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01

多様性が拓く学校の未来
教師って何だ？

だまだ多様性が十分とは言えません。経験や学びが異なる、
様々なバックグラウンドを持った多様な教師たちが、主体

コロナ禍は、私たちの生活や考え方を大きく変えました。

的、対話的で深い学びを通して、子供たちが、自ら考え、

様々な制約の中でも、いかに子供たちの学びを保障してい

不確実な社会を生き抜く力を育てていく、そんな多様性に

くか、学校も大きな課題に直面しました。一方で、GIGA

満ちた学校を描きたいと思っています。

スクール構想が加速し、「一人一台端末」がほぼ達成され

「近所に住む同じ年齢の子供たちが同じ場所に集まり、

るまでになりました。学校や教室の風景は、私はもちろん、

チョーク片手の先生の話を聞き、黒板をノートに書き写

今、これを読んでいる皆さんの頃とも大きく変わっていま

す」
。遠からず、それは過去のものとなるでしょう。「そん

す。一変する教育環境の中、では、教師はいかにあるべき

な時代もあったね」と言っている未来を想像しながら、私

か、これからの教師に求められるものは何か、そもそも教
師ってなんだろう？今、私たちは、中央教育審議会を中心
に、養成、採用、研修、あらゆる側面から教師についての
議論を進めています。

学校を多様に
2021年、東京オリンピック・パラリンピック。互いの違
いを認め、支え合い、いかなる差別も障壁もなく、誰もが
生きやすい共生社会をつくる。
「多様性と調和」が大会テー
マの一つでした。「多様性こそ新たな価値を生み出す」
、オ
リンピック・パラリンピックに関わった私自身も、強くそ
う思います。翻って、学校はどうでしょうか。現在の学校
には多くの人々が関わってくれるようになりましたが、ま
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課内での打合せの様子

■ 総合教育政策局業務概要

総合教育政策局は、教育分野の筆頭局として、教育政策全体を推進し、誰もが、いつ

でも、どこでも、必要な教育を受け、また学習を行い、自立して、豊かな生涯を送ることができる環境の実現を目指してい
ます。具体的には、教育振興基本計画の策定、EBPM の推進やその基盤となる調査統計の充実、日本人学校の支援、教師
の養成・採用・研修の一体的推進、生涯にわたる学び・地域における学び・共に生きる学びの推進等に取り組んでいます。

総合教育政策局

総合教育政策局政策課企画官

寺島 史朗

Terashima Shiro
平成13年入省（教育）

平成13 年		4 月

文部科学省初等中等教育局財務課

平成15 年		10 月

同

大臣官房総務課（併）初等中等教育局財務課

平成16 年		4 月

同

大臣官房総務課総務班専門職

平成19 年		1 月

同

研究開発局開発企画課総括係長

平成20 年		2 月

同

初等中等教育局初等中等教育企画課教育委員会係長

平成20 年		7 月

同

初等中等教育局初等中等教育企画課専門官

平成23 年		7 月

宮城県教育委員会教職員課長

平成25 年		7 月

文部科学省高等教育局私学部私学行政課課長補佐

平成27 年		3 月

外務省在タイ日本国大使館一等書記官

平成30 年		3 月

文部科学省大臣官房国際課専門官

平成31 年		3 月

同

高等教育局国立大学法人支援課企画官

令和元 年		9 月

同

大臣官房付（併）内閣事務官（命）国務大臣秘書官事務取扱

令和 3 年		2 月 （派）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会役員室秘書担当部長
令和 3 年 10 月

現職

たちは議論をしています。しかし、いつの時代でも、教育

情報化、ボーダレス化が進み、世界のどこに行ってもスマ

とは、教師と生徒、生徒と生徒、学校を取り巻く様々な人

ホ一つで様々な学びが可能となった今、教育の分野では、

と人との人間的な関わりの中で、子供たちの自律と成長を

国と国との差異や隔たりがどんどん小さくなっていると感

促す作用です。どんなに時代が変わろうとも、最善の教育

じています。世界中の国々が、教育の未来を模索する中、

環境を整えていくという私たちのミッションに変わりはあ

日本は間違いなくそのフロントランナーです。前例や与え

りません。

られた一つの正解などない中で、自らの頭で未来を考え抜
く、それが日本のみならず、世界の幸福と平和にも貢献す
るかもしれない、そんなことが自分の「仕事」であるなん
て、ワクワクして震えてきませんか？今、武者震いした皆
さんと共に働ける日を待っています。

教職員支援機構での研修の様子

ワクワクする日々を
「これからの教師には何が求められるか、どうやって養

中央教育審議会での議論

成していくか。
」侃侃諤諤、そんな議論をしていると、今
でも、20数年前に入省したときと同じく、背中がブルッと
震えるのを感じるときがあります。これまでの海外勤務や
国際会議の経験等からも感じてきましたが、グローバル化、
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TOPIC
02

