❶  現在の仕事

MESSAGE
一年目職員からの
メッセージ

初等中等教育局財務課
給与予算・総括係

伊藤 拓海
Ito Takumi

❶公立の義務教育諸学校の教職員給与費の 3 分の 1

を国費で負担するという義務教育費国庫負担金制度
の執行等に携わっています。
行政

❷教育学部に在籍し、教職課程を履修する中で、時

代とともに教育現場が大きく変わっていることや教

❷  志望動機

研究開発局地震・
防災研究課企画調整係

髙森 健也
Takamori Kenya

土木

科学技術・学術政策局
研究開発戦略課総括係

中島

瞳

Nakashima Hitomi

❸

仕事のやりがい

❶測地学等に関わる事項の調査審議を行う会議の運
営や、地震火山研究開発事業の進捗管理、福島原発
訴訟の対応等を行っています。
❷科学技術分野等の魅力や面白さを多くの人に知っ
てもらいたいと思い、文部科学省を志望しました。
また、学生時代の経験から、高校に置かれる職業学
科の生徒の質の高さを実感し、関連の学科や業界の
発展や推進により関わる提案・貢献をしたいと思い、
入省を決めました。
❸会議の運営や資料の素案作成、事業の内容に関す
る仕事は、責任が重大で大変ですが、作成案が採用
されたり、仕事の役に立ったりしたときには、非常
にやりがいを感じます。また、関連分野の専門家か
ら、直接話を聞く機会があり、とても貴重な経験を
させていただいていると思っています。
❶主要業務として、
「科学技術・イノベーション白書」

