
表Ⅱ-1　個人申込 2021/3/22

試験名 区分・職種 1次試験日
インターネット申込み

期間
郵送申込

警視庁警察官Ⅰ類（第1回） Ⅰ（男女） 4月中旬 3/5-3/12 問合せ

福岡市（行政特別枠） 事務系 4/2-4/15 3/1-3/15 不可

横浜市　【技術先行実施枠】 技術系 4/18(日) 3/1-3/17 不可

長崎県【行政B（SPI方式）】 事務系 4/18(日) 3/1-319 不可

佐賀県　【特別・スポーツ特別】 事務系 4/6-4/19 3/1-3/19 不可

大分県　【上級特別枠】 事務系 4/18(日) 3/1-3/19 不可

鹿児島県【行政特別枠】 事務系 4/18(日) 3/8-3/24 不可

山口県（チャレンジ型） 事務系 4/18(日) 3/5-3/25 不可

北九州市　【4月先行実施枠】 事務系 4/10-4/18・5/9 3/8-3/29 不可

宮崎県【一般行政特別枠】【社会人】 事務系 4/7-4/21 3/1-3/31 不可

大阪府警察官（第1回） A男女 5/5(水) 3/1-3/31 不可

東京特別区　Ⅰ類 事務系・技術・専門
職

5/2(日) 3/19-4/5 問合せ

国家公務員総合職（院卒者・大卒程度） 事務系・技術系 4/25(日) 3/26-4/5 不可

鹿児島県警察官A A（男女・武道・サイバー） 5/9(日) 3/15-4/5 4/7(水)

財務専門官 事務系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

国税専門官 事務系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

労働基準監督官A・B 法文系・理工系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

法務省専門職員（人間科学） 矯正心理・法務教官・保護観
察官・法務教官（社会人） 6/6(日) 3/26-4/7 不可

航空管制官 語学系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

皇宮護衛官 公安系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

食品衛生監視員 専門系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

海上保安官 公安系 6/6(日) 3/26-4/7 不可

大分県警察官 A男女 5/9(日) 3/15-4/8 不可

東京都Ⅰ類B（大卒程度） 事務・技術・専門職 5/2(日) 4/2-4/8 問合せ

東京都Ⅰ類A（院卒程度） 事務・技術 5/9(日) 4/2-4/8 問合せ

東京消防庁職員　Ⅰ類事務 事務系 5/2(日) 4/2-4/8 問合せ

裁判所職員（総合職・一般職） 事務系 5/8(土) 4/1-4/9 4/5(月)

大阪府　大卒程度（行政・警察行政・技術） 事務・技術 5/16(日) 3/1-4/9

兵庫県警察官（第1回） A（男・武道）・心理相談 5/8(土) 3/22-4/9 不可

山口県警察官（第1回） A男女 5/9(日) 3/5-4/12 不可

広島県警察官（第1回） A男女 5/9(日) 3/1-4/13 不可

国家公務員一般職 事務系・技術系 6/13(日) 4/2-4/14 不可

東京消防庁消防官（Ⅰ類） 消防官 5/9(日) 4/2-4/15 問合せ

大分県　【総合土木】 技術系 5/16(日) 3/29-4/16 不可

東京消防庁消防官（専門系） 法律、建築、電気、電子・通
信、化学、物理、土木、機械 5/16(日) 4/2-4/19 問合せ

福岡県警（第1回） A（男女）・C（語学・情報
工学） 5/9(日) 4/1-4/22 問合せ

防衛省専門職員（語学） 語学系 6/6(日) 4/8-4/22 不可

大阪市
事務行政（22-25）・社会福
祉・技術（大卒程度・短大高
専卒程度））

6/20(日) 4/7-4/28 問合せ

高卒・
大卒 兵庫県警察官（第1回） B（男・女・武道）・サイ

バー（A・B)・心理相談 4/29(木) 3/22-4/9 不可

大阪府警察官（第1回） B（男・女） 5/5(水) 3/1-3/31 不可

高
卒
程

海上保安学校学生（特別募集） 船舶運航システム 5/16(日) 3/26-4/2 不可

広島県警察官（第1回） B男女 5/9(日) 3/1-4/13 不可

※教養重点科は「イン
ターネット申込の手引
き」を持参して下さい。

　　各自で申込手続きを行ってください。

◆インターネット申込のみ（もしくは原則）の官庁　※学校では願書の取扱はいたしませんので，注意して下さい。

学校のＰＣ（2号館５Ｆ）開放日時

　場所：2号館５Ｆ

●第１回開放日

4/6（火）16：00-17：00

3/31（水）10：00-11：00

●第2回開放日

大
卒
程
度



表Ⅱ-2　個人申込 2021/3/22

試験名 区分・職種 1次試験日 郵送申込 インターネット申込
学校配布開始日（予定）
について 申込方法

京都府警察官（第1回） A男女・B男女 5/9(日) 3/1-4/9 3/1-4/9 配布中

学校で願書は入手できま
すが，個人による申込し
かできません（団体申込
が不可）。よって郵送かイ
ンターネットで各自にて申
込を行って下さい。

国立国会図書館職員 大卒程度（総合職・一般
職・設備専門職） 5/9(日) 3/22-4/7 不可 なし

郵便請求かHPからダウン
ロードで願書を入手し，申
込も各自で行ってくださ
い。

試験名 区分・職種 郵送申込

日本年金機構 事務系 不可

（独）国立病院機構(九州グループ） 総合職 不可

日本政策金融公庫 総合職・地域総合職 不可

試験名 区分・職種 昨年1次試験日
昨年インターネット申

込み期間
郵送申込

大阪市【行政（22-25）・技術・社会福祉】 事務系・技術系・専門系 5/17(日) 4/2-4/17 不可

＜注意！＞

◆各自で郵送請求や申込を必要とする官庁　（学校による一括請求・申込ができない官庁）

京都府警，国立国会図書館については，団体申込ができませんので各自申込となります。

◆独立行政法人など準公務員の採用試験情報　

応募・エントリー締切日

　　各自で申込手続きを行ってください。

「日本年金機構」で検索し、エントリー。期限内（4/30
締切）にエントリーシートの提出あり。 エントリーはすでに始

まっていますので，各HP
で受験方法や募集内容
の詳細を確認してくださ
い。エントリーすると試験
情報の詳細が得られま
す。

「国立病院機構（九州グループ）」で検索し、マイナビエント
リー（4/21締切）。期限内にエントリーシートの提出・WEBテ
ストの受検。

「日本政策金融公庫」で検索し，エントリー。3/1～締
切記載無し（希望する方は早めにエントリーしてくださ
い）。

　　★日程未発表で，例年申込の早い官庁。今後判明次第本校HPで更新しますので，確認してください。

④今後発表される試験情報は，随時，本校のＨＰ「新着情報（画面中央）」でお知らせしますので，確認してください。

学校のＰＣ（2号館５Ｆ）開放日時

①インターネット申込の方法は，官庁HPや「インターネットの手引き」などを参照し，申し込んでください。

②本校のＰＣを利用して申込みを行う場合は，上記の利用日時を厳守してください。受験票などを印刷する場合の利用日時は，後日連絡いたします。

③各自で郵送申込する場合は，願書の指示に従って「簡易書留」などで郵送してください（ポスト投函では受理されません）。

今年度： 1次試験日 6/20（日） インターネット申込み期間4/7-4/28正午まで


