CR O S S T A L K

人事企画官
クロストーク

大臣官房人事課人事企画官（併）副長

奥

篤史

Oku Atsushi
平成12年入省（物理）

平成12 年		4 月 科学技術庁長官官房秘書課
平成12 年		4 月 同 科学技術政策局政策課
平成13 年		4 月 文部科学省研究開発局海洋地球課
平成15 年		4 月 同 初等中等教育局教職員課企画係長
平成17 年		2 月 同 研究開発局原子力研究開発課業務係長
平成18 年		4 月 同 研究開発局地震・防災研究課専門職
平成19 年		7 月 同 研究開発局地震・防災研究課課長補佐
平成20 年		3 月 同 研究開発局原子力計画課専門官
					 （原子力留学：イギリス・ロンドン大学）
平成21 年		3 月 同 科学技術・学術政策局計画官付計画官補佐
平成23 年		7 月 外務省在英国日本国大使館一等書記官
平成26 年		8 月 文部科学省大臣官房政策課専門官
平成27 年		7 月 同 科学技術・学術政策局政策課課長補佐
平成28 年		7 月 同 大臣官房総務課企画官
					 （併）大臣官房総務課副長
平成29 年		7 月 同 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課地域支援企画官
平成29 年		8 月 内閣府大臣官房
					 （命）国務大臣秘書官事務取扱
平成30 年		10 月 文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課量子研究推進室長
令和 2 年		8 月 現職
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大臣官房人事課人事企画官（併）副長

石橋

平成12 年		4 月
平成13 年		4 月
平成15 年		4 月
					
平成17 年		4 月
平成19 年		7 月
平成19 年		8 月
平成20 年		8 月
平成21 年		7 月
平成24 年		4 月
平成25 年		4 月
平成26 年		4 月
平成27 年		4 月
平成29 年		4 月
平成29 年		7 月
平成30 年		2 月
					
					
					
令和元 年		7 月
令和 2 年		10 月
					
令和 3 年		10 月

晶

Ishibashi Aki
平成12年入省（法律）

文部省高等教育局学生課
文化庁長官官房政策課
文部科学省大臣官房人事課総務班専門職
（併）外務省経済局国際機関第一課
同 初等中等教育局初等中等教育企画課教育委員会係長
同 初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
同 科学技術・学術政策局基盤政策課専門官
同 高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院振興専門官
同 高等教育局大学振興課課長補佐
兵庫県教育委員会社会教育課長
同 教育企画課長
同 特別支援教育課長
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課課長補佐
同 高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室長
同 高等教育局国立大学法人支援課企画官
同 高等教育局企画官
（併）高等教育局高等教育企画課高等教育政策室長
（併）高等教育局国立大学法人支援課企画官
（命）大臣官房教育改革調整官
文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室長
文部科学省大臣官房付（併）内閣官房副長官補付
（併）内閣府本府規制改革推進室企画官
現職