の取りまとめに携わっています。毎年の閣議決定に

向け多くの関係者と連携しながら作成を行い、その
化学

後完成した冊子等を全国の関係機関に配布すること
で、我が国の科学技術施策等の周知に努めています。
❷学生時代に研究が社会に多くの技術をもたらし、

育現場が抱える課題等を知り、行政の立場から学校

それにより数々の恩恵を受けていることを常に感じ

における教育現場の在り方を見てみたい、自分も広
く携わってみたいと思い志望しました。

ていました。しかし研究者の研究環境には課題が多

❸学校教職員の処遇に関する業務に携わる中で、学

く、そこで素晴らしい研究者の支援を行いたいと考
え、志望しました。

校教育に不可欠な教職員の職務の在り方を考える機

❸最近当課にて研究力向上のための新たなる会合を

会が多く、教員を志していた自分としてはやりがい

設置しました。準備が非常に大変でしたが、無事開

を感じることばかりです。少しでも学校現場を支え

催されとても嬉しかったです。今後、本会合が社会

る教職員のためになることができれば幸いです。

に資するものとなっていくことを目指しています。

総合教育政策局生涯学習
推進課認定試験第一係

上床 梨々霞  
Uwatoko Ririka

行政

❶高等学校卒業程度認定試験及び中学校卒業程度認

定試験に関して、主に問題作成に関する業務を行っ
ています。
❷塾でのアルバイトの経験を通して、それぞれがお

かれた環境により学生の進路が制限される現状を目

初等中等教育局修学支援・
教材課情報企画推進係

の実態調査・整備促進や「教育の ICT 化に向けた環

Nakayama Nene

当しています。

中山 寧々  

❶ GIGA スクール構想に基づく 1 人 1 台端末整備
境整備の 5 か年計画」
（地方財政措置）の実施を担

行政

❷大学で歴史学科に所属しており、文化財や伝統文

化に関心がありました。また、国の制度や予算措置

の当たりにしたことがきっかけで、教育環境の整備
の必要性を強く感じました。

など、地方自治体では行えない根本の部分に携われ

❸受験者の方から直接感謝のお声をいただいたとき

るため、文部科学省を志望しました。

ることができていることに喜びを感じます。また、

問会の企画が、結果的に整備の促進につながったり

❸地方自治体とのやり取りの積み重ねや、会議、質

は、誰かが未来に向けて前に進みだすきっかけを作

直接受験者が試験を受けている場面を見ると、た

調査結果などの実態に結びついたりしたときにやり

くさんの人の役に立てているということを実感し

がいを感じます。

ます。

科学技術・学術政策局
政策課会計係

❶局内の事業担当課を取りまとめる課として、予算の

大谷 也真登  
Otani Yamato

行政

執行管理や予算・決算に係る業務などを行っています。
❷子供の頃に読んだ本がきっかけで日本語に興味を
持ち、大学では日本語教師の資格取得を目指して勉

強していました。その中で日本語教育の現場に触れた

大臣官房会計課監査班
監査第一係

古旗 宏海  
Furuhata Hiromi

❶主に教育系の部署からの執行相談を受けたり、
会計検査院との窓口としての業務を行ったりして
います。
行政

より広い視点で日本語教育に関わりたいと思い文部科

我が国の文化を担うクリエイターの方々も支えたい

学省を志望しました。

という思いから文部科学省を志望しました。
❸入省直後、何も分からない状態で執行相談を受け

❸予算の執行手続きや調書作成といった行政にまつ

坂巻 綾香  
Sakamaki Ayaka

わる仕事は一から学ぶことが多く、はじめは覚えるだ

るのは、用件を把握するだけでも一苦労でした。で

けで精一杯でした。しかし、仕事を覚えた上で理解し、

すが上司に相談したり自分で調べたりしながら一

理解した上で工夫を加えていくプロセスの中で自分の

つずつ解決していくことは自身の勉強にもなります

成長を感じられることは、日々の業務の中でやりがい

し、その積み重ねの先に適正な執行があると考える

となっています。

とやりがいも感じます。

❶私立幼稚園が改築などの施設整備を行う際の補助
金の執行を担当しています。

❷小学校教諭を目指し大学で学ぶ中で、より多くの
行政

子供に対する教育を考えたいと思い、文部科学省を
目指すようになりました。実際の子供の生活を日々
観察することはできないですが、全国の子供、かつ
未来の子供に対する支援ができるという点に魅力を
感じ、志望しました。
❸今の業務は私がメインの担当者となっていて、1
年目から大きな仕事を任されるため、日々やりがい
を感じています。その分、ミスしないようになど責
任を強く感じ、一つの業務をやり終えたときは達成
感を感じられます。
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文化行政にも関心を持っていました。これまで受け
継がれてきた文化財を守ることはもちろん、将来の

り、日本語教育に関する施策について勉強するうちに、

初等中等教育局
幼児教育課振興係

❷元々美術に親しみがあり、大学での学びを通して

研究開発局
環境エネルギー課総括係

溝口 颯乃  
Mizoguchi Hayano

化学

❶現代の最重要課題である環境問題に関し、気候変
動への適応策等に貢献するため、環境エネルギー分
野の研究開発を推進しています。
❷大学で主体的に学ぶ姿勢の大切さを感じ、積極的
に学ぶ習慣を学校教育の早い段階に組み込めば良い
のにな、と思ったのが教育行政に興味を持つきっか
けでした。次の世代につながるような仕事がしたい
と思い、日本の未来を幅広く担っている文部科学省
を志望しました。
❸初めて研究所に視察に行った時には、それまで
書類で把握していた事業の実態を肌で感じました。
ノーベル賞級の先生方と直接お話しするという貴重
な体験もでき、様々なことを学ばせてもらいました。
同時に自分たちの仕事が誰かを左右しているという
責任も感じました。