左から清水、後藤

令和時代の新しい学校教育を構築する
改めて見直される「学校」の価値

もちろん、改めて学校で教師と子供が毎日顔を合わせ、共
に関わりながら学び、成長することの価値に気付いたとい

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化するな

う声を多く聞きます。また、学校再開に当たっては、感染

か、全国各地で学校の一斉休校がなされました。大きな社

対策等に多くの地域や保護者の方々の協力を得たことで、

会不安の中での日常とは違う事態の発生は、子供たちに生

学校の教育活動が教師だけでなく様々な人に支えられて成

活の乱れや学習の遅れだけでなく、不安感や孤独、虐待の

り立つことが実感された一方、教師の業務負担の大きさも

増加をもたらしたほか、保護者にとっても休校により働き

顕在化しました。そのような中、一人一台端末等 ICT 環

に行けない等の問題が起こり、社会的に学校の役割が再認

境整備や小学校における35人学級の制度化等の取組が一気

識される契機ともなりました。学校の持つ福祉的な機能は

に進展することになりました。コロナ禍は私たちが当然視
してきた学校教育の存続を揺るがすとともに、その価値を
根本から捉え直す大きな契機になりました。

令和時代の新しい学校像
その上で、コロナ禍で加速した社会全体の DX 化を学校
教育にどのように取り入れるのか、よく考える必要がある
と思っています。子供たちの自立のために令和時代の学校
教育が目指す個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実
に当たり、ICT の活用は、一人一人の進度に応じて個別学
習したり、オンラインで学校外の様々な人から学んだり、
これまで行き届かなかった細かなケアや新しい学びを実現
できるからです。その中で大事なのは、AI 等の進化が予
測されるこれからの時代を生きる子供たちに必要な学びは、
タブレットを使用した授業風景
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■ 初等中等教育局業務概要

幼稚園から高等学校段階までの学校教育の制度や予算を担当します。全国各地の子供

たちが質の高い教育を受けることができるよう、どのような教育環境で何を教えるか、障害や家庭の状況等子供の様々な
教育ニーズにどう応えるか、急速なデジタル化やグローバル化等の社会変革に学校教育はどう対応するか、日々向き合い、
必要な施策を検討、実行し、全国の学校現場や教育委員会を支える仕事をしています。

後藤 教至
平成12 年		4 月
平成13 年		4 月
平成14 年		4 月
平成16 年		4 月
平成17 年		4 月
平成17 年		10 月
平成18 年		4 月
平成19 年		1 月
平成19 年		7 月
平成19 年		10 月
平成21 年		4 月
平成23 年		7 月
平成25 年		9 月
平成26 年		9 月
平成28 年		7 月
平成29 年		8 月
					
平成30 年		10 月
					
					
					
平成31 年		4 月
					
令和元 年		9 月
令和 3 年		8 月

Goto Noriyuki
平成12年入省（法律）

文部省高等教育局企画課
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課
内閣官房情報通信技術（IT）担当室室員
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課専門職
同 初等中等教育局初等中等教育企画課教育公務員係長
同 初等中等教育局初等中等教育企画課企画係長
同 大臣官房総務課審議班審議第三係長
同 大臣官房総務課審議班審議第二係長
同 大臣官房総務課専門官
同 高等教育局大学振興課大学院振興専門官
宮城県教育委員会教職員課長
文部科学省初等中等教育局財務課課長補佐
同 大臣官房総務課課長補佐（文部科学副大臣秘書官事務取扱）
内閣官房教育再生実行会議担当室室員
スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付企画官
文部科学省大臣官房付（併）内閣事務官
（命）国務大臣秘書官事務取扱
文部科学省大臣官房総務課企画官
（命）大臣官房総務課行政改革推進室長
（命）大臣官房総務課文書情報管理室長
（命）大臣官房総務課再就職コンプライアンス室長
同 大臣官房付（併）内閣事務官
（命）国務大臣秘書官事務取扱
同 高等教育局国立大学法人支援課企画官
現職（命）大臣官房教育改革調整官

決して既存の知識・技術の獲得だけではないということ。
それらを踏まえた批判的考察、多面的・多角的考察の力、

初等中等教育局財務課課長補佐

清水 彩子

Shimizu Ayako
平成18年入省（法律）

平成18 年		4 月 文部科学省大臣官房国際課
平成19 年		7 月 同 高等教育局国立大学法人支援課
平成21 年		4 月 同 高等教育局国立大学法人支援課専門職
平成21 年		7 月 財務省主計局調査課調査主任
平成22 年		7 月 同 主計局法規課調査主任
平成23 年		7 月 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課企画係長
平成25 年		4 月 同 初等中等教育局幼児教育課専門職
平成25 年		12 月 （育児休業）
平成27 年		4 月 文部科学省初等中等教育局教育課程課専門官
平成28 年		2 月 同 大臣官房人事課専門官
平成28 年		3 月 （育児休業）
平成28 年		8 月 カリフォルニア大学総長本部
平成30 年		4 月 戸田市教育委員会教育政策室長（兼）事務局次長
令和元 年		8 月 文部科学省研究開発局環境エネルギー課課長補佐
令和 3 年		8 月 現職

初等中等教育局

初等中等教育局企画官

思いを政策につなげる

対面でのコミュニケーションを通じて人間関係を築く力、

現在、初等中等教育局は11の部署に分かれています。し

困難を乗り越えて物事を成し遂げる力等を培うことこそが

かし、こうした学校教育の根本に関わる検討は、各部署単

重要であること。そして、こうした学びを実現するのに学

独ではできません。局内のみならず省内他局課、さらには

校という場は最も効果的・効率的な社会システムであると

政府全体の動きも見据える広い視点と、実際の学校現場を

いうことです。そのような学校の機能を、デジタル機器を

的確に見つめる細かな視点の両方を持ちながら、省を挙げ

令和の文房具としてフル活用して一層強化しながら、誰一

て制度や政策上の課題を洗い出し、議論をし、変革の方向

人取り残さず可能性を最大限引き出す教育をどのように具

性を考えなければなりません。これは文部科学省として未

体化するか、そのための指導体制の在り方も含めて考えて

知の領域への挑戦でもあり、是非、若い皆さんの新鮮な感

いく必要があると思っています。

覚も入れて前進していきたいと思っています。信念と熱意
ある方々と一緒に議論する日を楽しみにしています。

意見を出し合う児童の様子
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TOPIC
03

国立大学改革
国立大学を取り巻く状況
明治以来約130年間、国の行政組織の一部であった国立
大学が法人化してから18年が経過します。この間、各国立

て支えられる国立大学は、様々な課題に向き合う上で、よ
り一層、重要な役割を担うことが期待されています。こう
した状況の中で、国立大学の改革を前に進めるのが現在の
私の仕事です。