文部科学省が求める人材像とは

石橋：文部科学省は、教育、科学技術、文化、スポーツと

石橋：2つの「そうぞうりょく（創造力と想像力）
」だと思

幅広い分野を担当します。全く違う分野を担当するときは

います。いつも現場にいることができるわけではありませ

「転職」したようなフレッシュな気持ちになります。一方、

んが、現場を見る機会を最大限に活かして、様々なことを

どの分野においても、大事なのは「実際にその分野にいる

「想像」して政策をつくりあげる必要があります。加えて、

人」です。幼稚園から大学、生涯学習として学ぶ全ての人、

過去や前例にとらわれず、今何が必要かを徹底的に考える

研究者、芸術家、スポーツ選手・・・その皆さんたちにとっ

ことから、政策を「創造」することです。

て、この政策が有益なものなのか、いつも立ち返って考え
ることが重要です。

採用担当者より

文部科学省の仕事について

奥：おっしゃるとおりだと思います。新型コロナウイルス
の世界的な感染拡大はもとより、地球温暖化をはじめとす

奥：学生の皆さんに「文部科学省は未来省」だと紹介する

る地球規模課題や少子高齢化、新技術による産業構造の激

ことがあります。教育や科学技術は今現在直面している課

変、覇権主義の台頭等、今、日本も世界も、激動とも混沌

題の解決だけでなく、未来のことも考えて取り組む必要が

とも言うべき時代に入っていると思います。こうした中で、

あります。先の見通しづらい世の中であればこそ、文部科

困難な課題に真摯に向き合い、自分でしっかり考え、実践

学省の役割や重要性はより一層高まっています。

する力、何事にも果敢に挑戦するスピリットはとりわけ重
要だと思います。

文部科学省で働く魅力について

石橋：そうですね。変革の時代であればこそ、「軸」が重

奥：最初に石橋さんが触れたように教育、科学技術、文化、

要です。政策を企画立案するに当たり、いつも、
「なぜ、

スポーツといったバラエティに富んだ幅広い分野が対象と

これが今必要なのか」に立ち返って考える力が必要です。

なること、そして日常生活に密接に関わる、国民の関心が

常に出発点を意識することで、「軸」がぶれない政策を打

高いこと、そして、教育や研究の現場と直に関わる職場で

ち出すことができます。

あることが文部科学省の魅力だと感じています。

受験生へのメッセージ

石橋：そうですね。人とのつながりという観点で考えると、
文部科学省は、定員2,000人程度の小さな組織です。だか

石橋：国家公務員の仕事については、昨今の報道等で大変

らこそ、多くの人たちが顔見知りです。私自身、兄弟姉妹

だという印象が強いと思います。大変ではないとは言いま

のように思う先輩、後輩が多くいます。忌憚ない議論をぶ

せんが、それぞれの分野の仕事は、日本に暮らす全ての人

つけあってより良い政策をつくる、大変なときはお互いに

を豊かにし、日本を豊かにするやりがいのある仕事です。

サポートしあって乗り切る、そういう職場です。難しい課

そして、今、日本の未来、世界の未来は、様々な困難に直

題に直面しても同じ思いを共有する仲間がいる心強さ、そ

面しています。その困難を乗り越える答えを持っているの

して、
さらに議論により政策が深まる面白さがありますよね。

が文部科学省の担当する分野です。多くの人が新しいこと
に挑戦し、共に、この日本、世界を良くするということを

奥：確かに。加えて、文部科学省以外にも職場自体が多様

可能とするために、皆さんの新しい力と思いを心から歓迎

で、職員が全国の教育委員会や大学・研究機関等に出向し、

します。

現場経験を積む機会が用意されています。また国内にとど
まらず、在外公館や国際機関等、海外で仕事をする機会も

奥：説明会や職員訪問、若手職員との懇談等、文部科学省

多くあります。このように、仕事の内容、職場の環境や勤

をより良く理解していただく機会を数多く用意しています

務場所も多様であることは、大きな魅力であると言えると

ので、是非一度訪ねてみてください。仕事内容はもとより、

思います。

職員の強い想いも感じることができるはずです。日本の未
来を切り拓いていきたいという気概のある皆さんと一緒に
働ける日を楽しみにしています。
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MESSAGE FROM NEW STAFF

一年目職員からの
メッセージ
文部科学省を選んだ理由、仕事のやりがい、印象に残っているエピソード、
休日の過ごし方、日々楽しみにしていること等について、
令和 3 年入省者から受験生に向けたメッセージです

初等中等教育局
初等中等教育企画課

荒木 真歩 Araki Maho

教育行政と教育研究をつなぎ、子供たち一人
ひとりがそれぞれ納得のいく人生を歩めるよ
うなサポートができる、そんな教育の実現に

高等教育局私学部私学行政課

岩切 香奈果 Iwakiri Kanami

関わりたいと思い、文部科学省に入省しまし

研究振興局
参事官（情報担当）付

石井 大悟 Ishi Daigo

それを成り立たせる学校運営等の教育環境の整
備等、多角的に携わることができる文部科学省

職場で、日々議論と勉強を重ねながら、今後

で、より多くの方がより良い教育を受ける一助

の初等中等教育の方針作りに貢献する仕事を

になれればと思い、志望しました。文部科学省

しています。世間で抱かれがちな「（お堅い）

では全体的に様々な考えを持った方々がいて、

公務員」というイメージに合う人というより

思っていた以上に毎日とても多くの勉強ができ

は、教育に志を持てる人が輝く職場だと思い

ることに驚きました。就職活動は大変なことも

ます。文部科学行政に情熱と理想を抱くあな

多いかと思いますが、ご自身の後悔のないよう

たの入省をお待ちしています。

な結果となることを心よりお祈りしています。

大学の研究室の環境改善をしたく志望しまし
た。同じ学費を払っているにも関わらず、教育・
研究の質が悪い環境で学ぶ学生が多くいるこ

大臣官房総務課

大野 峻宏 Ono Takahiro

科学力向上に寄与したいと考え文部科学省に
メラを片手にあちこち出かけたりしています。

意見を伝えれば聞き入れてもらえるのが個人

文部科学省は、教育や科学技術等、日本とい

的には驚きでした。仕事をする上で人付き合い

う国の根幹をつかさどる重要な官庁です。文

は非常に大切だとこの 1 年で感じました。他省

部科学省で何を成し遂げたいのか、自分の夢

庁や民間企業への就職、大学院への進学等考

や目標は文部科学省で実現できるのかをつぶ

えた上で、文部科学省の職員、職場の雰囲気

さに思案してみてください。その結果、文部科

が合えば、是非一緒に働きましょう。

伊藤 遼吾
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展を通して、社会に貢献する仕事がしたいと考
えたため文部科学省に入省しました。また、全

