。

就活中にやっておくべきことはなんですか？Q
公務員以外にも、民間企業を受けておくとよいと思います。視野が広がりますし、精神的な安定につなが
ると思います。

遠方地からの官庁訪問者にアドバイスはありますか？Q
官庁訪問中は暑さや慣れない環境で体調を崩しやすいので、宿泊地は居心地のよい場所を選ぶとよい
かもしれません。

女性性別

28歳年齢（入庁時）

京都大学大学院大学・大学院

生物科学専攻学科・専攻

化学・生物・薬学区分（院卒）試験区分

理学研究科学部・研究科等

1回説明会参加回数

読書、音楽鑑賞趣味

profile

警察庁を志望したきっかけは？Q
子供の頃から刑事ドラマが好きで、事件を解決したり人の命を守る警察官の仕事に憧れがありました。
就職先を選ぶ中で、警察には制服を着た警察官だけではなく、様々な技術を使って社会を便利にする
技官という存在を知り、技術の力で日本の安全を支えたいと思い、警察庁を志望しました。

試験対策の反省はありますか？Q
教養科目をおろそかにしすぎて、点数がギリギリになってしまったことです。配点が高い専門科目に多く
時間を割くことになると思いますが、教養科目にも足切点はあるので、どちらもバランス良く勉強すれば
よかったと思っています。

官庁訪問中、気をつけていたことは？Q
当たり前かもしれませんが、しっかりと休養を取ることが重要です。面接はどれだけ準備しても緊張する
と思いますが、最後は自分を信じるしかありません。また、受験者はライバル同士ですが敵視しすぎず、
積極的に情報交換やコミュニケーションを取ることも意識しました。

官庁訪問はどのようなスケジュールで行いましたか？Q
第1クールの初日に第1希望の省庁を訪問することも考えましたが、「失敗したらどうしよう」と不安になった
ので、ウォームアップをかねて1日目は第２希望、２日目に本命の警察庁、３日目に第３希望を訪問しました。

官庁訪問で疲れたときのおすすめのリフレッシュの方法は？Q
上野公園を散歩したりベンチで涼んだりしていました。趣味など別のことをしていても、私は面接のことが
頭から離れなかったので、あえて何も思考しないことで精神的にもリラックスできました。おすすめです。

男性性別

24歳年齢（入庁時）

東京大学大学院大学・大学院

バイオエンジニアリング専攻学科・専攻

工学区分（院卒）試験区分

工学系研究科学部・研究科等

３回説明会参加回数

料理趣味

profile
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大阪府で研修中 愛知県で研修中

インタビュー
若手職員への

インタビュー
若手職員への



警察庁を志望したきっかけは？Q
小さい頃から警察への憧れはありましたが、これまで自分がやってきたことと警察の業務が自分の中で
結びつかず、当初は縁がないと思っていました。しかし、警察庁では専門分野にとらわれず多様な人材が
活躍していることを知り、自分もこの組織の一員として第一線の警察官を支え、国民を守る仕事に携わり
たいと思うようになりました。

試験対策のポイントは？Q
教養試験は、反復練習が一番だと思います。私は数的推理と判断推理が苦手で何度も心が折れそうに
なりましたが、繰り返すうちに自然と手が動くようになります。専門試験は、規定の科目数に加えて何科目
か勉強しておくのがおすすめです。私は本番の試験で、選択する予定だった問題が解けず、追加で対策
していた科目に救われました…。

福岡県で研修中 埼玉県で研修中

官庁訪問中、気をつけていたことは？Q
構えすぎないことです。当日はどうしても緊張してしまうものなので、気楽すぎるくらいがちょうどいいと自
分に言い聞かせ、待ち時間もリラックスして過ごすよう心がけました。そのおかげか面接では堅くならず
に、素の自分を見ていただけたように思います。

説明会・インターンシップに参加していかがでしたか？Q
警察庁の業務内容や職員の方々の雰囲気をじっくり知ることができる良い機会でした。また、国家公務
員を目指す友人ができたことは大きな収穫でした。国家公務員は内定までの道のりが本当に長いので、
励まし合える仲間の存在がとても有り難かったです。彼らの中には他省庁を選んだ人もいれば、なんとこ
の度一緒に警察庁に入庁した人もいます！

