
3

　“「チャレンジして良かった」”
　30年近く前に就職活動をした際には、国家公務員の仕事
がどのようなものなのか、よく分かりませんでした。「世の
中の役に立てる」、「やり甲斐はある、忙しいけど」といった
説明を受けて、「自信はないけど、とりあえずチャレンジし
てみよう」と思ったのです。
　実際の仕事は、チャレンジの連続でした。特に、多忙な
課長補佐時代に子供が欲しいと思った時、小学生の娘を連
れて国際機関勤務のためにパリに赴任した時など、何度も
不安になりました。
　そんな時、常に職場の同僚が「何とかなるから、頑張れ」
と背中を押してくれるとともに、公私ともに支えてくれま
した。妊娠中ぐったりしていた時には、課の女性達が交替

　私が文部省（現：文部科学省）に入省したのは、バブルが
はじけ、（特に女性の）就職状況が厳しくなり始めた頃でした。
就職活動を続けるうちに、国民がゆたかな人生を送るための
基盤となる国の政策形成に携わりたいとの思いが強くなった
こと、官庁訪問で、いきいきとお話してくださる大勢の先輩
女性職員の姿を見たことが、国家公務員を志望した理由で
した。以来、20数年がたちましたが、その間、文化芸術振興、
学術振興、著作権制度改善、学生支援等多岐にわたる分野
に、本省での勤務だけでなく、国立大学の事務局職員や教員、
政策研究所の研究官という立場から携わることができ、多様
な視点から政策を考える機会を得ることができました。現在
は、国語政策と日本語教育政策を担当しており、グローバル
化の中で国語に関する施策をどう進めていくのか、また人口

で弁当を作ってくれ、パリ赴任中は、同僚達が生活全般に
わたって面倒をみてくれました。
　このように温かく背中を押してもらいながら、これまで
地方公務員、国際公務員、民間会社勤務を含む、様々な経
験をしてきました。
　色々な経験の末に感じるのは、国家公務員は「常に国益
を考えながら、ダイナミックな仕事ができる」ということ
です。現在の国際担当では、各国の政府と協力する一方で、
日本経済の成長のために海外の活力を取り込むべく、イン
フラ産業の海外展開、EPA等の政府間交渉では各国としの
ぎを削っています。
　振り返ってみると、仕事も子育ても、いつも周囲に支え
てもらったお陰で頑張れた、充実した30年間であったと思
います。
　皆さんも今は不安で一杯かもしれませんが、頑張れば、
必ず何とかなりま
す。「自信はないけ
どチャレンジして
みよう」という皆さ
んを、楽しみにお
待ちしています。

減少社会において地域住民としての存在感を増していく定
住外国人に対し、効果的に日本語教育を実施するためには
どうすればよいのか、日々考えています。
　国家公務員の仕事は予算や法律などの制度改正等を通じ、
国民一人一人が安心して充実した人生を送ることができるよう
な社会をつくることです。国の政策は各方面への影響も大きく、
若いうちから責任ある立場で仕事を進めることが求められます
ので、経験の浅い分野に関しては人一倍勉強をすることが必要
となりますが、その反面、政策が実現したときに得られる喜び
も大きいものです。ときには国会対応等で長時間勤務が必要と
なることもありますが、この20数年間で仕事と家庭の両立を支
援するための制度がずいぶん充実し、身近に制度を活用してい
る例も大幅に増えたと感じています。私自身、2人の子供がい
ますが、産休・育休の制度のほか、保育園やファミリーサポー
トセンターなどの子育て支援制度を活用し、上司や同僚からの
理解に支えられながら、また、何よりも夫や子供と力を合わせ
ることで乗り切ってきました。国家公務員には、意欲を持つ女
性がそれぞれの価
値観に応じて楽しく
働ける環境が用意さ
れています。是非挑
戦してみてください。

