
留学・海外勤務状況

【留学】

■研修期間／●学校：原則4月～翌月3月の1年間 ●教育委員会・国立大学等：原則1か月間以内
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　語学力の向上、国際的な知己の獲得、専門性の取得を目的としたグローバル人材育成のための研
修である、人事院による長期在外研究員制度をはじめとした各種留学制度のほか、文部科学省によ
るものとして宇宙関係、原子力関係の留学制度があります。

　国と民間との相互理解を深め、組織の活性化と人材育成を図る、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律（官民人事交流法）」に基づく官民人
事交流制度による交流派遣のほか、文部科学省独自の取組としてベンチャー企業等への派遣型研修プログラムを行っています。

地方公共団体等への出向

民間企業での勤務

　入省１年目～３年目職員が安心して円滑に勤務に臨めるよう、資質能力の向上等の支援を目的とした勉強会で、若手有志による企画委員と大臣官房
人事課が企画・開催しています。「国会」「予算」「法律」等省横断的なテーマで実施し、毎回多くの若手職員が参加しています。

文部科学省若手育成サポートシステム（通称「メクサポ」）

【在外公館等での海外勤務】
　ボーダーレスの時代において、これからの行政には国際的な視点が欠かすことができなくなってい
ます。外務省に出向して現地の大使館で外交官として勤務したり、国際機関に派遣されて国際公務員
として活躍するという機会も設けられています。

　地方公共団体等の要請に応じ、都道府県や市町村の教育委員会、知事部局、各国立大学法人の事
務局や独立行政法人等への出向を経験する機会もあります。
　学校現場の教職員や文化関係者、国立大学法人の事務職員や研究者等と一緒に教育、科学技術・
学術、スポーツ、文化等を考えていく大変貴重な経験となっています。

他府省等への出向
　複雑・高度化する行政課題に対応するため、ものの見方や考え方の幅を広げる必要があります。また、異なる分野の行政に携わる人達との交流を深め、
緊密な連携の強化を図る観点からも、重要な意味を持つため、積極的に行っています。

文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修
　学校、教育委員会または国立大学等における実務を経験できる研修です。地方教育行政や学校教
育、さらに社会教育等の現場についての見解と理解を深めるとともに、その経験をその後の文部科学
省での施策の企画立案、実施等に活かして、国及び地方における教育行政の充実に資することを目
的としています。

出向・研修制度

■機関別／在外公館、国際機関等への派遣職員、大学等（留学）
■国別／アメリカ、イギリス、カナダ、韓国、中国、フランス　等

■内閣官房、内閣府、復興庁、デジタル庁、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、原子力規制委員会　等

■地方公共団体別／都道府県、市町村教育委員会、都道府県知事部局、市町村
■内訳／埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、兵庫県　等
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人事院留学
（ハーバード大学・カリフォルニア大学ロサンゼルス校）

吉田 欧太 Yoshida Ota
平成28年入省（教養）

平成28年  4月
平成30年  4月
平成30年10月
平成31年  4月
令和  2年  8月

令和  3年  8月

文部科学省生涯学習政策局政策課
同　初等中等教育局国際教育課
同　初等中等教育局財務課
同　初等中等教育局財務課専門職
同　大臣官房政策課専門職
（併）内閣官房副長官補付
（命）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部
事務局局員
現職
（人事院留学：米・ハーバード大学教育大学院、
カリフォルニア大学ロサンゼルス校教育大学院）

海外から日本の教育へのヒントを学ぶ

留学

好きなトピックを選んで探求活動に取り組んで
いました。自らの経験や境遇に深く関連する
テーマに高いモチベーションを持ち、お互いに
議論をしながら学びに向かっている姿勢がと
ても印象的で、日本の教育が目指す「個別最適
な学び」と「協働的な学び」の充実に向けて示
唆を得ることができました。
　引き続き、この貴重な機会を充実した学び
につなげ、政策形成に役立つような引き出しを
増やしていきたいです。

携わってきた周囲の生徒や教授との議論を通
し、他国の教育政策・実践の成功や失敗から
学び、最先端の研究成果に触れながら、日本の
教育に活かせることはないかと考える日々を過
ごしています。
　大学で学ぶだけでなく、先日、ボストンで、ア
メリカに移り住んだ子供たちのための公立高
校を訪れました。この学校では、卒業プロジェ
クトとして、「移民の若者の健康や幸福を支え
るものは何か？」というテーマに沿って、自分の