大学時代にやっておいてよかったと思うことはありますか？Q
塾講師のアルバイトを長く続けたことです。子供たちや保護者の方など、世代も立場も異なる人たちと対
話して信頼関係を築いた経験が、就職活動にも生かされたと感じます。

女性性別

24歳年齢（入庁時）

東京大学大学院大学・大学院

生物科学専攻学科・専攻

化学・生物・薬学区分（院卒）試験区分

理学系研究科学部・研究科等

５回くらい＋インターンシップ説明会参加回数

茶道趣味

profile

警察庁を志望したきっかけは？Q
東日本大震災での経験をきかっけとして、災害、テロ等のへの対処及び緊急事態に対する危機管理体
制の構築に携わりたいと思い、警察庁を志望しました。

就職活動はいつ頃から始めましたか？Q
学部三年の夏から就職活動を始めました。複数の試験研究機関でのインターンシップやOB訪問を行い
ました。様々な業界の人に話を聞くと視野が広がって面白いと思います。また、多様な経験を積むことは
官庁訪問に限らず民間企業の面接でも活用できるのでおすすめです。

情報収集はどうやっていましたか？Q
霞が関で働いている大学の先輩に相談し、疑問点を解消しておきました。また、不確かな情報も多いの
で注意が必要ですが、ＳＮＳ等による検索も有用だと思います。確実な情報源としては、説明会、官庁の
ＨＰや白書も有用だと思います。

官庁訪問中、気をつけていたことは？Q
休養を取ることです。３つの省庁の面接に最後まで残ると精神的にも体力的にもしんどいのでおいしい
ものを食べてしっかり寝ると良いと思います。

官庁訪問で疲れたときのおすすめのリフレッシュの方法は？Q
皇居、美術館、本屋さんなど東京駅の近辺には素敵な場所がたくさんあり、散策すると気分が高揚するの
でおすすめです。

男性性別

24歳年齢（入庁時）

東京海洋大学大学・大学院

海洋生物資源学科学科・専攻

農業科学・水産区分（大卒）試験区分

海洋生命科学部学部・研究科等

２回説明会参加回数

磯観察、ゲーム趣味

profile
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若手職員への

インタビュー
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試験対策として、どのような勉強をしましたか？Q
人事院から取り寄せた過去問で試験の内容や傾向を確認しました。教養試験対策では、配分が多い数
的処理・判断推理・資料解釈を重点的に解きました。専門（選択）試験対策として国家一般職試験の過
去問を、専門（筆記）試験対策として院試の問題を解きました。

情報収集はどうやっていましたか？Q
公務研究セミナーに参加して職員の方と話もしましたが、採用パンフレットからの情報収集がほとんどで
した。大学に過去の採用パンフレットがあったため、２冊分は読みました。官庁訪問では、採用パンフレ
ットに載っている人と面接することもあるので、面接対策にもつながったと思います。

官庁訪問中、気をつけていたことは？Q
周りの人たちと情報共有したり、雑談したりするよう心掛けていました。官庁訪問中はずっと面接してい
るわけではなく、待機時間もそれなりにあります。ずっと気を張っていては疲れてしまいますし、来年同期
となるかもしれない人たちと仲良くなっておきたかったというのもありました。

説明会に参加していかがでしたか？Q
私はいろんな省庁の説明会に参加しましたが、その省庁の業務や雰囲気を知ることができたので参加し
て良かったと思っています。警察庁の説明会では若手職員と話せる機会もあり、警察庁での業務はもち
ろん、警察大学校や地方研修の話を聞けたり、試験・官庁訪問対策の相談に乗ってもらえたりするので
オススメです。

官庁訪問に関して、もっとやっておけば良かったと思うことはありますか？Q
逆質問の時間が多く取られていたなという印象があるので、もっと考えておけば良かったなと思います。
警察庁の面接ではメモを持ち込めるので、業務説明の際に気になったキーワードをひかえておくのも一
つの手です。不安な人はちょっと多いかも･･･くらいの量の質問を事前に考えておくと良いと思います。