した。その中で日本の基礎科学研究環境が十

入省しました。休日には、旅行が好きなのでカ

事は雑務が多くなりがちですが、上司に自分の

豊かな未来を創ることのできる科学技術の発

大学院では電波天文学という分野で、宇宙に
ある中性水素原子や分子雲の研究をしていま
分ではないと感じ、この現状を打破し、日本の

決したく文部科学省を受けました。1 年目の仕

Ito Ryogo

様々あることと、教育環境によって受ける影響
の大きさを実感しました。教育内容と同時に、

た。周囲の先輩や上長ともフラットに話せる

とに問題を感じ、そのような問題を根本的に解

研究開発局原子力課

大学時代の経験で教育を受ける環境が非常に

学省を選んでくれれば嬉しいです。

初等中等教育局教育課程課

岡野 百花

Okano Momoka

災害の多い日本の未来のために、人材育成と
研究開発の推進の観点から貢献したいと思
い、入省を決めました。特に、専門性と幅広

ての社会活動の基盤である人に重点をおいた

い視点を併せ持つ人材を育成するとともに、

仕事に携わることができる点にも魅力を感じて

研究の成果を社会に還元するサポート役にな

います。国の重要な政策に関われることはもち

りたいと考えています。現在は、初めて関わ

ろん、魅力のある方々と共に働くことができる

る分野を扱うなかでも、一つ一つの仕事に丁

点に仕事のやりがいを感じています。公務員の

寧に向き合うことによってうまく仕事を進め

みならず、民間企業も含めた様々な選択肢を

ることができた時にやりがいを感じていま

模索し、視野を広げてみてください。文部科学

す。文部科学省には幅広い経験をしてきた職

省でしかできないことを見つけ、それに本気で

員がいます。就職活動ではその職員たちと話

取り組みたいと思っていただけた方とご一緒に

すことを通して、自分の夢を叶えるための方

仕事ができることを楽しみにしています。

策について考えを広げてみてください。

大臣官房人事課

各務 成美 Kakamu Narumi

文部科学省が所管する教育・科学技術・スポー
ツ・文化という幅広い分野から、誰もが夢を実
現するために努力できる、そのための選択肢

初等中等教育局教科書課

古閑 喜周 Koga Yoshichika

をつくっていくのが私たちの仕事だと語る職

仕事をする中で、少しの時間でも同期と話した

員の姿に惹かれ文部科学省を選びました。実

りお菓子交換をしたりするのがひそかな楽しみ

際の仕事では、未来の教育の形に直接触れら

になっています。また、休日は洋館巡り等外出

れることや、現場の声を直接伺う機会に、責

してリフレッシュするようにしています。文部

任感や意欲が日々喚起されます。元来学ぶの

科学省では幅広く関心も高い分野を所管して

が好きであったこともあり、職場で触れた未

いるので、責任重大ですがその分やりがいもあ

知の分野の図書を読むことが休日の趣味とな

る仕事だと思います。良い人が多い職場です

りました。就職活動は大変なことも多いです

ので、是非一度職員と話してみてください。
私が文部科学省を目指したのは、学校をもっと

唐木 朋也 Karaki Tomoya

大臣官房文教施設企画・
防災部施設企画課

橘田 果歩 Kitta Kaho

子供が成長できる場所にしたいという思いから
でした。価値観が渦巻く学校という場所で子

が、心から応援しています。
総合教育政策局
地域学習推進課

齊藤 友哉 Saito Tomoya

から入省を決めました。業務の中では、岡山

でした。その思いは変わらず今も持ち続けてい

県の小学校に出張し、自分の所属する課の施

ます。文部科学省を目指している皆さまは、ど

策が教育現場での活動につながっていると実

のような思いから文部科学省を目指しています

感できたことが印象に残っています。休日は

か。この職場の良いところは「青臭いことを本

ランニングや登山をする等しており、昨年は

気で語り合うことができるところ」だと思いま

同期とフルマラソンを走りました。文部科学

す。皆さまと文部科学省で働ける日々を心から

省を志望される皆さんは、ぜひ率直な「思い」

お待ちしています。

を文部科学省職員にぶつけてみてください。

大学時代は建築を専攻しておりましたが、単
純な形作りだけではなく、ソフト的な視点も
含め、幅広い観点から建築を考えたいと思い、

大臣官房国際課

酒井 祐子 Sakai Yuko

満足に教育を受けられない国から来た友人も
実際に入省してみて、国という組織でなければ
できない仕事、日本政府としての対応方針の決
定等に携われることにやりがいを感じています。