❶  現在の仕事

❷  志望動機

大臣官房会計課財務企画班財務
企画係（併）用度班契約第一係

宇都宮 瑞希
Utsunomiya Mizuki

❸

❶各局課の取組に必要な契約書の締結内容の確認

や、資金の支出の手続きを担当しています。

❷大学で美術史を専攻しており、特に博物館学に関
行政

一年目職員からのメッセージ

職場の雰囲気

心を持って学んでいたため、文化庁という国の機関

で広い視野を持って博物館の発展に貢献したいと考

大臣官房人事課
任用班任用第二係

齊藤 彩香
Saito Ayaka

❶技術系職員の人事異動に伴う手続きや調査業務を
行っています。採用活動では関係者と連携し、説明会

や官庁訪問の対応をしています。
行政

え、文部科学省を志望しました。文化財の保護と、

❷どこで暮らしていても、誰もが文化芸術に触れられ

る機会を十分に得られるよう貢献したいと思い、志望
しました。文化芸術は私にとって楽しい時も苦しい時

展示などの財産の共有という相反する二つのことを

も支えとなってくれる大切な存在です。外的要因にと

うまく両立させたいと考えています。

らわれず、一人でも多くの方に生涯を通じて関わって

❸集中して業務に取り組んでいるので基本的には静

欲しいと考えています。

かだと感じますが、上司への確認などは頻繁に行っ

❸常に緊張感はありつつも、働くうえで大切なイロハ

ているので、コミュニケーションはしっかりとれて

から私生活の過ごし方まで、
何でも話せる雰囲気です。

いると感じています。上司はいつも私からの質問に

業務を遂行するに当たり、まだまだ一人では判断でき

真摯に答えてくださるので、質問もしやすいです。

ないことも多いですが、上司や周囲の方々からお力添
えをいただき、日々邁進することができています。

スポーツ庁参事官（民間ス
ポーツ担当）付庶務係

小野 峻平
Ono Shunpei

❶課内の予算の取りまとめや各種照会案件の取りま

とめを行っています。また、スポーツ・インテグリ
ティ推進事業も行っています。

行政

❷大学での授業などを通じて教育行政やスポーツ行

政に興味を持ちました。それらの分野を担っている

❶文部科学省の税制に関して、省内の取りまとめ業

大臣官房政策課調整係

白圡

典

Shirado Tsukasa

務を担当しています。また、マイナンバーに関する
業務も担当しています。
行政

❷教員である両親の姿を見て育った経験から、日本
の教育現場の問題を解決し、教員を取り巻く環境や

文部科学省で「未来を創る」壮大かつ長期的なミッ

働き方の改善に行政の側から携わりたいと思い、文

ションに携わりたいと思い、文部科学省を志望しま

部科学省を志望しました。

した。

❸入省前に想像していたよりとても和やかで、上司
や先輩職員と話しやすい職場です。入省直後の、分

❸とても活気のある職場だと思います。いたるとこ

ろで打合せの声が聞こえてきたり、時には雑談する

からないことだらけの状況でも、業務に関する質問

声も聞こえてきます。スポーツ庁の職員は半数くら

に丁寧に答えてくださり、何度も助けていただきま

いが他省庁や民間企業などから出向してきている方

した。感謝する毎日です。

なので、日々様々な刺激を受けながら仕事ができて
います。

国際統括官付
ユネスコ第三係

川﨑 美海  
Kawasaki Miu

❶ UNESCO の科学分野において、我が国の窓口と

して UNESCO 本部や加盟国、関係省庁、専門家と
の連絡調整を行っています。
行政

❷大学で国際開発学を専攻し、国際社会の諸課題の

解決には「教育」が不可欠であると感じたことから、

総合教育政策局地域学習推
進課青少年教育室事業係

葉山

涼  

Hayama Ryo

でなく、体験活動に関する普及啓発や調査研究も
行政

河原林 友晴  
Kawarabayashi Tomoharu

行政

今野 智子  
Konno Tomoko

て国際社会に貢献するため、日本の子供たちがよ

のための教育について考えることも勿論大切です

り安心して学べる学校環境づくりに携わりたいと思