大学では、それぞれの特色を生かしつつ、学長のリーダー
シップによる機動的・戦略的な大学経営、教育研究機能の
強化等、意欲的な取組が進められてきました。

国立大学改革に向けた取組

一方で、第4次産業革命、Society5.0といわれる大きな産

私の所属する部署では、約1兆1,000億円に及ぶ国立大学

業構造、社会構造の変化が生じる等、世の中は急速に変化

予算（国立大学法人運営費交付金）の配分を担当していま

しています。こうした中、大学は新たな知や価値を生み出

すが、各国立大学の改革を一層推進するとともに、教育・

す「知と人材の集積拠点」として社会変革を主導すること

研究の更なる質向上を図る観点から、各国立大学の生み出

がますます求められています。特に、多くの公的資金によっ

した成果を共通的な指標により客観的に把握し、これらに
基づいて予算配分を進める仕組みの見直しを進めていま
す。また、各学長の経営改革を支援するための補助金の配
分等を通じて各大学の改革の後押しをしています。
さらに、海外のトップ大学が事業規模を急激に拡大させ
ている中、世界と伍する研究大学を支援するために新たに
設けられることとなった10兆円規模の大学ファンドのスター
トを見据え、その受け手と成り得る国立大学法人のガバナ
ンスの在り方についても検討を進めています。

西尾章治郎大阪大学総長とのオンライン会議の様子
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■ 高等教育局業務概要

高等教育の振興のための様々な政策を推進しています。大学、短期大学、高等専門学校の

設置認可及び評価を通じた教育の質の保証、大学教育改革の支援や高度専門職業人材の養成等を進めるとともに、入学者
選抜、学生支援、大学の国際化と留学生交流、国立大学の一層の活性化等に関する事務を行っています。また、税制上の
優遇措置、私学助成、経営の指導・助言等を通じ、私立学校の振興に努めています。

高等教育局

高等教育局国立大学法人支援課企画官

大江 耕太郎

Oe Kotaro
平成14年入省（法律）

平成14 年		4 月

文部科学省研究開発局海洋地球課

平成15 年		7 月

内閣府国際平和協力本部事務局派遣第二係

平成17 年		4 月

同

平成17 年		10 月

文部科学省生涯学習政策局政策課政策審議第二係長

平成19 年		4 月

同

生涯学習政策局政策課専門職

平成19 年		7 月

同

高等教育局高等教育企画課国際企画室企画係長

平成20 年		6 月

同

大臣官房人事課計画調整班専門職

					

国際平和協力本部事務局派遣第二係長

（人事院留学：アメリカ・デューク大学）

平成22 年		7 月

文化庁文化財部伝統文化課課長補佐

平成23 年		4 月

文部科学省大臣官房総務課専門官（併）審議班審議第一係長（命）法令審議室審議第一係長

平成24 年		4 月

埼玉県教育委員会教育総務部教育政策課副課長

平成25 年		4 月

同

平成27 年		4 月

文部科学省初等中等教育局教職員課課長補佐

					

市町村支援部義務教育指導課長

（併）初等中等教育局教職員課教員免許企画室教員養成カリキュラム開発専門官

平成28 年		10 月 （併）初等中等教育局教職員課教員育成指標専門官
平成29 年		7 月

文化庁文化部芸術文化課文化活動振興室専門官（命）文化活動振興室長心得

平成30 年		8 月

外務省在アメリカ大使館一等書記官

令和 3 年		8 月

現職（命）高等教育局大学改革官

大学との対話
実効性のある改革を進めるためには、国立大学の現場の
意見を聴くことが重要であるため、全国の国立大学に実際
に足を運び、学長をはじめとした経営層と議論したり、大
学からの相談に応じたりすることを通じて、日々現場の実
情把握に努めています。

受験生へのメッセージ
文部科学省には、様々なフィールドや役職で個々の特性

課内での打合せの様子

に応じて活躍できる場があり、若くして国全体に大きな影
響を及ぼすダイナミックな業務を担う
ことも多々あります。現在、文部科学
省が扱う様々な分野で改革が進められ
ていますが、世の中の急激な変化を考
えると、変革スピードを加速させてい
かなければなりません。そうした中で、
文部科学省そのものの組織改革や職員
の意識改革も必要になってきます。予
測困難な未来に立ち向かい、これまで
の各種取組の良さを生かしつつも、変
化を恐れず、我々と一緒に変革の一翼
を担ってくれる、そんな受験生の皆さ
んをお待ちしています。
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TOPIC
04

左から杉本、森岡、鈴木

日本の科学技術・イノベーションを担う人材の育成について
科学技術・イノベーション創出に向けて
日本の科学技術力の向上のためには、研究現場を担う研
究者への支援が重要であることは言うまでもありません。
特に、新型コロナウイルス感染症の拡大による大きな社会
変革が起きている今、そうした社会の動きに対応してイノ
ベーションを創出していく研究者の役割は一段と大きく
なってきています。
一方で、博士課程への進学者数の減少や研究者の安定的
な雇用の問題等、研究者を取り巻く厳しい状況は続いてい
ます。研究者が様々な制約に縛られることなく自由で挑戦