　私は人事院の制度を活用し、２年間アメリカ
に留学しています。令和４年夏までハーバード
大学教育大学院でアメリカの教育政策につい
て学び、現在はカリフォルニア大学ロサンゼル
ス校教育大学院の修士課程に在籍し、主にコ
ンピューターを活用したテストの可能性につい
て勉強しています。また、自治体と連携して教
育政策の効果検証を行う大学の研究機関で
インターンを行い、帰国後に実践できるような
分析スキルを学んでいます。世界各国で教育に

原子力留学（OECD/NEA）

菊地 久美子 Kikuchi Kumiko
平成21年入省（理工Ⅳ）

平成21年  4月
平成21年11月
平成23年  1月
平成24年  4月
平成24年  7月
平成26年  4月

平成27年  4月
平成29年  2月
平成29年  4月

令和 元年  7月

令和  3年  4月

令和  4年  7月

文部科学省研究開発局開発企画課
同　研究開発局海洋地球課
同　研究開発局地震・防災研究課
同　研究開発局地震・防災研究課企画調整係長
同　大臣官房政策課評価室評価委員会係長
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門職
（文部科学省職員教育行政・
学校教育等実務研修：宮城県仙台第一高等学校）
同　高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係長
同　研究開発局原子力課専門職
同  研究開発局原子力課専門官
（原子力損害賠償紛争解決センター　東京事務所・福島事務所勤務）
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
（統合戦略担当）付　参事官補佐
同　科学技術・イノベーション推進事務局参事官（原子力担当）付
参事官補佐
現職国際機関での業務を通じ、学ぶ

原子力・宇宙留学

おり、日々の業務の中で新たな知見を得ること
が多いですが、同時に、欧米に追随する日本の
有する問題意識は、医療用ラジオアイソトープ
製造・利用の国際展開を進めていく上で大事
な観点なのではないかと思う場面もあります。
このような感覚を大事にしながら、私なりの付
加価値を生み出し、日本の取組にも還元でき
ればと考えています。

ば「生もの」であり、国内外の協力によるサプラ
イチェーンの構築が重要です。私は、前の部署
で医療用ラジオアイソトープ製造・利用に関す
るアクションプランを取りまとめた経験を基
に、OECD/NEAにおいては、医療用ラジオア
イソトープに関する国際ワークショップの準備
や、用途・サプライチェーンの現状・課題等を各
国政策担当者へ周知するためのペーパーの作
成等に取り組んでいます。
　この分野については、欧米の取組が先行して

　私は、原子力関係在外研究員派遣制度を活
用し、令和４年８月からフランスにある
OECD/NEA（経済協力開発機構原子力機
関）で業務を行っています。
　原子炉等によって製造される放射性同位元
素（ラジオアイソトープ）から発生する放射線
は、がん等の診断や治療に活用可能であり、近
年は特にがん治療への高い効果が世界から注
目されています。一方で、ラジオアイソトープは、
放射線を出しながら自然に崩壊していく、いわ

大学附属の小学校を訪問 休日に訪れたアリゾナ州のサボテン

エッフェル塔の見える犬の散歩コース 年末のチームでのランチ

授業後に友人とランチ



35

外務省ユネスコ日本政府代表部公使

平山 直子 Hirayama Naoko
平成6年入省（法律）

文化庁文化部著作権課国際著作権室
文部省学術国際局国際学術課
同　学術国際局国際企画課
（派）国際連合教育科学文化機関（パリ）
同　大臣官房総務課行政改革推進室専門職員
同　体育局体育課企画係長
文部科学省大臣官房総務課専門官
和歌山県教育委員会生涯学習課長
文化庁文化財部美術学芸課
美術館・歴史博物館室室長補佐
同　長官官房政策課専門官
（併）内閣官房副長官補付
（命）知的財産戦略推進事務局局員
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課企画官
同　大臣官房付

平成  6年  4月
平成  8年  4月
平成  8年  6月

平成10年  7月
平成12年  1月
平成13年  7月
平成14年  4月
平成17年  4月

平成19年  5月

平成21年  8月
平成23年  8月

（育児休業）
同　スポーツ・青少年局競技スポーツ課
国際スポーツ室長
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
（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国際渉外・スポーツ局次長
文化庁文化財部美術学芸課長
同　文化財第一課長
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長
文化庁文化経済・国際課長
同　企画調整課長
現職