公務で活躍中の女性職員

●プロフィール
昭和	61年	 運輸省（現：国土交通省）採用（Ⅰ種法律区分）

平成	 6年	 横浜市都市計画局企画調査課担当課長

平成	12年	 経済協力開発機構（OECD）出向

平成	16年	 国土交通省総合政策局国際企画室企画官

平成	18年	 国土交通省海上保安庁国際･危機管理官

平成	20年	 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）

平成	23年	 株式会社資生堂国際事業部次長

平成	26年	 現職

●プロフィール
平成	 5年	 文部省（現：文部科学省）採用（Ⅰ種法律区分）

平成	10年	 文化庁著作権課法規係長

平成	19年	 横浜国立大学准教授（知的財産法）

平成	23年	 文部科学省研究振興局学術研究助成課企画室長

平成	25年	 国立教育政策研究所研究企画開発部長

平成	26年	 現職

岸本		織江

古澤		ゆり

文化庁
文化部国語課長

国土交通省
大臣官房審議官（国際担当）
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先輩職員からのメッセージ

　現在、私は、交番や駐在所を拠点とした全国の地域警察官が
いかに効率的・効果的に職務遂行できるかといった観点から、

様々な施策の企画・立案事務を
主に担当しています。全警察官
総数の約３分の１を占める地域
警察官の活動の良否は、日本の
治安維持を左右する非常に重要

　私は、現在インドの日本大使館で勤務しています。赴任して
から約１年間という短い間に、天皇皇后両陛下のインド御訪問
や、安部総理、岸田外務大臣の訪印準備に携わらせて頂き、多

忙ながらも濃密な毎日を過ごし
ています。インドの前は、外務
省の研修制度で英国にて２年間
留学し、語学だけでなく、一個

　厚生労働省に入省して今年でちょうど10年目になりますが、
これまで、職業安定局という雇用対策を担当する部局を中心に、
外国人雇用対策、雇用を拡充する事業主への支援措置、労働者
派遣事業に関する業務など様々な業務に従事してきました。少
子高齢化やグローバル化、景気の変動などを受けて雇用を取り

なものです。こうした重要な責務を担う地域警察の舵取りの一
端を担当することは、大きなプレッシャーがある一方、日本社
会の治安維持に貢献しているという強いやりがいを感じながら
仕事に臨むことができています。
　プライベートでは、妻、そして二人の子供の母親としての役
割を担っています。その役割を十分に果たせているのか自信は
ないですが、夫や両親のサポートを受けながら仕事との両立に
励んでいます。約２年間の育児休業を取得して復帰した際には、
少々不安もありましたが、上司、同僚、部下のサポートもあり、
無事仕事復帰できたと思っています。国家公務員は育休等、妊
娠・出産をサポートする様々な制度があり、また仕事復帰後も
時短勤務等、育児との両立をサポートする制度が充実していま
す。やりがいのある仕事に携わることができるだけでなく、様々
な支援制度が整っており、女性にとって働きやすい職場です。

人の魅力で人と接することの大切さと難しさを学びました。
　外務省の仕事は多岐にわたりますが、先輩方の仕事ぶりを見
ていると、究極的には国を代表して相手国の代表とやりとりを
することだと感じています。その意味で、世界を舞台に自分の
人間性や魅力が試されることに、大きなやりがいを感じていま
す。この無限の（予測不）可能性こそ、自己鍛錬や自己実現に繋
がるのではと思います。
　外務省に入省し改めて思うことは、この仕事は国に対して責
任を負うものであるということです。さらに、日本はよりよい
国際社会のために責任ある立場にあることを考えると、この責
任はとても大きなものです。今年５月に就任したインドのモデ
ィ首相は、インド独立記念日のスピーチの中で、「自分はPrime	
Minister（首相）ではなくPrime	Servant（第一の公僕）である」と
述べました。同様に、責任感を原動力に変換できる人が、公務
に求められているのではと思います。

巻く環境は目まぐるしく変化し、雇用形態も多様化してきてい
ます。そのような中で、規制の強化・緩和、求職者や事業主へ
の支援などの政府の役割がますます重要になっています。霞が
関での仕事は時に精神的にも体力的にも厳しいものですが、国
全体にわたる大きな施策を創り、運用の舵取りをしていくこと
ができるのは、国家公務員の醍醐味と言えるのではないでしょ
うか。また、職場を見渡せば、あちこちに活躍する女性の先輩
方がいて、性別に関係なく様々なチャンスに恵まれている職場
なのだと実感します。私自身、「外国での業務を経験したい」と

いう希望を叶える機会に恵まれ、現在、韓国
の日本大使館で厚生労働分野のアタッシェと
して、初めて経験する業務に四苦八苦しなが
らも、充実した日々を過ごしています。みな
さんも、国家公務員の仕事にチャレンジして
みませんか？