課内での打合せの様子

的な研究を行えるようにするためには、研究環境をどのよ

ており、博士課程学生は将来の日本の研究力を牽引する大

うに改善させていくべきでしょうか。将来日本の研究活動

変貴重な人材です。

を最前線でリードするような優秀な人材を育成していくた

しかし、近年日本では、経済的な不安や修了後のキャリ

めには、どのような取組が必要なのでしょうか。私たちの

アパスの不安等から博士課程に進学しようとする学生の数

部署では、そのような研究者に関するスケールの大きな問

が減少傾向にあります。他の主要国と比べても、日本のみ

題を根本から解決するため、日々研究者や大学、関係省庁

が人口当たりの博士号取得者数が減少している状態であ

等とも議論や連携をしながら取組を進めているところです。

り、日本の国際競争力の低下にも繋がりかねない危機的な
状況にあります。この国の未来を切り開く人材を育成し、

博士人材が日本の研究の将来を担う
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将来の研究力向上を図るためには、博士課程学生への支援
を拡大し、優秀な学生が安心して博士課程へ進学できる環

博士人材の存在は、国の論文数や企業における発明生産

境を作ることが必要です。そのため、私たちは大学と連携

性、ひいては国の経済力等にも関係していることが分かっ

し、博士課程学生への経済的支援やキャリアパス支援を抜

■ 科学技術・学術政策局業務概要

科学技術・学術政策局では、科学技術・イノベーションの創出の実現を目的と

した政策の企画立案から推進までを一括して担当しています。具体的には、児童生徒から第一線の研究者・技術者に至るま
での幅広い世代・分野の科学技術関係人材の育成や、科学技術分野における国際活動の活性化、産学官の密接な連携、地域

科学技術・学術政策局人材政策課課長補佐

鈴木 悟司

Suzuki Satoshi
平成23年入省（理工Ⅳ）

科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室係員

森岡 文子

Morioka Fumiko
平成31年入省（教養）

平成23 年		4 月

文部科学省大臣官房総務課審議班

平成31 年		4 月

平成24 年		4 月

同

科学技術・学術政策局政策課

令和 2 年		4 月 （命）研究振興局振興企画課人文科学・社会科学振興室

平成25 年		4 月

同

高等教育局高等教育企画課

令和 3 年		4 月

スポーツ庁健康スポーツ課

平成26 年		4 月

同

高等教育局高等教育企画課専門職

令和 4 年		1 月

現職

平成27 年		6 月

同

大臣官房人事課計画調整班専門職

					
平成29 年		7 月
					
平成31 年		4 月
					

（人事院留学：アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校）
同

大臣官房政策課専門職

（併）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局局員
同

大臣官房政策課専門官

（併）内閣府地方創生推進事務局参事官補佐

令和元 年		6 月

同

令和 3 年		7 月

現職

研究開発局海洋地球課課長補佐

文部科学省研究振興局振興企画課学術企画室

科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室係員

杉本 宜陽
令和 3 年		4 月

科学 技 術 ・ 学 術 政 策 局

における科学技術の振興等を進めているところであり、日本の科学技術・イノベーションの発展に向けて取り組んでいます。

Sugimoto Takahiro
令和 3 年入省（工学）

現職

本的に強化しているところです。また、より効果的な支援

場合によっては100年後かもしれません。そのため、私た

制度の構築を目指し、日々課題の分析や関係者との意見交

ちは、この国の長期的な未来を見据えた科学技術・学術政

換等を通じて施策の検討を行っています。

策の在り方を意識することが求められます。
より良い社会の実現のために真に必要とされる政策を企

受験生へのメッセージ

画するには、現状を注意深く観察し問題点を明らかとする
課題発見能力、課題の原因を的確に把握し政策推進の基礎

研究の中心となるのは研究者ですが、日本の研究力の向

としていく分析力、不確定な将来を予測しながら有効な解

上のためには、研究者の力だけではなく、研究者支援の制

決策を考案する発想力、様々な関係者との調整により解決

度や研究環境の改善が不可欠かつ喫緊の課題です。文部科

策を実行に移していく行動力等が重要です。求められる仕

学省は、日本の科学技術・イノベーションをとりまく環境

事は決して簡単とは言えませんが、国の政策立案に取り組

の将来について長期的な視点から真剣に考え、かつ課題の

むことはとてもチャレンジングかつ興味深いものです。日

解決に取り組むことができる唯一無二の場所だと考えてい

本の持続的な発展に欠かせない科学技術・イノベーション

ます。研究活動はその効果がすぐに社会経済に還元される

の創出を実現するために、一緒に文部科学省で課題解決に

とは限らず、実際に効果が表れるのは5年後または10年後、

取り組みましょう。

若手研究者の研究風景
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TOPIC
05

左から相川、岡部、飯塚、大竹

最先端研究から未来をつくる
日本発の健康長寿社会の実現を目指して

までの長期の基礎研究・応用研究があったおかげです。と
ころが、我が国では、高い公衆衛生を背景に研究面において、

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を経験し、国

感染症研究の学問分野としての層の薄さ、産学官での連携

民の健康・医療への関心が高まる中、革新的な医薬品の創

体制の不十分さ等、平時からの備えが不足し、今回、世界

出等に貢献するライフサイエンス分野の基礎研究の重要性

に遅れを取ってしまいました。

が改めて指摘されています。文部科学省では、健康長寿社

こうした研究面のみならず、薬事承認や製造面における

会の実現のため、疾患の発症メカニズムの解明や、創薬標

課題等を踏まえ、緊急時に国産ワクチンの開発・供給を可

的の探索、再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化に向けた

能にする体制強化に政府一丸で取り組んでいます。文部科

基礎研究等を推進しています。

学省では、平時から長期的な研究体制を構築すべく、世界
トップレベルの研究拠点を形成し、人材育成を含む基礎的
な研究力の向上や先進的な研究等を推進しています。

課内での打合せの様子

新たな感染症に備えた
感染症・ワクチン研究力の抜本的強化に向けて
新型コロナウイルスワクチンとして脚光を浴びた mRNA
ワクチンの開発は、1年で成功したように見えますが、それ
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SARS-CoV-2スパイクタンパク質のクライオ電子顕微鏡解析による
立体構造解析の例（提供：北海道大学）