ら責任のある仕事を任せてもらえているなと

将来のことが分からず不安になることも多い

感じます。若手から成長できる職場だと思う

とは思いますが、是非自分の気持ちを大切に

ので、意欲のある方は是非文部科学省を志望

してください。その上で、文部科学省で一緒

していただければと思います。

小出 遼馬

文部科学省を選んだ理由は教育系のボランティ
アの経験から、教育の格差や子供の貧困問題を
実感し、全ての人が活躍できる社会を教育とい

は異なる教育を受けたことで教育の多様化を

多く、国の環境整備の重要性を感じました。

が、異動のスパンも短いことから、1 年目か

私が文部科学省を選んだ理由は、日本の総合的
な研究力を向上させたいという意識があったため
です。大学院での研究活動を通して、現行の研
究評価の方法ではすぐに成果が出るようなテーマ
が優先されてしまい、長期的な視野で研究活動を
進めることが困難ではないかと感じました。この
点を克服するため、日本の科学技術・学術研究の
様々な分野を俯瞰的に捉え、各分野の実情や課
題に対応した新しい評価軸の設定等を国の政策と
して推し進めたいと考えるようになり、そうした
活動に最も合致する文部科学省を志望しました。
是非文部科学省でご一緒に、各々持っている
こうした問題意識に対して、政策的な視点で
解決を実現していきましょう。

私が文部科学省を目指したのは、高校生の時
に留学をしたことがきっかけでした。国内と
実現させたいという想いが強まるとともに、

いきなり業務が始まったことには驚きました

Koide Ryoma

を充実させたいと考えたこと、一人ひとりの
人間を大切にする職員の姿勢に共感したこと

ながら仕事をしています。初日から配属され、

初等中等教育局財務課

本で暮らす全ての人を対象として教育の機会

を楽しめる子供も増えるという純粋な思いから

連絡ラインとして、省内の様々な局と関わり

木下 勇人 Kinoshita Yuto

自身の経験から教育の持つ可能性を感じ、日

供が楽しく過ごすことができたら、きっと人生

文部科学省を志願しました。現在は施設部の

研究振興局参事官（ナノテクノ
ロジー・物質・材料担当）付

の変容等、社会が大きく変わりつつあると感
じており、その中で、未来に目を向け、未来

がある社会を実現したいと思い、入省しました。

文化庁政策課

就職活動時、諸分野のデジタル化や感染症等
による生活環境の変化や、それによる価値観

に働くことができたら嬉しいです。

初等中等教育局幼児教育課

嶝口 湧士 Sakoguchi Yushi

地方の村で生まれ育った経験から、どんな地
域・家庭にあっても子供の可能性が開かれて
いる社会を実現したいと考え、文部科学省を
志望しました。一年目は下積みの期間と思っ
ていましたが、意外と責任のある仕事を任さ
れやりがいを感じていますし、同じ課の職員
との何気ない雑談から自分の視野が広がるこ
とが多く、日々の楽しみとなっています。文
部科学省には真剣にこの国の未来を考えられ
る場が整っています。就職活動では自分の興
味・関心に素直に従い、その先に文部科学省
があればうれしく思います。

文化庁文化財第一課

佐藤 望

Sato Nozomi

文部科学省を目指したのは、大学院で学問の難
しさと喜びを、また教育実習で教職の魅力と学
校の課題を知ったことがきっかけとなり、子供が

うツールを使って実現したいと思ったからです。

学ぶ楽しさを実感でき、社会に出た後も学び続

休日は基本的には家でゆっくりしていますが、土

け、人生を豊かにできる社会の実現につながる

日のどちらかは外出しようと心がけています。ま

仕事がしたいと考えたからです。連絡調整の業

た、地方出身なので、日々東京の開拓を進め、

務は人と人の間に入り、様々な意見を集約し、組

美味しいものを食べに行ったりしています。

織としての方向性を見いだしていく仕事です。自

仕事の規模や与える影響の大きさは中央省庁

分の力不足を痛感する毎日ですが、様々な人と

でしか感じることのできないものがあると思

協力し文部科学省という一つのチームとして働く

います。なかでも、文部科学省は教育という

ことにやりがいを感じています。就職活動を通し

かたちで未来を担う人材育成に関わることが

て自分がやりたいことを見つけるまで、時間がか

できる、魅力的な職場だと思います。

かるかもしれませんが、皆さんを応援しています。
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MESSAGE FROM NEW STAFF