平成23年12月
平成26年  4月

平成27年10月
平成28年  7月

平成30年  7月
平成30年10月
令和 元年  7月
令和  3年  1月
令和  3年  4月
令和  4年  6月

ユネスコで世界平和に向けた多国間交渉を実践する

在外公館

語については仕事で使えるほど身につけられて
いませんが、国連の場で活躍するならば、やは
りフランス語もある程度できた方が有利です。
　国際公務員の方々と一緒に、まさにグロー
バルな仕事ができるというのは、入省前には
まったく想像ができませんでした。文部科学省
の仕事は大変分野が広く、自分の想像を超え
た経験と学びの機会を与えてくれます。皆さん
と一緒に新しいチャレンジができるのを楽しみ
にしています。

界文化遺産」はUNESCOの代表的な業務で
す。これ以外にも、「世界ジオパーク」「ユネスコ
スクール」等、教育・科学・文化・スポーツの幅
広い分野で、各国と連携しながらUNESCOの
事業を促進するための交渉・調整を行ってい
ます。アフリカ・中東・欧州・南米等様々な国の
方 と々コミュニケーションを取りながら合意形
成・案件形成をしていくというのは、国連組織
ならではの醍醐味があります。業務は、英語・フ
ランス語の両方が使われます。私は、フランス

　UNESCOは「教育、科学及び文化を通じて
諸国民の間の協力を促進することによって、平
和及び安全に貢献する」（ユネスコ憲章）ため
に創設された国連の専門機関です。私の役割
は、それぞれの事業を担当する書記官及び現
地職員（フランス在住の方々）をまとめ、大使を
補佐することです。「代表部」は、海外の「日本
大使館」とは異なり、相手となるのは、193加
盟国の代表部の大使・書記官及びUNESCO
幹部・職員です。皆さんも聞いたことがある「世

外務省在サンフランシスコ日本国総領事館領事

黒川 典俊 Kurokawa Noritoshi
平成21年入省（理工Ⅱ）

平成21年  4月
平成22年  4月
平成24年  3月

平成26年  7月
平成27年  7月

平成28年  4月

平成28年  8月

平成30年  7月
令和  2年  9月

文部科学省大臣官房総務課審議班
同　研究振興局情報課
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課
市場制度一係長
文部科学省科学技術・学術政策局政策課総括係長
同　大臣官房総務課審議班第四係長
(命)大臣官房総務課法令審議室審議第四係長
同　大臣官房総務課専門官
（併）大臣官房総務課審議班第四係長
同　大臣官房人事課専門官
（人事院留学：アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校）
同　科学技術・学術政策局研究開発基盤課課長補佐
現職

シリコンバレーと日本をつなぐために

在外公館

防接種・幼児教育無償化拡大等、大きく変わ
る現地校の教育事情を、州政府等とも連絡を
取りつつ把握し発信しました。
　令和4年11月、政府の「スタートアップ育成
５か年計画」が策定されました。当地では、起
業家・投資家・研究者まで、日本ゆかりの多く
の方々が、課題解決先進国として日本に変革
をもたらすべく活動中です。現場に足を運び、
彼らの思いを受け止め、我が国の政策立案に
繋げることが日々の目標です。

　私の米国赴任は、コロナ禍でのロックダウン
の真っ最中。日米の往来に制約が生じ、学生・
研究者交流にも大打撃が及びました。次世代
を担う彼らの活動を何とか支えたいと、スタン
フォード大学・UCバークレー等の当地大学や
東京の同僚と連日議論し、解決策を一緒に模
索しました。時にもどかしい思いをしながらも、
霞が関の仕事が人々の生活に大きく関わるこ
とを強く実感しました。約４万人の邦人駐在家
庭では子女教育も一大関心事。遠隔授業・予

　私は、文部科学省から米国に赴任し、科学
技術・教育担当の外交官としてシリコンバレー
を駆け巡る日々を送っています。世界最先端の
ハイテク企業が集まり、スタートアップの聖地
でもあるシリコンバレーは、住民の約４割が外
国生まれとされ、エネルギッシュな人材が世界
中から集っています。彼らの活動を支え母国と
の関係強化を図るべく、当地では40以上の
国・地域の総領事館が「テック・ディプロマ
シー」（科学技術外交）に力を入れています。
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UNESCO本部前

現地採用スタッフのみなさんと議場での会議の様子

ゴールデンゲートブリッジ 「日本研究」の強化に向けた学識経験者との打合せ

サンフランシスコ駐在の本邦大学スタッフと
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宮城県教育庁教職員課長