■ 研究振興局業務概要

研究振興局では、「科研費」に代表される研究資金制度や研究インフラ設備整備等を通じた

学術・基礎研究の振興と大学の研究力強化に取り組むとともに、ライフ・情報・マテリアル・量子・素粒子等の重要な研究
開発分野のシーズの積極的な開拓を行っています。幅広い政策分野において、日々、知のフロンティアを広げ、国際研究
競争で先陣を切るため、日本の強みを活かした政策の検討・推進に取り組んでいます。

岡部 佑紀子

Okabe Yukiko
平成18年入省（理工Ⅳ）

研究振興局ライフサイエンス課専門官（併）研究振興戦略官付

飯塚 倫子

Iitsuka Michiko
平成22年入省（理工Ⅳ）

平成18 年		4 月 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
平成19 年		6 月 同 研究開発局原子力研究開発課
平成21 年		4 月 文化庁長官官房国際課渉外企画係長
平成23 年		4 月 文部科学省研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室企画係長
平成24 年		7 月 同 研究開発局開発企画課核不拡散・保障措置室専門職
平成25 年		1 月 同 研究開発局開発企画課専門職
					 （育児休業）
平成26 年		8 月 同 研究振興局ライフサイエンス課専門職
平成26 年		9 月 同 研究開発局環境エネルギー課核融合開発室室長補佐
平成28 年		8 月 原子力規制委員会原子力規制庁
					
長官官房放射線対策・保障措置課課長補佐
平成30 年		5 月 国立大学法人政策研究大学院大学学術国際課長
令和元 年		5 月 文部科学省大臣官房人事課専門官
					 （育児休業）
令和 2 年		4 月 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核セキュリティ部門管理官補佐（制度担当）
令和 3 年		12 月 現職

平成22 年		4 月 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
平成24 年		4 月 科学技術政策研究所企画課
平成25 年		4 月 文部科学省初等中等教育局教職員課企画係長
平成26 年		4 月 同 研究開発局環境エネルギー課総括係長
					 （併）エネルギー科学技術係長
平成28 年		4 月 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
					
参事官（原子力担当）付主査
平成30 年		4 月 文部科学省研究開発局開発企画課専門官
（原子力留学：IAEA）
					
平成31 年		4 月 同 研究開発局原子力課課長補佐
令和 3 年		4 月 現職

研究振興局ライフサイエンス課ゲノム研究基盤係長

研究振興局ライフサイエンス課ライフサイエンス係長

相川 美紗
平成27 年		4
平成28 年		4
平成29 年		5
令和元 年		5
令和 3 年		8

月
月
月
月
月

Aikawa Misa
平成27年入省（工学）

文部科学省大臣官房政策課評価室
同 科学技術・学術政策局政策課
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（併）内閣官房副長官補付
文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院第一係長
現職

日本が世界に誇れる分野・再生医療の
更なる発展に向けて

大竹 詩織
平成30 年		4
令和 2 年		7
令和 3 年		5
令和 3 年		8

月
月
月
月

研究振興局

研究振興局ライフサイエンス課専門官

Otake Shiori
平成30年入省（農業科学・水産）

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課
同 大臣官房政策課
同 研究振興局ライフサイエンス課専門職
現職

受験生へのメッセージ
宇宙開発や加速器研究等、大規模で特殊な研究インフラ

文部科学省では、2003年度より、従来の医療を根本的に

を必要とする研究分野がビッグサイエンスと呼ばれるのに

変革し得る再生医療の実現を目指した研究支援を行ってき

対し、ライフサイエンス等、研究室規模で分散的に行うこ

ました。2012年の iPS 細胞に関する山中教授のノーベル賞

とができる研究分野はスモールサイエンスと呼ばれます。

受賞を契機に、10年間で約1,100億円の支援を行う方針を

スモールサイエンスの研究領域では、全国各地の研究者の

決め、現在まで取り組んできています。これまでに12の疾

活躍により、日々新しい発見が生まれています。一方で、

患の臨床研究や治験の実施、難病に対する新しい治療薬候

これらの発見を、一部の専門家の間に留めることなく、広

補の発見につながっています。優れた研究成果を国民一人

く国民に還元される成果にまで発展させるには、異分野と

ひとりに届けるために、一つの省に留まらない広い視野で

の融合や、産業界との連携等、出口を見据えた様々な工夫

政策を考えることが重要です。日本が世界をリードしてい

が必要です。研究者それぞれが持つ技術革新の種を、どこ

る再生医療分野の研究力を維持・向上するために、世界に

にどう播いて、いかに育てるか、それを考えるのが科学技

も目を向けながら、アカデミアや企業の方々と日々議論を

術行政の役割です。将来大きな果実を実らせるために、今

重ね、今後の政策検討を進めています。

何をすべきか、私たちと一緒に考えてみませんか？

ヒト iPS 細胞（左）及びヒト iPS 細胞から誘導したドーパミン産生神経細胞（右）
（提供：京都大学 iPS 細胞研究所）
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TOPIC
06