藤森		敬子

濱口		　愛

松井		優子

警察庁生活安全局地域課課長補佐

外務省（在インド日本国大使館二等書記官）

厚生労働省（外務省在大韓民国日本国大使館二等書記官）

●プロフィール
平成	17年	 警察庁採用（Ⅰ種法律区分）

平成	20年	 留学（英国）

平成	23年	 産休・育休

平成	25年	 現職

●プロフィール
平成	21年	 外務省採用（Ⅰ種法律区分）

	 	 国際協力局国別開発協力第三課

平成	23年	 在英国大使館外交官補

平成	25年	 現職

●プロフィール
平成	17年	 厚生労働省採用（Ⅱ種行政区分）

平成	18年	 大臣官房国際課

平成	19年	 静岡労働局

平成	21年	 ベルギー王国・ルーヴァン・カトリック大学留学（自己啓発休業）

平成	22年	 職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課

平成	25年	 職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

	 	 中央需給調整事業指導官

平成	26年	 現職
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　私は、国民の森林である国有林を直接管理経営し、豊かな森
林を守り育てる林野庁の業務内容に魅力を感じ入庁しました。
　これまで、林野庁の出先機関である森林管理署で未来の世代

へ森林・林業の魅力を
伝える森林環境教育や、
森林事務所の森林官と

　大学で理系の研究室におり、国家公務員という仕事になじみ
のなかった私でしたが、技術の知識を生かせる特許審査官とい
う仕事を知ったことがきっかけで特許の世界に興味を持ち、特
許庁に入庁しました。

　私は環境問題の解決のために社会に役立つ仕事をしたいと思
い、環境省に入省しました。これまで廃棄物や大気汚染、地球
温暖化、除染等、様々な分野に携わりましたが、今は昨年の外
交会議で採択された「水銀に関する水俣条約」に我が国として対

応するため、水銀廃棄

して約4,000haの国有林の管理経営を担当し、地元自治体や住民
の方々と共に地域の森林づくりに携わってきました。現在は、
林野庁本庁で各種研修や人材育成を担当しています。
　入庁後10年未満ですが、地域の人々と直接関わる現場の最前
線から現職まで様々な経験をする機会がありました。時にはミ
クロ、時にはマクロといった視点から国の施策に携わり、100年
先の森林をイメージしながらというスケールの大きな仕事がで
きるのも魅力の一つだと思います。
　国家公務員として、政策を企画立案し実行していくためには、
人々の声に耳を傾けながら仕事をすることが必要です。責任は
重大ですが、その分やりがいも大きく、様々な活躍の場が男女
問わず平等に与えられています。また、研修や育児、介護等の
各種制度も整っていますので、安心して働き続けられる職場で
す。ぜひ国家公務員として共に働いてみませんか。

　日本企業がグローバルなビジネス活動をする現在、海外でも
適切に発明を権利化できる環境の整備が求められています。私
は今、これまでの特許審査官としての経験を生かし、主に新興
国の特許庁への特許審査の協力を深化させるための国際交渉や
調整を行っています。
　仕事をしていて感じるのは、特許をはじめとする知財の分野
で、日本の存在感がいかに大きく、技術の変遷やビジネスの変
化に応じて次々と出てくる課題に対し、日本がどういう対処を
するか、世界から注目されているということです。それだけに、
国家公務員としての仕事は、責任は重いですが、非常にやりが
いのあるものだと思います。
　最近は私の職場にも女性が増えてきており、男女の別なく各
自がチームの一員として仕事に取り組んでいます。また、日々
やり取りする各国特許庁の担当官の中にも多くの女性がいて、
世界中で女性が活躍していることを実感しています。皆さんも、
私たちと一緒に国家公務員として働いてみませんか？