一年目職員からのメッセージ
研究振興局振興企画課

佐藤 亜紗妃

Sato Asahi

『変化に強い社会を創る』
。私が国家公務員を
志した理由です。変化に強い社会とは、イノ
ベーションを生み出し続ける社会であり、イ

高等教育局高等教育企画課

冨田 一葉 Tomita Hitoha

ノベーションの基盤である科学技術・学術の

えられる点に魅力を感じたこと、お会いした職

ことができる文部科学省を志望しました。ノー

員の方々の人柄に惹かれたことから決断しまし

ベル賞受賞といった研究者の方々の努力が結

た。入省後は 1 年目でも様々な業務に携わるこ

実したニュースや、新技術が社会を変革する

とができます。尊敬する先輩方に助けられなが

ニュースを見る時に、特に仕事のやりがいを

ら、文部科学省で働くことのやりがいと責任の

感じます。文部科学省を目指す皆さまにおか

大きさを感じる日々です。文部科学省は「人」

れましては、業務や取り巻く課題について知

の魅力にあふれた職場だと思います。皆さんと

識を得ることも重要ですが、ご自身の考えや

一緒に働けることを楽しみにしています。

思いを深めることを大切にしてください。

佐藤 花帆 Sato Kaho

スポーツクラブや部活動等、小さいころから
自分が一番続けてきたものがスポーツだった
ことから、何かスポーツに関わる仕事をした

文化庁文化資源活用課

中江 彩 Nakae Sae

た。10 年 後、20 年 後、 時 に は100 年 以 上

いイメージを持っていましたが、民間から来

先の社会を想像しながら正解のない問いに向

られている方等も多く、職場の雰囲気は想像

き合うことは大変ですが、それ以上にワクワ

していたよりも穏やかです。どの職場に行っ

クします。行政官の仕事は本当に多岐にわた

てもそこでしかできない仕事があると思いま

り、毎日が新鮮で学ぶことばかりです。一年

すので、是非選択肢を広げて考えていただき、

目から様々な経験ができますし、キャリアパ

更にその選択肢の一つに文部科学省が入って

スも多様です。色々な方の話を聞き、少しで

いれば大変嬉しいです。

杉本 宜陽 Sugimoto Takahiro

大臣官房政策課

髙橋 智
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Takahashi Satoshi

お持ちいただきありがとうございます。就職
活動中の皆さんは、文部科学省でどのような

プレゼンス向上に貢献したいと思い志望しま
意や魅力に惹かれたことが決め手となりまし

学省を志望しました。公務員というだけで硬

数ある就職先の中から、文部科学省に興味を

もともと教育に関心があったことに加え、多
くの人の人生に関わる仕事がしたい、日本の
した。最終的には、働いている職員さんの熱

いと考え、スポーツ庁への配属がある文部科

科学技術・学術政策局
人材政策課

は、教育や科学技術、文化、スポーツを通じ
て人の内面だけでなく社会の在り方について考

振興及びそれを創出する人材の育成に携わる

スポーツ庁参事官
（民間スポーツ担当）付

教育に携わる仕事をしたいと考える中で、文部
科学省はずっと選択肢の一つでした。最終的に

も興味を持っていただけたら嬉しいです。
科学技術・学術政策局
産業連携・地域振興課

長坂 龍洋 Nagasaka Tatsuhiro

国際学会等で他国の研究者、学生と関わる中
で、日本の科学技術力の現状に危機感を感じ、
国全体での科学技術力の向上に貢献するた

ことを実現したいですか？私の場合、国民が

め、文部科学省を選びました。積極性をもっ

快適で幸せな生活を送ることができる未来社

て取り組めば 1 年目から挑戦できる機会は

会の創造が目標であり、そのために必要とな

開かれていると感じます。資源に乏しい我が

る「技術」と「人」の両面からこの国を支え

国において、未来を切り開くのは科学技術イ

たいと考えたため、文部科学省に入省しまし

ノベーションであり、それを担う人材だと私

た。そして現在は、日本の将来の研究活動を

は考えています。文部科学省では幅広い領域

担う博士課程学生等の若手研究者を支援する

から未来を見据えて前向きに取り組むことが

事業に携わっています。就職活動は不安の連

できる職場かと思いますので、迷い抜いた結

続かと思いますが、是非内に秘めた熱い思い

果、文部科学省を選択していただければ嬉し

を存分に開放してください。

いです。

日本の博士人材の育成や基礎研究の振興に携
わりたいと考えて文部科学省を選びました。
大臣官房では省内の施策・事業を教育系、科

文化庁参事官
（芸術文化担当）付

中島 伊織 Nakajima Iori

予測困難な未来を主体的に生きることができ
る人材を育てるため、より良い教育のあり方
を追求するとともに、様々な分野で努力する

技系どちらも見ることができるため、１年目

人々の自己実現の過程を支えたいと考え、文

から文部科学省の全体像に触れることがで

部科学省に入省しました。休日は映画を見た