左から野村、田村、津田

「地震学×情報科学」で、革新的知見を
「地震大国」日本での文部科学省の仕事

する情報です。阪神・淡路大震災で不十分な地震観測体制
が事態の全体像把握を困難にした教訓を踏まえ、日本全国

皆さんもご存じのとおり、我が国は世界有数の地震多発

の陸域に偏りなく地震計が配置される等、現在、そこから

国です。その国土が世界の陸地の１％にも満たない広さに

得られる情報は、新たな地震現象の発見につながる研究の

も関わらず、世界で発生する地震の約10％が日本とその周

基礎となるとともに、緊急地震速報にも活用されています。

辺で発生しており、人命や建物に大きな被害をもたらす地

一方で、この世界でも例を見ない稠密な観測網から得られ

震も少なくありません。

る膨大な地震関連データを、これまで最大限に活用できて

現在の科学的知見では、確度の高い地震発生の予測は難

いるとは言えない状況がありました。そこで2021年度から

しいとされている中で、最も重要なのは、「地震発生時の

地震学と情報科学を融合させる「情報科学を活用した地震

被害をどれだけ軽減できるか」であることは言うまでもあ

調査研究プロジェクト」
（STAR-E プロジェクト）を開始し、

りません。その基盤となるのが地震に関する調査研究であ

地震調査研究の更なる発展に取り組んでいます。

り、その推進が私たちの仕事です。
地震調査研究に不可欠なのが、震源や震度等の地震に関

課内での打合せの様子
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強震計の全国分布（地震調査研究推進本部調べ）

■ 研究開発局業務概要

研究開発局では大規模な研究開発プロジェクトの推進を行っています。例えば、①地震や

津波、火山噴火、台風、豪雪等の自然災害による被害の軽減を目指す、地震・防災分野の研究開発、②カーボンニュート
ラルな社会の実現に必要な省エネルギー技術や核融合研究開発、気候変動予測に関わる研究開発、③ロケットや人工衛星
の開発、宇宙科学・探査、原子力の基礎基盤研究、海底探査や極域研究等、宇宙、原子力、海洋・地球分野における国家
規模の研究開発に取り組んでいます。

田村 哲之

Tamura Tetsuyuki
平成21年入省（理工Ⅲ）

研究開発局地震・防災研究課企画調整係員

野村 宇宙

Nomura Sora
平成31年入省（法律）

平成21 年		4 月

文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課

平成31 年		4 月

文部科学省大臣官房人事課計画調整班

平成23 年		4 月

同 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課

令和元 年		7 月

同

平成23 年		7 月

同 研究開発局海洋地球課

令和 3 年		7 月

現職

					
平成24 年		4 月
					
平成25 年		7 月
					
平成27 年		7 月
					

（命）内閣官房総合海洋政策本部事務局
同 研究開発局海洋地球課専門職
（命）内閣官房総合海洋政策本部事務局主査
同 大臣官房国際課専門職
（併）外務省国際協力局国別開発協力第三課
同 大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：イギリス・ロンドン大学）

平成29 年		7 月

国立大学法人九州大学総務部総務課長

令和元 年		6 月

文部科学省大臣官房国際課専門官

					

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

研究開発局

研究開発局地震・防災研究課課長補佐

研究開発局地震・防災研究課企画調整係員

津田 寛大
令和 2 年		4 月

Tsuda Hiroo
令和 2 年入省（数理科学・物理・地球科学）

現職

（併）科学技術・学術政策局政策課国際戦略室室長補佐

令和 2 年		9 月

同 大臣官房総務課課長補佐

令和 3 年		10 月

現職

STAR-E プロジェクトで、地震学に新たな可能性を
STAR-E プロジェクトでは、情報科学の研究者を含む研
究チームが、これまで蓄積されてきた多種多様な地震観測
データを、AI 等の情報科学を用いて解析・利活用するこ
とで、従来の地震研究では得られなかった革新的な発生予
測手法や地震動検測手法の確立を目指しています。
情報科学が様々な分野で活用される一方、同分野の優
れた人材は限られています。そうした中で、いかに地震

課内のコンペで決定した STAR-E プロジェクトのロゴマーク

学とのコラボレーションに関心を持っていただくか、地
震学の次世代を担う若手研究者を、本プロジェクトを通
じていかに育成していくか等、プロジェクトが立ち上がっ

受験生へのメッセージ

た現在も課題は山積していますが、地震学に新しい領域

地震・防災分野に限らず、文部科学省が解決すべき課題

を構築していくというチャレンジと、本プロジェクトか

はどんどん複雑化し、従来のアプローチでは対応できなく

ら生まれる成果が地震被害の更なる軽減につながる可能

なっています。国内外の最新の動向を追い続け、現場の意

性に大きなやりがいを感じながら、両分野の研究者や防

見を幅広く集めながら、課題の本質はどこにあるかを見極

災関連の民間企業等、様々な関係者の方々との意見交換

め、限られたリソースをいかに有効に活用して課題に対処

を通じて、より良いプロジェクトになるように日々取り

するかを、常に頭をフル回転させて考えなければなりませ

組んでいます。

ん。業務に求められる水準は高く、責任も大きいですが、
強い熱意をもって働く職員のどんな意見に対しても風通し
よく議論し、政策立案につなげていく省内の風土は、その
努力を決して無駄にしません。科学技術、教育、文化やス
ポーツを通じてより良い未来を創るため、是非あなたの力
を貸してください。
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TOPIC
07