が、子供たちに教育を提供する側である教職員の労

い、志望しました。

働環境を改善することでより質の高い教育の提供に

❸女性が多い部署で、皆さんとても熱意を持ってお

つながると考えたためです。

職員の意見も取り入れていただける環境です。また、

だと感じます。基本は黙々と作業を進めることが多

❸部署によるとは思いますが、アットホームな職場

休むときは休んでメリハリをつけて働こうという雰

いですが、定時後等に話しかけると気さくにお話を

囲気があります。

してくださる方が多い印象です。

❶新築や耐震対策など子供たちの学ぶ環境を施設整

備面から支える部署に所属し、全国の廃校活用を支

援する活動も行っています。
❷学生時代、イギリスで剣道普及活動を行いました。

そこで私の伝える剣道を真剣に実践されている姿を

大臣官房文教施設企画・防災部参事 ❶学校施設の防災を担当する部署で、今後の水害対
官（施設防災担当）付防災支援係
策について検討を行うため、有識者会議の運営等を

藤里

陽  

Fujisato Minami

行っています。
行政

❷大学時代にスポーツ新聞部に在籍し、学内の体育
会活動の取材に取り組んだ経験から、特に学生ス

見て、剣道に限らず、日本文化は世界から見ても魅

ポーツの振興に関心を持ち、志望しました。また、

力のあるものだと感じました。それから、日本の文

教育、科学技術・学術、スポーツ、文化と、幅広い

化を守りたい、もっと世界に発信したいと思うよう

分野に携わることができることにも魅力を感じてい

になり、入省を志望しました。

ました。

❸メリハリがすごくあるという印象です。集中して

❸とても風通しの良い職場で、業務に関することか

あるので、帰りがあまり遅くなることもなく、想定

境です。
また、
年度途中から係長が育休で不在となっ

外のことが起こっても楽しみながら仕事をしてい

たものの、係の垣根を越えて周りの方々に支えてい

ます。

ただき、不安なく業務に取り組めています。

❶世界各国の教育状況（教育投資、進学卒業状況等）

を比較できる国際教育統計に掲載する調査への回答
やデータの確認をしています。

行政

❷教職員の労働環境の改善に貢献したいと思い、文

部科学省を志望しました。将来日本を担う子供たち

ら休暇の取得まで、どんな話題でも相談しやすい環

業務に取り組み、早く帰るという雰囲気が課内に

総合教育政策局調査企画課
国際教育統計担当

行っています。

教育の分野で日本の未来を創り、日本の発展を通し

仕事をされています。年齢や職歴に関係なく、若手

大臣官房文教施設企画・防
災部施設助成課振興地域係

❶青少年の体験活動に関する仕事を担当していま

す。また、委託事業として体験活動を支援するだけ

❷日本をより豊かな国にするためには、全ての人々

が年齢、家庭環境、経済状況、自身のルーツにかか

大臣官房会計課
総務班企画係

宮田 仁暁  
Miyata Noriaki

❶省内の他局課や他省庁に対する課の窓口役となっ

て、各種照会・連絡調整を行うほか、課内の国会関
連業務も担当しています。
行政

❷学生時代に語学留学生と交流をしていたことを

きっかけに、日本人学生だけでなく語学留学生へ

わらず挑戦し続けられる社会をつくる必要があると

の支援制度があるということを知りました。時代の

思いました。様々なアプローチがある中で、自分は

ニーズに沿った教育の機会均等を図るために、学生

教育環境の整備や改善に携わりたいと考え、文部科

や留学生への支援に貢献したいと思い志望しました。

学省を志望しました。
❸穏やかな人が多く、とても働きやすい環境です。
入省直後は分からないことばかりでしたが、先輩や

❸困ったことがあればすぐに相談にのってくれる上

司や同僚がいて、とてもアットホームな職場だと感
じています。

上司がいろいろなことを優しく教えてくださり大変
心強かったです。また、働き方も柔軟で希望をすれ
ばテレワークも可能です。
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MESSAGE
初等中等教育局児童生徒課
生徒指導室生徒指導第一係