き、
とてもためになります。所属する部署では、

り運動をしてリフレッシュしています。

１年目でも政策を実際に作れる政策のコンペ

文部科学省は、若手でも積極的に意見を言え

や、ノーベル賞受賞者の研究についての勉強

る環境が醸成されており、理想とする社会や

会等、前向きなイベントを色々と実施してい

社会人像がある方は、その理想に向けて自分

ます。文部科学省は省内向けにも様々な取組

から働きかけることができる職場だと思いま

を行っています。想像していたのと違うなと

す。ぜひ進路の選択肢の一つとして考えてみ

皆さまに思っていただけたら嬉しいです。

てください。

大臣官房文教施設企画・
防災部施設企画課

永野 和大 Nagano Kazuhiro

学生時代に歴史的建築物の文化的価値に関す
る研究を行ったことが行政の仕事に興味を持
つきっかけでした。元々、文化財行政以外に

大臣官房政策課

福島 稜平 Fukushima Ryohei

全く興味の無かった私ですが、職員から文部

望しました。現在の部署では他省庁の取組に

ようになり、入省を決めました。１年目の職

関わる機会が多く、国全体でどのような政策

員が関わるのは雑務が中心だと思っていまし

に取り組んでいるのか知ることができ、毎日

たが、イメージしていたよりも、ずっと影響

勉強になります。国家公務員は正しいことの

力が大きな仕事に関わることができます。
「○

実現を対価関係なしに追求することができる

○に関しては誰にも負けない」という分野を

数少ない職業です。日本の将来を我々と一緒

持っておくと良いと思います。身に付けた知

に悩みながら形作っていきましょう。

識や技術はきっと仕事に役立つはずです。

中宮 将宏 Nakamiya Masahiro

研究開発局開発企画課

中村 聖

Nakamura Sho

ことで、誰もが幸せに向かうことができる社
会を目指すことができると考えました。また、

初等中等教育局教育課程課

藤野 萌子 Fujino Moeko

経験をしたときに、このまま自分は教員になっ
て良いのだろうかという気持ちが芽生えたこと

た。教育委員会の方等の困りごとを微力なが

が文部科学省を目指したきっかけでした。休日

ら解決したり助けたりできることは、非常に

は仕事とは全く関連のない趣味をしたり、他業

やりがいに感じます。様々な声を聞きなが

種の友人と多く話すように心がけています。や

ら、最後まで悩んで就職先を見つけていただ

りたいと思えることが少しでも文部科学省にあ

ければと思います。その結果、最終的に文部

るのであれば、挑戦してみるべきだと思います。

科学省を選んでいただければ大変嬉しく思い

不安で逡巡すると思いますが、やってみると杞

ます。

憂で済むこともたくさんあります。

大学の研究室では最先端の研究に自由に取り
組める機会に恵まれたことから、この「大学
の研究」という場をもっと様々な人が挑戦し

大臣官房総務課

帆玉 光輝 Hodama Koki

メディア等では大変な面ばかりが強調されま
すが、重要政策の決定過程に携われる非常に

端を、微力ながら担うことができています。

やりがいのある仕事です。毎日上司や先輩方

「これからの日本の科学技術や教育をもっと

に支えられながら楽しく仕事をしています。

こうしていきたい。」という思いを持った方

皆さまと一緒に働けることを心よりに楽しみ

と一緒に働くことができる日を楽しみにして

にしています。

います。

ば良いな、と感じたからです。現在の仕事は、

研究振興局振興企画課

正岡 麻里奈 Masaoka Marina

新型コロナウイルスやドローン等の危機管理

しています。局内外問わず多くの政策や事業に

に携わっています。また、休日はよく近場の

触れるため、情報量が多く把握しきれないこと

温泉に行ってリラックスしています。霞が関

も多いですが、刺激的な毎日です。文部科学省

は時に忙しくもありますが、政府の意思決定

の一番の魅力は、技術系採用であっても、科学

の過程に関わることができる貴重な仕事だと

技術のみならず、教育、文化、スポーツと様々

感じています。教育に興味がある方は是非文

な業務に携われることかと思います。皆さまと

部科学省を目指してみませんか？愉快な動機

一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

や素敵な先輩方が皆さんを待っています。

平井 里奈

誰かの成長を支えることのできる仕事に魅力
を感じていました。また、何歳になっても学
び続けられるような環境を整備することで、
人々の豊かな暮らしに寄与したいと考えたた
め、文部科学省を志望しました。休日は同期
とご飯に行ったり、近所のカフェに出かけた
りしてリフレッシュするようにしています。
文部科学省では、教育、科学技術、文化、ス
ポーツと、様々な分野から人々の生活を支え
ることができ、とてもやりがいのある仕事だ
と感じます。皆さまと一緒に働くことができ
る日を楽しみにしています。