物の適正な処理方法を定める検討に携わっています。私たち現
代世代だけでなく、未来の世代が安心して過ごせる環境を守る
ことを目標として仕事をしています。
　また、私は昨年度産休と育休を合わせて一年間取得し、現在
は１歳になる息子の子育てをしながら、育児時間という制度を
活用して通常より短い時間で勤務しています。出産前と比べて
働ける時間は短くなりましたが、息子を含めた将来世代の未来
の環境を守るために私たちの仕事の重要性を再認識することが
できました。最近は子育てしながら働く職員も増え、周囲の理
解や協力をいただくことができ、また男女を問わず魅力的な上
司、先輩、同僚に恵まれ、充実した日々を過ごしています。
　自分の携わった仕事が制度として世の中に出て、さらにそれ
により環境の改善が図られていることが実感することができる
のが仕事の醍醐味です。大変やりがいのある仕事だと思います。
皆さんも一緒に国家公務員として社会を変えてみませんか。

江上		麻里子

角張		亜希子

鈴木		あや子

林野庁国有林野部管理課人事研修班研修係長

特許庁審査第一部調整課課長補佐

環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長補佐

●プロフィール
平成	18年	 特許庁採用（Ⅰ種理工Ⅰ区分）

平成	18年	 特許審査第四部電話通信

	 	 審査官補

平成	20年	 特許審査第四部電話通信

	 	 審査官昇任

平成	23年	 特許審査第一部調整課　係長

平成	24年	 特許審査第四部電話通信

	 	 審査官

平成	26年	 現職

●プロフィール
平成	16年	 環境省採用（Ⅰ種理工Ⅰ区分）

平成	18年	 廃棄物対策課係長

平成	19年	 国土交通省都市・地域

	 	 整備局下水道部に出向

平成	23年	 低炭素社会推進室課長補佐

平成	25年	 産休・育休

平成	26年	 復職、現職

●プロフィール
平成	18年	 林野庁採用（Ⅱ種林学区分）

平成	21年	 関東森林管理局利根沼田

	 	 森林管理署森林官

平成	24年	 関東森林管理局中越森林

	 	 管理署総務課総務係長

平成	26年	 現職
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行政官長期在外研究員制度で留学した経験のある職員

先輩職員からのメッセージ

　10年程前に金融庁に入庁した時は、およそ「国際派」とはほど
遠く、国際業務への関心も高くはなかった私ですが、気がつけ
ば入庁以来半分以上の時間を海外で過ごし、現在も監督局証券
課で国際業務に携わっています。
　金融の公共財的な性質に惹かれて金融庁の門を叩き、国内金
融システムを安定させることが日本経済の基礎となると思い、
日夜働いてきました。今や金融はグローバル化し、世界中の金
融システムが相互に密接に結びついています。これが、金融庁
がきわめて多くの国際業務を抱えている理由です。
　私は2010年から４年間、スペイン（マドリッド）にある証券監督
者国際機構（IOSCO）に勤務しました。2008年の金融危機以降、金
融規制改革も国際的に進めるべきという認識の下、当該国際機関
の重要性が高まっており、私は事務局職員という立場で国際基準
の策定に携わりました。このとき、「世界の中の日本」を感じました。
　日本の金融市場は、世界では米国、欧州と並び重要だと認識され

　私は、自分の「専門」を身につけるために人事院研究員制度を利用して、
米国のロースクールに留学し、国際通商法等を学ぶとともに、NY州弁護
士資格を取得しました。また、留学後、法律家としての実務経験を積み、
国際機関の仕組みや仕事の進め方を理解するために、国連環境計画・
バーゼル条約事務局において、法務官として勤務しました。帰国後は、
国際交渉の進捗や国際的なルールを踏まえた国内調整、国際的なルール
を国内法令や施策に適合させる業務等を担当しました。農水省はドメステ
ィックな役所の最たるものというのが一般的なイメージであると思いますが、
国際部だけではなく、どの部署においても必ず「深刻な」国際関係業務が
あり、留学を契機とした一連の経験が役に立っています。このような国際
関係業務は、経済連携の進展のみならず、食料をめぐる国際的なルール
作り、輸出促進等、今後ますます増えていくことが想定され、食料の安定
供給の確保に直結する重要な業務であるため、やりがいがあります。特
に国際的なルール作りといった業務は、国家公務員でなければできない仕
事です。一度しかない人生において充足感が得られる仕事につきたいと
思っている貴女、ぜひ国家公務員という選択肢を検討してみて下さい。