岡本 真穂
Okamoto Maho

行政

❶  現在の仕事
❶不登校に関する施策やスクールソーシャルワー
カー活用事業等、様々な施策に携わっています。自
治体とのやり取りも多いです。
❷私は、学校が大好きでした。しかし、友人等と話
していると学校が好きではない人もいたため、もっ
と学校が好きな人を増やしたいと思い志望しまし
た。学校が好きな人が転校等をしても学校を好きな
ままでいる環境を作るためには、自治体ではなく文
部科学省に就職したいと考えました。
❸ 3 連休や長期休みのときは地元に帰っています。
また、土日祝日は、友達と会うことが多いです。そ
の他の日には溜まっている家事をしたり、お菓子作
りをしておうちカフェを楽しんだりしています。平
日の仕事終わりは、すぐに寝るようにしています。

❸

❷  志望動機

文化庁著作権課
著作権普及係

永田

創

Nagata Hajime

勤務時間外の過ごし方

❶主に著作権の普及啓発を担当しており、講習会や

若年層向けイベントの開催、パンフレットのような
教材作成等を行っています。
行政

❷大学で文化系のサークルや知的財産法ゼミに所属

していたことから、日本の文化振興に携わりたいと
考え志望しました。また、文化の発展について広く
考えた際に、創造力ある人材を生み出すために重要

高等教育局医学教育課
看護教育係

金子 千尋
Kaneko Chihiro

行政

高等教育局
私学部私学行政課法人係

清水 結衣  
Shimizu Yui

❶医療系大学、特に看護系学部の教育に関する業務
を所管しています。また、課内の庶務及び予算に関
する連絡調整も行っています。
❷大学でスポーツ社会学を学んだことや、大学での
体育会スポーツ新聞部の活動を通し、
スポーツを「す
る」だけでない、
「みる」
・
「ささえる」魅力や重要
性を知りました。スポーツの持つ力を全ての人に届
けたいと考え、スポーツ行政に携わることのできる
文部科学省を志望しました。
❸平日は仕事終わりに友人と食事をしたり、トレー
ニングジムに通ったりしています。休日は買い物に
出かけたり趣味であるゴルフをしています。新型コ
ロナウイルスの感染状態が落ち着いている期間に
は、週末旅行に出かけるなど、比較的外に出かける
ことが多いです。

である教育に携わることができる点も魅力でした。
❸毎日デスクワークなので、週末は外に出る時間が

多いです。ストレス発散のためにランニングしたり、
最近は人と集まれる機会も増えてきたので、同期と
ご飯に行ったりもします。

研究開発局参事官（原子力
損害賠償担当）付総括班

藤本 童子
Fujimoto Touko

❷大学で研究者の方たちと関わることで、研究者の
農学

雇用形態の不安定さや研究費が不足していることを
知りました。このことをきっかけに、研究者の雇用
形態や研究費獲得の仕組みを改善し、研究者が働き
やすい仕組み作りをすることで日本の研究力向上に
貢献したいと考え、文部科学省を志望しました。

❶私立学校を設置する学校法人の根本規則である寄

❸学生時代より平日使える時間は減ってしまいまし

附行為の（変更）認可など私立大学等の設置認可業

たが、その分休日は充実したものにしようと考えて

務に携わっています。
行政

❶東電福島原子力発電所事故の被災者救済に関係す

る部署で、
賠償に関する会議の運営等を行っています。

います。学生の頃にできなかったことに挑戦しよう

❷大学時代にボランティアで子供たちへの学習支援

と思い、ワンピースを手作りしました。メリハリの

活動をしているうちに、教育機会の格差に関心を持

ある生活ができるよう心がけています。

ち、教育環境の整備に携わる仕事がしたいと考えた
からです。誰もが生涯にわたり学び続けることがで
きる社会づくりに貢献したいと思い、文部科学省を
志望しました。
❸リラックスできる時間を過ごすことを心がけてい