左から馬渡、南野

オリパラレガシー ～更なる競技力向上に向かって～
1 年の延期を経て開催された東京オリ・パラ大会

グセンター等の整備、スポーツ医・科学に基づく支援の充
実等に取り組んできました。

2021年夏、新型コロナウイルス感染症による数々の困難

スポーツ庁の有識者会議では、こうした施策が着実に成

を経て、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開

果を挙げていると評価され、その報告書を踏まえ、スポー

催されました。

ツ庁では、今後の持続可能な国際競技力向上に向けたプラ

夏季のオリ・パラ大会としては実に57年ぶりの自国開催
となった本大会で、日本代表選手団の素晴らしい活躍によ
り、オリンピックで獲得したメダル数は過去最多となりま
した。また、同一都市で2度目のパラリンピック開催は史
上初のことでしたが、今回初めてパラ競技を観戦し、その
魅力に引き込まれた方もいたのではないでしょうか。皆さ
んの印象に残っているのは、どんなシーンですか。

アスリートの活躍を支えるために

HPSC 風洞実験棟

こうした日本代表の活躍は、感染拡大等の厳しい状況の
中でも、アスリートの皆さんがこれまで積み重ねてこられ
たトレーニングの成果を発揮された結果です。
そんなアスリートを支えるため、スポーツ庁では、2016
年のオリ・パラ大会後、東京大会に向けた支援方針を策定
し、これをもとに関係機関と連携しながら、競技団体によ
る選手強化合宿やコーチ等の配置等に必要な経費の支援、
次世代のアスリートの発掘・育成、ナショナルトレーニン
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パラメダリスト訪問時

■ スポーツ庁業務概要

スポーツ庁では、トップアスリート支援を始め、国民のスポーツ実施や学校体育・運動部活

動、スポーツを通じた国際交流、スポーツビジネス等、スポーツに関わる施策を総合的に推進しています。新型コロナウ
イルス感染症や東京オリ・パラ大会の開催を通じて「スポーツの価値」が再確認された今、東京大会のレガシーとして、
スポーツを通じてより良い社会を実現するため、金メダリストの室伏長官を筆頭に、職員が自由に意見を言い合いながら
政策を考え、取組を進めています。

南野 圭史

Nouno Keishi
平成10年入省（法律）

平成10 年		4 月 文部省体育局学校健康教育課健康教育企画室
平成11 年		9 月 経済企画庁総合計画局計画官（労働力及び人的能力担当）付
平成13 年		1 月 内閣府政策統括官（経済財政―経済社会システム担当）付参事官
					 （社会システム担当）付
平成13 年		9 月 文部科学省高等教育局学生課企画係長
平成16 年		4 月 同 大臣官房総務課審議班審議第三係長
平成17 年		4 月 同 大臣官房総務課審議班審議第二係長
平成18 年		2 月 同 初等中等教育局教育課程課教育課程企画室専門官
平成19 年		8 月 同 大臣官房総務課課長補佐
平成20 年		10 月 同 高等教育局専門教育課課長補佐
平成21 年		4 月 福岡県教育庁教育振興部高校教育課長
平成23 年		4 月 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課課長補佐
平成25 年		4 月 外務省国際連合教育科学文化機関日本政府代表部一等書記官
平成28 年		8 月 内閣官房内閣総務官室付（命）東京オリンピック・パラリンピック
					
競技大会担当大臣秘書官事務取扱
平成29 年		8 月 スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付企画官
					 （命）スポーツ戦略官
平成30 年		7 月 文部科学省大臣官房総務課審議班主査（命）法令審議室長
					 （命）大臣官房総務調整官（国会担当）
令和元 年		7 月 同 大臣官房総務課副長
令和 2 年		4 月 同 初等中等教育局企画官
令和 3 年		7 月 現職

スポーツ庁競技スポーツ課課長補佐

馬渡 寛子

Mawatari Hiroko
平成21年入省（法律）

平成21 年		4 月 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課
平成23 年		2 月 同 生涯学習政策局参事官付
平成24 年		4 月 同 生涯学習政策局参事官付教育情報施策調整係長
平成24 年		8 月 同 初等中等教育局児童生徒課企画係長
平成25 年		7 月 同 大臣官房人事課計画調整班専門職
					 （人事院留学：アメリカ・ミシガン大学）
平成27 年		7 月 同 高等教育局高等教育企画課専門職
平成27 年		8 月 同 大臣官房国際課企画係長
平成29 年		4 月 同 大臣官房国際課専門官
平成29 年		5 月 同 高等教育局学生・留学生課専門官
令和 2 年		4 月 現職

ンを2021年12月に策定したところです。先端技術も活用し

てつもなく広大です。また、教育、健康・福祉、科学技術、

ながら、スポーツ医・科学的な知見に基づくより質の高い

産業、文化、地域振興、観光、国際関係等、多くの行政分

競技環境を実現することは、今後の取組の核となる考え方

野ともつながっています。

の一つです。

スポーツ庁

スポーツ庁競技スポーツ課長

スポーツ庁には、スポーツが得意な人もそうでない人も、
やりがいを大いに感じ、自らを成長させてくれる舞台があ

持続可能な国際競技力向上へ
関係団体と共に挑む
こうしたプランに基づき、立場の異なる様々な関係団体
が同じ方向を向いて取り組めるよう、日々コミュニケーショ

ります。まずは第一歩として、スポーツ庁の扉を開くこと
から始めませんか。きっと、その先の文部科学省というこ
の国の未来をつくる仕事に触れ、皆さんの成長欲求を満た
し、自己実現を果たす仕事に出会えるはずです。

ンをとりながら、アスリートの競技環境の充実に取り組ん
でいます。
イギリスやブラジルは、それぞれ2012年、2016年にオリ・
パラ大会をホストし、その後のオリンピックでも自国開催
時のメダル獲得の水準を維持しています。我が国の国際競
技力の真価が問われるのは、まさにこれからです。

