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EX713／公務実践演習 

(Seminar on Administrative Praxis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
官民での活躍に必要な資質・能力の修得と行動・思考習慣の変容 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 賢二(HASHIMOTO KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、受講生が将来にわたり存分に活躍できる資質・能力の修得と行動・思考習慣の変容を目標とする。授業担当者が現

職の国家公務員であることから、公務志望者を主な受講対象として想定しているが、民間企業への就職志望者であっても、ビジ

ネスにつながる幅広い視野や質的な思考方法の獲得を意図する者の参加を歓迎する。 

演習は、人口減少、技術革新、気候変動などの世界的な課題や社会課題に関係した政府の活動を題材としながら、それらの課

題の影響や対処策などについて討議することを通じて、受講生が将来にわたって活躍できるようになるための物事の捉え方や本

質的な思考方法を修得し、行動や思考の習慣を変容させることを目指す。 

実社会の課題に即した演習により、基礎科目・専門科目で修得した知識・技能・倫理が、組織や社会の形成と発展に必要な法と

制度の実践的な運用につながるよう、法的思考能力に限定せずに、学際的な思考能力の向上を図る。 

 

The purpose of this Seminar is to acquire the abilities to play an active role in the future and to change students’ behavior and 

thinking habits. Since this Seminar will be led by an incumbent national civil servant, it is assumed that each participant for this 

Seminar is aspiring to become civil servants. But even if they are aspiring to work for a private company, we welcome the 

participation of those who intend to acquire a broad perspective and critical thinking that will lead to business. 

Each participant will discuss national government activities related to global and social issues reported by daily news, such as 

population decline, technological innovation, climate change, and discuss the impact of these issues and countermeasures. Aim 

to change students’ behavior and thinking habits by learning how to grasp things and critical thinking methods so that they can 

play an active role in the future. 

Through discussions linked to the real world in this seminar, the knowledge, skills, and ethics acquired in basic and specialized 

subjects can be linked to the practical operation of laws and systems necessary for the formation and development of 

organizations and societies. Improve students’ interdisciplinary thinking ability without limiting to Legal thinking ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人口減少、技術革新、気候変動などの世界的な課題や社会課題への現状認識を深めた上で、日々報道される政府の活動を題

材とした個人発表と受講生相互の討議を行う。個人発表の回数は受講者数により変動するが、本演習全体を通じて２回以上とな

ることを予定している。 

物事の捉え方と本質的な思考方法の基礎となる知識・技能・倫理などのインプットは、基礎科目・専門科目や受講生の興味・関心

に基づいた自主的な活動などにより修得されているとの前提の下、本演習では、個人発表、討議中の発言、リアクションペーパー

の文章表現などの徹底的なアウトプットを重視する。様々なアウトプットの機会を通じて、受講生自身が自らに不足している資質・

能力に気が付くことができるように促す。 

授業担当者はキャリアデザインを専門とする現職の国家公務員であり、公務外でも様々な場で活動している。本演習では、これ

らの知見や経験を踏まえた実践的な指導により、受講生のキャリア形成に資する成長を促す。 

 

After lectures promote understanding of current situation of global and social issues such as population decline, technological 

innovation, and climate change, each participant is required to make a presentation rerated to national government activities 

reported by daily news and discuss it. The number of presentations by participants will vary depending on the number of 

participants, but it is planned to be two or more throughout this Seminar. 

Inputs such as knowledge, skills, and ethics that form the basis of how to grasp things and critical thinking methods are acquired 

through basic subjects and specialized subjects, and voluntary activities based on the interests of students. Based on this 

premise, this Seminar emphasizes thorough output such as presentations, remarks during discussions, and reaction papers. 

Through various output opportunities, encourage students to become aware of their abilities that they lack. 

This Seminar will be led by an incumbent national civil servant who specializes in career design, and is active in various places 

outside of public affairs. In this Seminar, practical guidance based on these knowledge and experiences will promote growth that 

contributes to the career development of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 



担当教員の自己紹介、演習方針、受講者の自己紹介と本演習の履修動機の発表、個人発表の順番決めなど 

2. 活躍できる社会人になるための思考法・行動様式に関する講義と討議 

3. 人口減少、技術革新、気候変動の現状に関する講義と討議 

4. 個人発表と個人発表に基づく討議１ 

5. 個人発表と個人発表に基づく討議２ 

6. 個人発表と個人発表に基づく討議３ 

7. 個人発表と個人発表に基づく討議４ 

8. 個人発表と個人発表に基づく討議５ 

9. 個人発表と個人発表に基づく討議６ 

10. 個人発表と個人発表に基づく討議７ 

11. 個人発表と個人発表に基づく討議８ 

12. 個人発表と個人発表に基づく討議９ 

13. 個人発表と個人発表に基づく討議 10 

14. 演習を通じて得られた気付きに関するまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文章でアウトプットすることこそが物事の捉え方や本質的な思考方法を深化させることにつながることから、毎回の演習後には、

演習を踏まえて考えたことなどについてリアクションペーパーの提出を求める（毎回のリアクションペーパーとして評価）。 

第１回から第３回までの講義と討議では、受講生の疑問や興味・関心に応じて参考文献を示し、それらの購読を勧める。 

第４回から第 13 回までの個人発表は、１回につき２名からの発表を求める。個人発表の内容は、発表者が興味・関心を持った国

の行政に関する報道を題材とし、当該報道について事実概要（１次資料が存在する場合は必ず触れること）・事実の背景・考えら

れる影響・今後の展開や予想についてＡ４用紙１枚にまとめて 10 分程度で発表する（担当報告の内容として評価）。その後、30

分程度で受講生が相互に討議し（平常の授業態度として評価）、授業担当者が 10 分程度で総括する。 

最終回は、演習を通じて得られた気付きについて各受講生に発表を求め、その後の学生生活や社会での活躍に向けたアドバイ

スなどを行う。 

なお、日頃から新聞やニュース等で幅広く情報収集するだけでなく、新書なども活用して思考の軸となる様々な知識の修得に努

めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(30%)/毎回のリアクションペーパー(40%)/平常の授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 

 

参考文献（Readings） 

1. バーバラ・ミント、1999、『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-

4478490273) 

2. 照屋華子他、2001、『ロジカル・シンキング』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492531129) 

3. 安宅和人、2010、『イシューからはじめよ―知的生産のシンプルな「本質」』、英知出版 (ISBN:978-4862760852) 

4. 上野千鶴子、2018、『情報生産者になる』、筑摩書房 (ISBN:978-4480071675) 

5. 合田哲雄、2019、『学習指導要領の読み方・活かし方―学習指導要領を「使いこなす」ための 8 章』、教育開発研究所 

(ISBN:978-4865605051) 

6. 浅野大介、2021、『教育 DXで「未来の教室」をつくろう』、学陽書房 (ISBN:978-4313654037) 

１～４は、思考や表現を洗練させるために優れている参考文献である。 

５～６は、政府の活動の一例として、教育改革に取り組んだ現役の国家公務員による著作であり、政策形成や政策に込められた

想いを知る上でも参考になる文献である。 

その他、受講生の興味・関心に応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名 

配当年次：３，４年生 

選考方法： 

  ①題目：公務実践演習の履修動機 

   ②字数：1,000 字以内 

 

注意事項（Notice） 

 