ます。料理をしたり、好きな動画を見たり、自分の
興味のある分野の勉強をしたりしています。

科学技術・学術政策局人材政策課人 ❶課の委託・補助事業について、関係機関と調整
材政策推進室基礎人材推進第一係
を行い、執行に関する業務を行っています。

丸山 真吾  
Maruyama Shingo

❷文部科学省を志望したきっかけは、出身研究室
農学

の先輩方の博士課程進学率の低さやポスドクの不
安定さを改善したいということでした。説明会等
でお話を聞くうちに、日本の科学技術行政の全て
が文部科学省に集まっていることにとても魅力を

高等教育局
学生・留学生課厚生係

城間 有海  
Shiroma Umi

感じました。

❶課外活動や障害のある学生の修学支援等に関わる

❸休日や勤務時間後に友人とボルダリングや登山

業務を所管しています。また、課内の庶務や予算に

を行っています。デスクワークだけでは健康に良

関する連絡調整も行っています。
行政

くないので、運動するように心がけています。最

❷社会も経済も科学も結局は人の活動なので、成長

近はお昼の時間に正面エントランスから勤務階ま

しようとする人や学ぼうとする人を支援すれば、そ

で上り下りしています。

れらの人の活動に広くポジティブな影響を与えるこ
とができると考えたからです。また、歴史や文化に
関心があるので、それに関わる仕事がしたいと思い
文部科学省を志望しました。
❸コロナ禍ということもあり、家で映画を見たりして

過ごす時間が長かったですが、コロナが落ち着いた
タイミングでは同期と一緒にご飯に行ったり、遊ん
だりしています。同期に面白い人が多いので、勤務
時間外も同期と一緒にいることが多々あります。

高等教育局専門教育課
科学・技術教育係

田内 敦士  
Tauchi Atsushi

❶大学・高専の保有する練習船に関わる業務、大学

教育のDX化に関わる事業、理工系人材の育成に関
わる業務などを行っています。
行政

❷大学等での研究活動や研究者育成に尽力したいと
思い、文部科学省を志望しました。大学・大学院で

の研究活動を通じて、研究環境の整備が不十分であ
ると感じ、その改善に努めたいと思いました。また、
業務が多岐にわたる点も文部科学省を志望した理由
です。
❸趣味や知人と遊ぶ時間が多いです。私はサイクリ

ングが趣味なので、休日は自転車に乗って様々なと
ころに赴いています。また、都合が合う日には学生

時代の知人と遊ぶなどして、日頃の業務の疲れをリ
フレッシュしています。
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大臣官房会計課
第一予算班第一係

吉川 雄貴  
Yoshikawa Yuki

❶文部科学省の予算に係る業務に携わっており、主

に、文部科学省職員に係る人件費の取りまとめを
行っています。
行政

❷生まれ育った環境に左右されることなく、一人ひ

とりが平等に教育の機会を得られることのできる社
会を築き上げたいと考えたからです。私自身、様々
な面で地域格差を感じることがあったため、同じよ
うな境遇の人を一人でも多く減らせるように社会貢
献したいと考えています。
❸趣味に没頭することが多いです。漫画や小説を読