鏡味 佳奈 Kagami Kana
平成22年入省（法律）

平成22年  4月
平成22年10月
平成23年  4月
平成24年  7月
平成25年  4月
平成27年  4月
平成29年  4月
平成29年  4月
平成30年  9月
令和  3年  4月

令和  3年12月

令和  4年  4月

文部科学省初等中等教育局教科書課
同　スポーツ・青少年局企画・体育課
同　スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
文化庁長官官房著作権課
同　長官官房著作権課企画審議係長
経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課新映像産業専門職
文部科学省初等中等教育局参事官付評価企画係長
同　初等中等教育局参事官付専門官
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
同　大臣官房総務課専門官
（命）同　大臣官房総務課行政改革推進室室長補佐
（命）同　大臣官房省改革推進・コンプライアンス室室長補佐
（併）内閣官房副長官補付
（命）内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室室員
現職

地方教育行政のやりがい

教育委員会

しながら取り組んでいきます。
　宮城県に赴任し、学校現場の経験豊富な
方々に囲まれて日々仕事し、また、県内の多く
の学校を訪問し対話を重ねる中で、私自身、よ
り多角的な視点で物事を捉えることができる
ようになった気がします。こうした職場に感謝
しつつ、これからも、多様なバックグラウンドを
有する同僚とともに、様々試行錯誤しながら、
一人ひとりの強みを生かして、取組を前に進め
られるようチャレンジを続けていきます。

緊張感と大きな責任を感じています。それと同
時に、学校現場により近いところで、様々な事
案に対応する中で、学校運営を肌身で感じな
がら仕事することができ、とても刺激的な毎日
です。
　地域の復興を支え、みやぎの未来を創る子
供たち。子供たちの可能性を伸ばし広げていく
先生。教育への熱意や子供への愛情を持ち、
豊かな人間性に溢れた先生方が活躍できるよ
う、学校、市町村教育委員会、大学等とも連携

　私の勤務する宮城県教育庁教職員課では、
教員の人事、採用、給与、免許、研修、服務監督
等、教職員に関わる多くのことを担っています。
教員不足、教員の育成、学校における働き方改
革等、取り組む課題は色々ありますが、様々な
事象の中から本質を見極め、課の各分野の業
務を有機的に結び付けてコーディネートでき
るよう心がけています。
　県教育委員会は教職員の任命権者となりま
すので、そこに携わることには、今までとは違う

日野市教育長

堀川 拓郎 Horikawa Takuro
平成22年入省（法律）

平成22年  4月
平成23年  7月
平成24年  8月
平成24年  9月
平成25年  4月
平成25年  7月

平成27年  7月
平成29年  8月
平成30年  4月
平成31年  1月
令和 元年  7月

令和  2年  6月

令和  3年10月
令和  4年  1月

令和  4年  4月

文部科学省生涯学習政策局政策課
内閣府国際平和協力本部事務局派遣第２係
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
同　初等中等教育局教育課程課
同　初等中等教育局教育課程課企画調査係長
同　大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：米・コロンビア大学、ペンシルバニア大学）
文化庁長官官房政策課企画係長
文部科学省研究開発局原子力課専門職
同　研究開発局原子力課専門官
同　初等中等教育局幼児教育課専門官
（命）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
学びの先端技術活用推進室専門官
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課専門官
（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
政府渉外担当課長
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
（命）同　総合教育政策局教育デジタルトランスフォーメーション
推進室室長補佐
現職出る杭を育て合う学校

教育委員会

　入省以来、文科省の役割は教育の現場を支
えることだと考え、可能な限り現場に足を運ぶ
ことを意識してきました。市の教育委員会は、学
校の設置者としての直接的な責任を負い、それ
ぞれの学校をとても近い距離で支え、応援でき
る仕事です。各学校の状況は異なる中、学校、家
庭、地域、そして子供たちを含め、顔の見える関
係性の中で対話・連携をしながら、未来を担う
ひのっこたちの学びと育ちの充実に向け、皆で
力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

い手を育てるために、一律に与えられる「正解
の山」を登る学びから、デジタルの力も活用し
ながら、子供たち自身が登る山を選択し、学び
合いつくり上げる学びへと歩みを進めていく。
このための教育委員会の大きな役割は、学校
の主体性を最大限に引き出すことだと考えて
います。イメージは「出る杭を育て合う学校」。
学校の中でもグイグイと杭が育ち、学校単位で
みても、羅針盤の大きな方向性の中で、それぞ
れのカタチでどんどん杭が伸びていく。