や待遇の改善に貢献したいと考え、文部科学省
を志望しました。就職活動をしていく中で、職
現在は局総括として様々な部署の職員と仕事を

に至るまで、微力ではありますが多岐な業務

Hirai Rina

学生時代の経験から、大学・研究所の研究環境

員と自然体で話せたことも志望理由の一つです。

業務から、請願対応といった国会関係の業務

総合教育政策局政策課

きました。文部科学省に入省したのは、そこ

に従事しています。国会関連業務というと、

日のニュースになるほど注目が高い事業の一

別最適化された教育を提供できる社会になれ

大学院で少しだけ教育行政について勉強して

です。大臣官房総務課では主に国会関連業務

模も夢も大きい分野を扱っており、すぐに翌

文部科学省に入省した理由は、子供たちに個

教育における合意形成に関心があり、大学や

で得た知識等を活かせる職場だと思ったから

局では、宇宙や環境エネルギーといった、規

濱田 真旗

聞いたり、実際に教育実習等で学校の現場を

る職員の皆さんがたくさんいらっしゃいまし

もって、文部科学省に入りました。研究開発

Hamada Masaki

中学生だった頃から教員になることを目指して
いました。実際に教員として働く友人から話を

採用の過程で「自分もこうなりたい」と思え

やすい環境にしていきたい、という思いを

大臣官房総務課

た。文部科学省では教育に関する様々な政策
スを与えることができる点に魅力を感じ、志

次第に文部科学省職員として働きたいと思う

文部科学省が所管する 4 つの分野に携わる

うことのできる仕事をしたいと考えていまし
を通じて多くの人々に将来を切り拓くチャン

科学省の業務について話を聞いているうちに

初等中等教育局
特別支援教育課

私は弱い立場に置かれ、苦しめられる人を救

研究振興局
大学研究基盤整備課

吉田 雪乃 Yoshida Yukino

私の志望動機は、科学技術の振興に携わり、
日本の未来の生活を支える一員となりたいと
考えたためです。元々私は医療分野に興味を
持っていましたが、医療の発展を支えるのは
科学技術だと考えるようになり、文部科学省
の仕事に興味を持ちました。仕事では、「日
本の研究力向上のため」という一つの目標に
向かって、様々な立場から熱い議論が交わさ
れる毎日がとても刺激的です。文部科学省に
は、心から日本の未来のためを思って日々仕
事をされている、熱く輝く方々がたくさんい
ると感じます。そんな先輩方の中で、皆さん
とご一緒できることを楽しみにしています。
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採用情報
RECRUIT INFORMATION