むのが好きで、毎週金曜日の退庁後は書店に立ち寄
ることが習慣になっています。休日には、同期と予
定を合わせて外出することも増えてきました。

QUESTIONNAIRE
若手職員の
アンケート

Q1 出 身 地 はどこですか
2% 4% 2%

23%

●東北

●教育の分野で日本及び世界のあらゆる課題解決に貢献したく、
その規模感で仕事ができるのは文部科学省しかないと思った
ため。

●関東甲信越
（東京以外）

32%
21%

●東京
●東海・北陸

●科学技術と教育分野の両方に興味があり、その動きを間近で見た
いと思ったため。

●近畿
●中国・四国
●九州・沖縄

●国の制度や予算措置など、地方自治体では行えない根本の部分
に携われるため。

地方出身者も

●説明会や面接での職員の方々の雰囲気がとても良かったため。

たくさんいます！

Q2 大 学 時 代 の 学 部 を教えてください
2%
7%
5%
5%

7%

21%
17%

19%
7%

10%

様々な学部の出身者が
活躍しています！

Q6

文部科学省ならではの魅力を教えてください
●教育に関することはもちろん、文化庁、
スポーツ庁、科学技術系と
幅広い仕事に携われること。

●教育系
●法学系
●経済・経営・商学系
●国際系
●文学系
●理学系
●工学系
●化学・生物・薬学系
●農業系
●その他

Q3 住 居 の 形 態 を教えてください

併願先ではなく文部科学省を選んだ理由は何ですか？
●大学時代の学びを生かして教育分野で仕事をしたかったから。
一緒に働きたいと思える職員の方と出会えたから。

●北海道

9%

7%

Q5

入省 1 年目〜 3 年目の職員にアンケートをとり、
説明会などでよく聞かれる質問に答えてもらいました！

●国民にとって非常に身近な分野を多数所掌していること。
●教育、科学技術等前向きに将来を作ることができること。
●人々の生きがいづくりに携わることができること。
●子供の将来にとって非常に重要となる学びを支えることができ
ること。
●学校教育だけでなく、科学者などの育成等も含め、日本全体の
様々な教育に携われること。

Q7

仕事をするうえでどのようなことを心掛けていますか？
●自分の意見や考えをもって取り組むことを心掛けています。

9%

25%

66%

●相手の立場に立って考えること。
●今の仕事が誰のどんなことに役に立つのかという意識を忘れ
ないこと。

●実家
●賃貸住宅
●公務員宿舎

●周囲が話している内容に耳を傾けるように意識しています（アン
テナを高くする）。
●優先順位を意識しながら業務に取り組んでいます。
●受け取る人が少しでも理解しやすいような言葉選び・資料作りを
心掛けています。

Q4 通勤時間はどのくらいですか？
2%
20%

Q8

これ か ら 挑 戦して み た いことは 何 ですか ？
●同期全員とご飯に行く。
●知識の幅を広げるために、資格の取得に挑戦したい。

5%

73%

●30分以内
●30分〜1時間以内
●1時間〜1時間半
●1時間半以上

●健康な身体作り。
●業務に関係すること、
しないこと、興味の出てきたことをどんどん
勉強していきたい。
●業務改善を進めていけるよう、
マクロなどを勉強してみたい。
●自分が携わっている分野のプロフェッショナルになること。
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研修制度

文部科学省職員研修体系
（主なものを抜粋）

必須

役職段階別

任意

役職 段階を問わない
個人情報の保護に関する研修

文部科学省若手育成サポートシステム
（通称：メクサポ）

再就職コンプライアンス研修

係

国会研修

国家公務員倫理に関する職員研修

員

広報基礎研修

情報セキュリティ研修

職員教育行政・学校教育等実務研修

総合的なハラスメント防止研修

３年目フォローアップ研修

国立大学法人等制度研修

長期在外研究員制度

会計研修

幹部候補育成課程研修

国際業務能力啓発研修
（ビジネス英語等）

係

新規採用職員研修

長

メンタルヘルス研修

課長補佐

1 on 1 ミーティング
（コミュニケーション充実）
研修
情報システム統一研修

科学技術イノベーション政策研修

自己啓発研修
（放送大学）

新任幹部業務研修

ワークライフバランス研修
（子育て・介護世代対象）

管理職

管理職マネジメント研修

ＬＧＢＴ研修

新任管理者セミナー
働き方改革と女性活躍等に係る管理職員向け研修

※他省庁主催の研修も含みます。
また、内容は令和3年度のものであり、今後変更される場合があります。

職 員 教 育 行 政・学 校 教 育 等 実 務 研 修
研 修 制 度につ いて
若手職員が学校や教育委員会、国立大学法人等において実
務に従事することにより、地方教育行政や学校教育、社会教育

研修
受講者
より

等の実際についての見識と理解を深めるとともに、その経験を
その後における文部科学省での施策の企画立案、実施等に活
かし、国や地方における教育行政の充実に資することを目的と
する研修です。研修期間は２週間〜１ヶ月程度の短期と１年間
の長期があります。