　東京のどまんなか、緑と清流のまち、新選組
のふるさと、日野市。人口約19万人のこのまち
では、市立の幼小中学校3園・25校であわせて
約1万4千人の子供たちが学んでいます。
　「一律一斉の学びから、自分に合った多様な
学びと学び方へ」「自分たちで考え語り合いな
がら生み出す学び合いと活動へ」。日野市の学
校教育基本構想は、A3裏表の１枚だけ、とい
うとても特徴的な構想です。変化の激しい時代
を生き抜くために、また持続可能な社会の担

松島にて

学校訪問の様子

教員の採用・育成について課内で打ち合わせをする様子

教育長室にて

市立学校の開校記念式典

よりよい市役所を目指し市長・副市長をはじめ
皆で取り組む「想いをカタチに」プロジェクト
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国立大学法人九州大学総務部総務課長
（兼）総長支援室

遠藤　佑 Endo Tasuku
平成28年入省（数理科学・物理・地球科学）

平成27年10月
平成28年  4月
平成29年  7月
平成31年  4月
令和  3年  7月
令和  4年  7月

文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付
同　研究振興局振興企画課
同  科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室
同　高等教育局高等教育企画課専門職
同　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
現職

大学の潜在力を解き放つには

国立大学法人等

浸透して初めて意味を成します。科学技術の力
によって人類はここまで発展してきましたが、
その価値の源泉は、卓越した知を創出してきた
大学にあり、社会変革の駆動力として、今後も
重要な役割を担い続けるはずです。その大学
の潜在力を解き放つため、現場の最前線で検
討ができることに大きなやりがいを感じてお
り、引続き科学技術による社会変革を目指し、
研究者と対話を行いながら、理想的な環境構
築を目指して尽力したいと思います。

　九州大学は国立の総合大学では唯一のデ
ザイン系の学部を有し、自然科学・人文社会科
学・デザインの融合により、「総合知で社会変
革を牽引する大学」を目指しています。明確な
ビジョンの下、全学で取組を進めていますが、
実際の現場では、研究に専念できる時間が限
られてしまっている等の課題もあり、大学全体
のポテンシャルを最大限発揮するため、現場目
線での抜本的な改革を検討しています。
　政策は政府が作って終わりではなく、現場に

　「科学技術の力で社会をより良いものにした
い！」官庁訪問のときから変わらない想いで、科
学技術政策や高等教育政策に携わってきまし
た。研究力向上に係る様々な施策に関わってき
ましたが、大学の現場の実情やそこに働く力学
を深く理解し、研究者を第一に考えた施策を立
案したいという意識をずっと持っていました。そ
の中で、国立大学法人九州大学に出向する機
会をいただき、今まさに大学の現場で、世界と
伍する大学を目指した改革を進めています。
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職場のメンバーと（中央が筆者） 糸島の桜井二見ヶ浦へのバイクツーリング！

研究者との懇親会

デジタル庁統括官付参事官付企画官

中川 尚志 Nakagawa Takashi
平成12年入省（機械）

平成12年４月
平成12年４月
平成13年１月
平成13年７月
平成15年４月

平成16年４月
平成16年８月
平成17年７月
平成19年５月
平成19年７月
平成21年７月

平成23年４月

科学技術庁長官官房秘書課
同　科学技術振興局企画課
文部科学省研究振興局振興企画課
同　生涯学習政策局生涯学習推進課
同　大臣官房人事課審査班専門職
（人事院留学：日本・政策研究大学院大学）
同　科学技術・学術政策局政策課専門職
同　科学技術・学術政策局政策課総括係長
内閣府経済社会総合研究所研究官
文部科学省大臣官房会計課総括予算班専門職
同　大臣官房会計課専門官
独立行政法人海洋研究開発機構事業推進部国際課
ワシントン事務所調査役
文部科学省研究開発局海洋地球課専門官

平成23年８月

平成24年１月
平成24年７月

平成25年９月

平成26年９月
平成28年６月

平成30年７月
令和  2年７月

令和  3年９月

同　研究開発局原子力課専門官
（併）研究開発局原子力課原子力損害賠償紛争和解仲介室
 研究開発局参事官付参事官補佐
同　研究開発局参事官付参事官補佐
内閣府参事官補佐(政策統括官(科学技術政策・
イノベーション担当)付参事官(宇宙担当)付
文部科学省大臣官房総務課課長補佐
（副大臣秘書官事務取扱）
同　科学技術・学術政策局研究開発基盤課課長補佐
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略
センターフェロー     
内閣官房内閣情報調査室調査官
文部科学省大臣官房政策課政策推進室長
（併）内閣官房副長官補付　　　
現職

誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を

他府省等

います。
　このような出向は、文部科学省とまったく異
なる環境で常に新鮮に感じるものがあり、今ま
でにない人脈を広げて仕事をすることになり
ます。私自身何度も出向していますが、新しい
職場での知見を文部科学省にフィードバック
するつもりで、出向先の業務に毎回ワクワクし
ながら取り組んでいます。いろいろなことに挑
戦し、その経験を文部科学行政に活かしてい
く、そんな仲間を待っています。

ジタル化の実現に向けて活動しており、例え
ば、GIGAスクール構想の１人１台端末で使用
する学習アプリや学校の様々なシステムをつな
いでいくデータ連携の実現に向けた実証調査
研究を行っています。
　別の班では、こどもに関する各種データの連
携による支援の実証事業に取り組んでいます。
データ連携することで、潜在的に支援が必要
なこどもや家庭に対するニーズに応じた支援
が行えるよう７自治体と協力して実証を進めて

　このタイトルはデジタル庁のミッションから
の抜粋です。私は令和３年９月のデジタル庁発
足から出向しています。ここでは主に、教育班、
こども班で業務を行っています。各班は、私の
ような行政官から、地方自治体職員、民間から
のスペシャリスト等、多様なメンバーで構成さ
れ、様々なプロジェクトの実施の単位となって
います。教育班では、関係省庁と協力し、デジタ
ル庁発足から４ヶ月余りで教育データ利活用
ロードマップを策定しました。現在、教育のデ

休日に娘と

こども副大臣PT
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ＮＰＯ法人まちの食農教育スタッフ（神山応援サポーター）

堂脇 義音 Dowaki Akito
平成29年入省（行政）

平成29年  1月
平成31年  4月
令和  2年  4月
令和  3年  4月
令和  3年  7月
令和  3年10月

文部科学省初等中等教育局教科書課
復興庁統括官付参事官付
同　統括官付参事官付主査
文化庁著作権課専門職
同　著作権課企画審議係長
文化庁著作権課法規係長

社会変革の最前線で新しいコトを起こす挑戦

ベンチャー企業等研修

現場での考え方等を知ることができたのも、今
後のキャリアや働き方を考えるに当たって良い
経験となったと思っています。文化庁に戻って
も、このときの思いや繋がりを大切に、我が国
の未来を担う子供たちのために働いています。
　こうした研修制度は自らの関心や能力を高
められるだけでなく、今後の日本の教育の在
り方を考え、実行していくことにつながるもの
です。

野に関わる機会があったことをきっかけに、子
供たちにも、食事の大切さだけでなく、農業へ
の理解・関心、自然・生き物を想う心、ひいては
想像力や生きる力を育んでほしいと思うように
なり、その実践の場に研修させてもらうことと
なりました。小学校でのもち米づくりや野菜づ
くり、味噌づくり等の農体験プログラムのサ
ポートを通じて、身体感覚を伴う学びの意義や
「食農教育」の可能性を学ぶことができたとと
もに、ベンチャー企業・NPO法人等の運営や

　徳島県の山間にある人口5,000人弱の小さ
な町ながら「地方創生の聖地」と言われる町・
神山町。その町で新たに立ち上がったNPO法
人まちの食農教育のプロジェクトに半年間参
画しました。
　文部科学省では学校における食育の推進を
掲げていますが、食をめぐる問題が顕在化して
いる今、食育はもちろん、食を支える農業の体
験から食べるまでを実践する「食農教育」の必
要性が高まっています。キャリアの中で農業分

福島県相馬市中村第一中学校

山同 裕太 Sando Yuta
平成31年入省（経済）

平成31年  4月
令和  2年  6月
令和  4年  1月

令和  4年  7月

文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課
同　科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室
内閣官房副長官補付
(命)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室室員
(命)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部事務局局員
初等中等教育局初等中等教育企画課専門職
（文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修：
福島県相馬市中村第一中学校）

文部科学省職員が福島の学校で「先生」を学ぶ

学校教育等実務研修

　文部科学省の政策は、いつだって現場の問
題意識から生まれていくと私は思います。現場
に身を置き、目の前の子供たちのために何がで
きるか、学校はどういう存在であるべきかを先
生方と議論する日々は、文部科学省職員として
何よりも貴重な経験です。立場が行政に変わっ
ても、この派遣での経験を活かしながら、現場
で奮闘する先生方と一丸となって日本の教育
を支えていきたいと強く思います。