女性性別

24歳年齢（入庁時）

上智大学大学院大学・大学院

理工学専攻（機械工学領域）学科・専攻

工学区分（院卒）試験区分

理工学研究科学部・研究科等

3回説明会参加回数

焼肉、漫画趣味

profile

警察庁を志望したきっかけは？Q
中学時代の経験から、世の中の理不尽に辛い思いをする人を救いその数を減らしたいと考えて、警察を
志望しました。様々なことに興味をもち、知識や経験を積むことが好きな性格が総合職の業務とマッチ
していると感じたことも理由の1つです。

試験対策として、どのような勉強をしましたか？Q
専門試験は、各科目に1冊参考書を決めてそれを一通り読んだ後、過去問を解いて頻出分野を重点的に
学習しました。教養試験は専門試験の勉強の合間に市販の一番売れていそうな参考書を購入して解き
ました。

就職活動はいつ頃から始めましたか？Q
民間就活は修士1回生の５月から始めました。本格的に各省庁の説明会への参加や面接対策を始めた
のは修士1回生の10月頃です。民間就活と並行はかなりしんどかったですが、面接に慣れて学チカや自
己ＰＲ等の内容も練ることができたので結果的には良かったと思います。

試験対策の反省はありますか？Q
私は1年目の専門試験の勉強で内容が深く難しすぎる参考書を買ってしまい、読み解こうとしたけど時間が
足りず落ちてしまったので、最初から自分のレベルにあった参考書を選んでいれば・・・と後悔しています。

情報収集はどうやっていましたか？Q
まず大学のキャリアサポートルームで人事院・省庁主催の説明会や国家公務員を目指す学生団体がある
ことを知り、そこに参加しました。学生団体では、各省庁の官庁訪問に関する情報交換や学生同士の模擬
面接もできて、面接対策になりました。

女性性別

25歳年齢（入庁時）

京都大学大学院大学・大学院

人間健康科学系専攻学科・専攻

化学・薬学・生物区分（院卒）試験区分

医学研究科学部・研究科等

５回説明会参加回数

カフェ巡り、旅行趣味

profile
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京都府で研修中 兵庫県で研修中

インタビュー
若手職員への

インタビュー
若手職員への
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Q & A
おわりに

職員一同、

皆さんにお会いできる日を、

楽しみにしています！

採用に関する

選考に当たって国家公務員試験の順位は選考
に影響しません。警察庁は、人物本位の採用を
行なっています。採用担当として、たった一度きり
の試験の順位は横に置いておいて、あなたという
「人」を見させていただきます。

国家公務員試験の順位は
選考に影響しますか？

Q 1

警察庁は、理系の素養を持った方であれば、専
攻にかかわらず採用しています。「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」
「デジタル」など、幅広い試験区分から採用予
定です。数物系、工学系、森林・自然系、農業系、
化学・生物系の各分野の先輩たちが活躍してい
ます。

どの試験区分から
採用していますか？

Q 2

試験区分による有利・不利はありません。警察
全体として様々な分野の科学技術に幅広く対応
していくため、警察庁は多様な分野の人材を求
めています。また、大卒、院卒といった学歴による
有利・不利もありません。

試験区分や大卒・院卒といった
区分によって有利・不利はありますか？

Q 3

ありません。どの総合職若手職員も、入庁後の
個人の適性・能力などを総合的に判断して、適
切な所属に配置されます。若手のうちは、あらゆ
る分野の警察業務に就くので、幅広く経験を積
むことができます。

試験区分によって採用後の
業務に違いはありますか？

Q 4

専攻分野によりますが、業務の中で、大学で学
んだ専門知識自体を直接生かすことは、それほ
ど多くないかもしれません。むしろ、総合職技術
系の職員として、幅広い科学的素養、論理的考
察力、柔軟な発想力、コミュニケーション力とい
った、勉学や研究の過程を通じて培われた総合
的な力が求められます。

大学での専攻は
生かせますか？

Q 5