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係

海老澤 美咲（平成30年入省（行政））

研修では、学校や教育支援センター、博物館等での業務補助や意見交換を通じ、その現状
や課題などについて、生の声を聞くことができました。試行錯誤しながらも、
より良い教育のた
めに全力で取り組む方々のお話を聞くたびに、国の立場から何ができるのか、何をやるべきか
考えさせられました。現場を知らずに、現場を良くすることはできません。今後は、
より一層、
常に現場に寄り添うことを忘れず、
より良い
「人づくり」
に貢献していきたいと思っています。

メク サ ポ（ M E X T SU PP O R T：文 部 科 学 省若手育成サポートシステム）
制 度につ いて
入省1〜3年目職員が安心して円滑に職務に臨めるよう、資質能力の
向上等の支援を目的とした勉強会で、対象職員が参加しやすい時期に
開催されています。
企画・実施は、若手職員有志による企画委員会と大臣官房人事課が
連携して行っています。
定時後に任意参加で開催しており、
テーマは
「国会」
「法律」
「予算」
「税
制」
などの実務的な内容や、文部科学省が推進している政策などについ
てで、講義とワークショップを組み合わせた形式で実施されています。
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受講者
より

大臣官房人事課任用班任用第二係

齊藤 彩香（令和３年入省（行政））

メクサポでは、
国会対応の基礎に加え、職員が通常業務＋αで行っている取組につ
いて学びました。
中でも、
行政官が関係者と本音でぶつかり合い、
科学技術における課
題を一歩でも解決に導くべく議論する場「ガチ議論」
（母体組織：日本分子生物学会）
の紹介が印象に残っています。文部科学行政に対する熱意と実行力に圧倒されると
同時に、
自らの問題意識を大切にし、
日頃から視野を広く持たなければと感じさせられま
した。
今後も積極的に参加して、
職員の実体験に基づく学びを吸収したいと思います。

採用情報

過 去の 採用 状況
【試験区分別】

行

政

物

理

（単位：人）

平成29年度

平成30年度

平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年内定者数

21（10）

19（12）

17（ 7 ）

23（12）

24（12）

23（15）

電気・電子・情報

1

2

1

1

3（ 2 ）

1

1

1

機

械

3

2

建

築

1

1

1

2（ 1 ）

化

学

1（ 1 ）

2（ 1 ）

1（ 1 ）

4（ 1 ）

土

木

1

農

学

2（ 1 ）

2（ 2 ）

8（ 4 ）

農業農村工学

※
（

林

学

合

計

28（11）

）
内は、女性数で内数

25（13）

24（10）

31（14）

30（15）

※技術系は、
「行政」以外の理工系・農業系の試験区分の受験者を募集対象とし、試験区分にとらわれない採用を実施。

【学部卒・大学院卒の別】

（単位：人）

平成29年度

平成30年度

平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年内定者数

25（11）

20（12）

19（ 7 ）

26（12）

25（13）

28（18）

大学院卒

3（ 0 ）

5（ 1 ）

5（ 3 ）

5（ 2 ）

5（ 2 ）

3（ 1 ）

）
内は、女性数で内数

※令和 4 年度内定者については、卒業見込者を含む。

学部卒

※
（

31（19）

文部科学省の採用情報について
文部科学省HPにて、説明会情報など採用に関わる情報を
随時更新しておりますのでご覧ください。
文部科学省

採用

で検索してください。

また、説明会情報については
SNSでも発信しております。

Twitterアカウント
（@mext̲recruit）

Facebookアカウント
（@mext.recruit）
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事務系区分
大臣官房人事課任用班任用調整係（内線2133）
E-mail：saiyou@mext.go.jp
技術系区分
大臣官房人事課任用班任用第二係（内線3426）
E-mail：jinjikik@mext.go.jp
施設系採用
大臣官房文教施設企画・防災部
施設企画課総務係（内線2523）
E-mail：sisetu-somu@mext.go.jp