に応じて新たな手立てに挑戦する先生方の大
変さややりがいを、身をもって感じることがで
きています。入省当初から「現場あっての政策」
を心掛けて仕事に向き合ってきた私ですが、実
際に学校の業務に浸かってみると、現場には
本省勤務では得がたい発見がたくさんあるこ
とに気付かされます。また、学校の多様な業務
を経験するたびに、行政の立場から実効性の
ある政策を打ち出すことがいかに難しくて大切
かを改めて感じます。

　私は現在、福島県相馬市立中村第一中学校
（生徒数約400人）にて現場研修を行っていま
す。一学年の副担任、数学の教科指導、サッカー
部の顧問等、様々な業務に携わりながら「学校
の先生」の仕事を学んでいます。現場経験のな
い私を温かく迎え入れてくださった中村第一中
学校の先生方や子供たち、そして相馬市教育委
員会の方々には本当に感謝しています。
　学校で過ごす毎日はとても刺激的です。毎日
の定例業務に加え、生徒の様子や社会の動き

NPOメンバーで稲刈り（中央が筆者） 地元の高校生たちと食事・交流

授業 教育委員会

小学校の授業にて田植え
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文部科学省においては、希望するすべての
職員が、結婚、出産、育児等のライフイベン
トを経つつ、仕事と生活の調和（ワークライ
フバランス）を実現し、働き続け活躍するこ
とが、職員の自己実現と文部科学行政の推
進にとって不可欠であると考えています。

ICTを活用し、自宅等において勤務することができる制度です。妊娠中で通勤が困難な場合や、育
児・介護中の職員だけでなく、すべての職員がワークライフバランス実現のために利用することがで
きます。また、出勤が必要な場合でも時差出勤により柔軟に始業時間を設定することも可能です。

ワークライフバランスを推進する各種支援制度・取組等（一部）
【テレワーク勤務・時差出勤】

総勤務時間数は変えないまま、1日当たりの勤務時間
や始業・終業の時刻を自らのライフスタイルに合わせ
て柔軟に設定することのできる制度です。

【フレックスタイム制】

仕事と生活の両立支援

WORK LIFE BALANCE

初等中等教育局初等中等教育企画課専門官

弓岡 美菜 Yumioka Haruna
平成21年入省（法律）

「生き方」が尊重される職場
みないと分からないので、就職活動中の皆さん
は悩まれると思います。人生には様々なライフ
ステージがあり、仕事に打ち込みたい時期もあ
れば、プライベートに専念したい時期も、両方
を程よくバランスさせたい時期もあります。文
部科学省は両立支援制度が整っているだけで
なく、職員の人生の選択を尊重し、応援してく
れる人達がたくさんいます。また、産休・育休を
経て仕事復帰したモデルケースとなる先輩が
多いのも心強い点です。
　国家公務員の働き方に、まだ改善の余地が
あることは確かです。でも、この職場の仲間とな
ら仕事と子育てを自分らしく両立していける、
私にとって文部科学省はそう思える場所です。

　私は入省13年目、37歳で第一子を出産し
ました。不妊治療の末の妊娠だったので平日も
通院が必要でしたが、当時の上司が課内で有
給休暇取得を積極的に推奨してくれたことも
あり、無理なく通院することができました。ま
た、つわりが酷く仕事を休まざるをえなかった
ときも、上司や部下の皆さんが私の分の仕事ま
でカバーしてくれただけでなく、温かい励まし
と労りの言葉を何度もかけてくれました。心身
共に辛く苦しい時期を乗り越えられたのは、間
違いなく職場の方々のサポートのおかげだと
感じています。
　職業選択においては「自分はこの仕事を通
じて何を成し遂げたいか」をまず考えると思い
ますが、「誰と一緒に働くのか」も極めて重要で
す。ただ、どんな人がいるのかは実際に働いて