業務説明会や官庁訪問等に関する最新の情報は、文部科学省ホームページの採用案内に随時掲載し
ますのでご覧ください。

文部科学省ホームページ（採用案内

総合職・一般職）

https://www.mext.go.jp/b_menu/saiyou/sgipn.htm

採用状況
令和 4 年度の総合職職員採用実績

事務系

技術系

令和 4 年度総合職採用（内定）者

22（8）

14（5）

女性や大学院出身者も多数採用されています。

合

計

36（13）

大卒程度試験
政

治
・
国 際
学部卒
令和 4 年度
（内定者）

律

経

5（2）

済

人間

工

科学

2

学

数理科学
・
物 理
・
地球科学

化

学
・
物
・
薬 学
生

3（1）

修士課程修了

農業科学
・
水 産

森 林
・
自然環境

農業農村
工

学

教

1（1）

3

養

合

計

7（4）

18（8）

1（1）

4（1）

8（5）

22（9）

2（1）

19（9）

1

2

3（1）

21（9）

博士課程修了
合

計

学部卒
令和 3 年度

法

4（3）

5（2）

2

8（2）

2（1）

6（1）
1（1）

1（1）

1（1）

修士課程修了

1

1

博士課程修了
合

計

4（3）

8（2）

2（1）

1（1）

2（1）

1

院卒程度試験
行

政

人間科学

工

学

数理科学
・
物 理
・
地球科学

化

学
・
物
・
薬 学

農業科学
・
水 産

2（1）

1

1

14（4）

2（1）

1

1

14（4）

生

農業農村
工

学

森 林
・
自然環境

法

務

合

計

学部卒（6年制）
令和 4 年度
（内定者）

修士課程修了

3（1）

2

5（2）

3（1）

2

5（2）

博士課程修了
合

計

学部卒（6年制）
令和 3 年度

修士課程修了

●（

）内は女性の内数

計

1（1）

3

11（4）

2

2（2）

3（1）

1（1）
1

1

2

2

2（2）

3（1）

2（1）

5（1）

14（5）

博士課程修了
合

1（1）

●令和 3 年度の内定者については、卒業見込者、修了見込者を含む

採用スケジュール（総合職）
文部科学省への入省を希望される方は、必ず官庁訪問をしていただくことになります。官庁訪問は、試験の種別、採用区分
により、開始日、受付場所等が異なります。官庁訪問前には、文部科学省ホームページで詳細を確認してください。また、人事
院ホームページもあわせてご覧ください。
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※下記スケジュールは令和 4 年のものです。

3 月 18 日（金）～3 月 28 日（月）

受験受付

6 月 22 日（水）

官庁訪問開始

4 月 24 日（日）

一次試験

6 月 22 日（水）～6 月 24 日（金）

第 1 クール

5 月 6 日（金）

一次試験合格発表

6 月 27 日（月）～6 月 29 日（水）

第 2 クール

5 月 22 日（日）

二次試験（筆記）

6 月 30 日（木）～7 月 1 日（金）

第 3 クール

5 月 24 日（火）～6 月 10 日（金）

二次試験（政策課題討議・人物）

7 月 4 日（月）

第 4 クール

6 月 20 日（月）

最終合格発表

7 月 5 日（火）

第 5 クール
正午以降

内々定解禁

採用に関する Q&A

Q1 文部科学省では、どんな人材を求めているのですか？

文部科学省では「教育」「科学技術・学術」「スポーツ」「文化」といった幅広い分野を担当しています。
これらは、「人材の育成」の観点から、いずれも極めて重要な行政分野であり、未来の動向を見据えた総合的な政策の企画・

「人」を育て、
「知恵」を生み出し、
「未来」の基盤をつくっていくという役割を担う文部科学省では、人間が好きで、将来のビジョ
ンのための新しい感覚、柔軟な思考力とそれを現実に結びつけるのに必要な、困難な課題にも粘り強く立ち向かう気概や想い
を持った方々を求めています。

Q2 総合職と一般職の職員の仕事内容は、どのように違うのですか？

採用情報

立案及びその展開が強く求められています。

総合職は政策の企画、立案や省内外との調整業務、一般職事務系は総務、会計といった管理業務や事業の実施、一般職技術

系は技術的な知識、経験を背景に専門性を活かせる業務に携わることが多いかと思います。
しかし、従来から文部科学省では本人の希望や能力、適性等を踏まえた人事配置をしており、一般職職員が、適性や能力に
応じて、政策の企画、立案の色合いの濃い仕事に携わることもあります。

Q3 事務系行政官と技術系行政官の職務上の違いはありますか？

試験区分に応じて、事務系採用、技術系採用とありますが、事務系行政官・技術系行政官の区別はありません。当然、高度

な専門的知識を必要とする業務の場合は、事務系と技術系の背景を考慮しますが、入省後は「適材適所」で配置が決まります。
これからの「変革の時代」を乗り切っていくためには、自分の専攻分野にとらわれず、幅広い視野を持って、新しい世界にど
んどん挑戦していく積極性が求められます。

職員訪問
仕事の内容や職員の雰囲気をよりよく知っていただくために、職員訪問の機会を設けています。令和 4 年 3
月現在、原則オンラインでの職員訪問を行っています。
区分・職種ごとに申込方法が異なるため、詳細は以下のページをご参照ください。

http://www.mext.go.jp/b_menu/saiyou/1330632.htm

文部科学省インターンシップについて
文部科学省において実務を体験することにより、主体的な職業選択や高い職業意識の育成を図り、文部科学省行政への理解を
深めてもらうことを目的に夏期及び春期休業中に文部科学省インターンシップを実施しています。
文部科学省インターンシップはそれぞれ開始時期の約 3 ヶ月前から文部科学省のホームページに実施概要を掲載いたします。

応募人数と
受入人数の推移
（令和4年1月24日現在）

令和元年度

令和 2 年度

令和 3 年度

夏期

春期

夏期

春期

夏期

受入人数

112

73

66

39

71

春期
60

応募人数

370

137

290

226

567

230

お問い合わせ先
〒 100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2

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

技術系

事務系

大臣官房人事課任用班任用第一係
（内線 2135）
E-mail：mext-s@mext.go.jp

TEL 03-5253-4111（代表）
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
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事務系
大臣官房人事課任用班任用第一係（内線2135）
E-mail：mext-s@mext.go.jp
技術系
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
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