受験生へのメッセージ

長官との打ち合わせ風景

ひたすら走りこみ、筋トレし、練習する時代から、筋量を
正確に測定し、バイオメカニクスに基づき、エネルギーや映
像分析等を駆使しながら科学的なトレーニングを行う時代。
皆さんの身近にあった運動環境はどのような変化を遂げてい
ましたか。このような「競技力向上に資する」取組から、大
規模国際大会の実施を通じて共生社会や国際的な社会を作
り上げていく取組まで、スポーツ庁の仕事のフィールドはと

日本におけるスポーツとアスリート育成の枠組み（日本版 FTEM）
（JSC 提供）https://pathway.jpnsport.go.jp/ftem/
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京都から発信する文化政策
文化庁の京都移転
千年にわたり一国の「都」であり続け、今なお豊かな

本部では、新たな文化行政の領域に踏み出す施策とし

文化が息づく京都は世界的に見ても稀有な都市です。2023

て、
「文化 GDP」を推計する取組を行っています。ユネス

年3月の京都での業務開始に向けて、移転の先行組織とし

コのガイドラインに基づき算出したところ、2018年の日本

て設置されているのが地域文化創生本部です。本部では、

の文化 GDP は10.5兆円と推計されました。産業として一定

文化芸術による地域創生を軸として、伝統文化の新たな展

の規模があることが分かりましたが、諸外国と比較すると

開と新規・融合領域の開拓の2つの方向性で施策を進めて

まだ伸びしろがあると考えられます。世界的にも文化・ク

おり、子供たちが伝統文化や生活文化に親しむ機会の充実

リエイティブ産業は成長領域として注目されており、文化

や伝統行事の継承、地域でのアートを活用した芸術祭によ

と経済の好循環を目指して様々な施策に取り組んでいます。

る地域活性化等に取り組んでいます。街に踏み出せば文化

また、文化と福祉の融合領域として、障害のある方々

財が数多くあり、学術も豊かな環境の中で、地域の自治体

の文化芸術活動の推進を行っています。障害のある方々が

や文化芸術関係の方々とも近い距離で議論をしつつ政策立

作るアートには、人間の感性が生き生きとありのままに表

案を進めており、霞が関とは異なる環境のメリットを感じ

現されたような素晴らしい作品がたくさんあり、私自身、

ています。悠久の歴史ある街に身を置くことで、中長期的

福祉施設で皆さんが作品を作っている姿を見て心を動かさ

な視点で政策を考えられるという好影響も期待されます。

れ、業務を進めていく糧になっています。

京都・新庁舎完成イメージ図
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「10.5 兆円」を稼ぐ文化、社会包摂と文化

■ 文化庁業務概要

文化庁では、音楽、演劇、メディア芸術といった文化芸術活動、書画や寺社仏閣等の文化財、宗

教、日本語、さらには茶道や食文化といった生活文化等も含め、多様な分野に及ぶ我が国の文化に関わる施策を総合的に
推進しています。現在、京都への移転に向けた取組を進めており、京都と東京の2つの拠点で、我が国の文化芸術の継承、
発展、創造に向かって政策の推進に取り組んでいます。

川村

匡

文化庁

文化庁地域文化創生本部総括・政策研究グループリーダー
Kawamura Tadashi
平成16年入省（法律）

平成15 年		10 月

文部科学省大臣官房人事課審査班

平成16 年		2 月

同

高等教育局大学課

平成16 年		4 月

同

高等教育局大学振興課

平成18 年		4 月

同

初等中等教育局教育課程課

平成18 年		8 月

同

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

平成19 年		4 月

同

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室専門職

平成20 年		4 月

同

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室企画係長

平成21 年		4 月

同

生涯学習政策局政策課専門職

平成22 年		1 月 （育児休業）
平成22 年		12 月

文部科学省大臣官房総務課広報室専門職

平成24 年		4 月

同

平成25 年		4 月

国立大学法人京都工芸繊維大学総務企画課長

平成27 年		11 月

文部科学省高等教育局学生・留学生課課長補佐

平成30 年		8 月

同

令和 2 年		4 月

現職

大臣官房総務課広報室専門官

高等教育局私学部私学行政課課長補佐

地域文化創生本部で毎週月曜に行われている煎茶道のお稽古の様子
〈 二匹の犬 〉 小笹逸男
アール・ブリュット・コレクション蔵 ©️Collection de l’Art Brut
協力：みずのき美術館

文化庁イキイキ・プロジェクト

受験生へのメッセージ
経済成長を果たしてきた日本がまだ見ぬ未来社会に進ん
でいく中で、人々の well-beingに重要な役割を果たす文化芸

庁内では若手有志職員を中心に、職員がイキイキ働くた

術、新たな価値を創出する可能性を秘めた科学技術・学術、

めのプロジェクトを行っています。ランチタイム読書会や

その基盤をつくる教育と健康・スポーツは、核心的な行政分

ワークライフバランス実現に向けた取組提案、有識者勉強

野だと考えています。私は「巨人の肩の上に立つ」という言

会を京都と東京をつないで定期的に開催するとともに、こ

葉が好きなのですが、これまで人類が積み重ねてきた美や知

れからの文化政策の在り方をディスカッションし、幹部に

の蓄積である「巨人」の肩の上に立ち、その次をクリエイト

提案する等、所属や立場を超えた政策議論が進められてい

していく試みを各界の第一線の方々と共に一歩一歩進めてい

ます。若手の職員と議論することで日々刺激を受けて自分

く、そんな気持ちで私は日々仕事をしています。伝統文化が

自身の成長も実感しており、皆で新しい政策の種蒔きにい

積み重ねられてきた京都で、次の文化政策を皆さんと一緒に

そしんでいます。

作っていけることを楽しみにしています。
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