女性職員数 560/1940人 28.9％（令和４年７月現在）

本省係長相当職 233/690人 33.8％（令和４年７月現在）

国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上 121/528人 22.9％（令和４年７月現在）

本省課室長相当職 34/327人 10.4％（令和４年７月現在）

令和５年度採用（内定）者 14/35人 40.0％

平成21年  4月
平成21年10月
平成23年  7月
平成24年  4月

平成25年  1月

平成26年  7月
平成28年  8月
平成29年  4月
平成30年  4月
平成30年  8月

平成30年10月
平成31年  4月

令和 元年  7月

令和  4年  1月

文部科学省大臣官房人事課計画調整班
同　初等中等教育局幼児教育課
同　初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室
同　初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室
企画調整係長
同　生涯学習政策局政策課専門職
（併）内閣官房副長官補付
（命）内閣官房教育再生実行会議担当室室員
（配偶者同行休業）
同　大臣官房人事課計画調整班法規係長
同　大臣官房人事課専門官
同　大臣官房人事課人事企画推進官
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
（併）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　初等中等教育局財務課専門官
同　初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室専門官
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室義務教育係長
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
地方教育行政係長
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
国際企画調整室国際企画調整係長
（育児休業）
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出産・育児に係る制度・取組

文部科学省では、目的を問わずすべての職員が簡単な手続きでテレワークができる体制が整っています。これにより通勤時の混雑による感染リスクを回避しながら
業務を継続することが可能となっています。出勤を必要とする場合でも、始業の時間を７時から１３時までの幅広い時間帯で柔軟に設定することが可能です。
また、育児休業を取得している職員に向けたワークライフバランス研修をオンラインで実施する等、コロナ禍においてもより一層仕事と生活の両立を実現できるよう
支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に関する取組

出産予定日の6週間前から女性職員が取得できます。
○産前休暇

妻の出産時の付き添い・入院補助等のために、男性職員が2日以内で取得できます。
●配偶者出産休暇※

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間に、女性職員が取得で
きます。

○産後休暇
妻の産前休暇期間から産後1年までの期間に、子を養育する男性職員が5日以内で取
得できます。
※この二つの休暇を合わせて「男の産休」とし、全府省で取得を促進しています。

●育児参加休暇※

生後1年未満の子の、授乳や託児所への送迎を行う場合に取得できます。
◎保育時間

小学校就学前の子を看護する必要がある場合に、1年のうち5日以内で取得できます。
◎子の看護のための休暇

子を養育するため、子が3歳に達する日まで、一定期間休業することがで
きます。また令和２年４月以降、子が生まれた男性職員が、育児に係る休
暇や育児休業を1年以内に1カ月以上取得することを、省全体で積極的に
推進しており、多くの男性職員が利用しています。

◎育児休業

小学校就学前の子を養育するため、通常より短い勤務時間での勤務が認められます。
◎育児短時間勤務

小学校就学前の子を養育するため、１日２時間以内で勤務しないことが認められます。
◎育児時間

◎＝男女共通　○＝女性職員対象　●＝男性職員対象

WORK LIFE BALANCE

研究開発局宇宙開発利用課宇宙輸送係長

狩場 友治 Kariba Tomoharu
平成30年入省（工学）

平成30年  4月
令和 元年  7月
令和  3年  4月
令和  3年  6月
令和  5年  1月

文部科学省研究振興局振興企画課
同　高等教育局高等教育企画課国際企画室
同　高等教育局高等教育企画課国際企画室企画係長
現職
（育児休業）

育児と仕事の両立を支え合う環境
務のフォローや引継ぎの相談を通じて背中を
押していただきました。そのおかげで、今は安
心して育児に専念することができています。
　私が就職活動をしていた頃を振り返ると、自
分が育児に励む姿の想像が難しく、志望官庁
を決める際の観点として、育児と仕事の両立の
しやすさについて重視していませんでした。今
となって考えると、文部科学省は省横断的に
働き方改革を推進しており、ワークライフバラ
ンス推進のための制度等が充実しているだけ
でなく、それらを活用しやすい職場の風土や職
員の理解があると感じています。子育てをしな
がら働き続けるに当たって、文部科学省を選ん
だことに後悔はなく、非常に恵まれた環境で働
けていることに感謝しています。

　私は、子供ができたら育児休業を取得しよ
う！と漠然と考えていました。一方で、妻が妊娠
後の業務状況はというと、新型基幹ロケット開
発や宇宙輸送スタートアップ支援等、やりがい
のある重要な業務に加え、数か月にわたる突
発的な業務が発生したことで、夜遅くまで仕事
に打ち込む日々が続いていました。そのため、
本当に職場を離れることができるのか不安
だったのが実情です。
　しかしながら、このような状況においても、育
児休業前には出産立会いをはじめ、1週間の配
偶者出産休暇・育児参加のための休暇の取得
に加え、子供を健診・予防接種に連れて行く際
等に、テレワークや年次休暇を柔軟に活用させ
ていただきました。また、不安を感じることなく
育児休暇が取得できるよう、上司や同僚には業
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