　私が自らの経験を通じて得た実感は、数ある職務の中でも、国家公
務員の仕事が、世界で日本代表として活躍したい方や、常に成長した
い方に向いているということです。私は、日本に生まれてよかった、人
口減の次世代にも質の良い社会を伝えたいという思いで、制度を変える、
この仕事を選びました。その結果、今に至るまで毎年が新たな挑戦の
連続。初仕事はインドネシアとの経済連携交渉、次年にはものづくり企
業を内閣総理大臣が表彰する制度を担当してタイの工場を回り、３年目
は中小企業庁で法改正を経験。４年目は文化庁で著作権法規の改正条
文を考えたり、広報動画出演を作曲家や映画監督へお願いしたり、と
硬軟入り混じる業務を担当しました。その後、経済産業省の理解を得
て米国留学し、企業財務・金融・政治経済などの分野を猛勉強。250名
クラス唯一の日本人として、交渉力への自信と、困難を共にした信頼で
きる仲間を世界各地に得ました。帰国した現在は、ASEANやインドで
日系企業進出を支援する技術協力プログラムを実施しています。このよ
うに国家公務員総合職は、常に能力の少し上の仕事を任され、それを
楽しめる環境が整っています。是非その一歩を踏み出して下さい。

ています。金融庁はこのような市場の監督当局として、積極的かつ戦
略的に国際議論に貢献していかなければなりません。欧州連合と米
国の圧倒的な交渉力、新興市場の監督当局の存在感の高まりもあり、
日本が国際基準策定において影響力を保持していくには今まで以上
の貢献が求められ、国際舞台で活躍できる人材の確保が重要です。
　これは、語学だけの問題でな
く、国内実務に精通していない
と海外監督当局者と渡り合えな
いということでもあります。
　あまりにも学ぶことが多く、終
わりのないマラソンを走っている
ような気持ちにもなりますが、「世
界の中の日本」を肌で感じながら
仕事ができるというのは、国家
公務員の大きな魅力だと思いま
す。そして、性別に関係なく、自
ら求めれば様々な機会を得るこ
とができるという意味で、非常に
フェアな職場だと感じています。

藤岡		由佳子

五十嵐		麻衣子 惣山		友加

金融庁監督局証券課課長補佐

農林水産省
林野庁林政部木材利用課木材利用ポイント推進室課長補佐 経済産業省貿易経済協力局技術協力課課長補佐

行政官長期在外研究員制度は、各府省が推薦し、人事院の選抜審査に合格した若手職員（在職期間が８年
未満）を外国の大学院へ派遣して研究活動に従事させる制度です。（原則２年間）

●プロフィール
平成	16年	 金融庁採用

	 	 総務企画局企画課

平成	18年	 米国留学（ロースクール）

平成	20年	 監督局銀行第一課係長

平成	22年	 証券監督者国際機構（IOSCO）

	 	〔スペイン（マドリッド）〕出向

平成	26年	 現職

●プロフィール
平成	 9年	 農林水産省採用

	 	 畜産局、総合食料局

平成	12年	 ハーバードロースクール留学、USDA（米国農務省）にてインターン

平成	15年	 国連環境計画（UNEP）バーゼル条約事務局

平成	17年	 大臣官房国際部（WTOドーハラウンド交渉）

平成	20年	 育児休業

平成	22年	 水産庁、大臣官房国際部

平成	24年	 林野庁（WTO物品理事会対応業務等）

平成	25年	 現職

●プロフィール
平成	18年	 経済産業省採用

	 	 製造産業局参事官室

平成	19年	 中小企業庁事業環境部企画課

平成	21年	 文化庁長官官房著作権課

平成	24年	 米国留学（ジョージタウン大学

	 	 マクドノー経営大学院	修士）

平成	26年	 現職

国際機関等で勤務経験のある職員
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平成26年度採用
女性職員からのメッセージ

メッセージ内容	 ①　国家公務員になろうとした理由
	 ②　国家公務員になるために努力したこと、心がけたこと
	 ③　これから国家公務員になろうとしている	女性に対してのメッセージ

①　一部の人のためではなく「全体の奉仕者」とし
て働けること、現在だけではなく未来を見据え
長期的な視点に立って働けること、スケールの
大きな仕事ができることなどに魅力を感じ、国
家公務員を志望しました。
②　直接つながるわけではありませんが、学生生活を充実させることは大
切だと思います。私は学生のうちしかできない経験をしたいと思い、部活、
インターンシップ、アルバイト、ボランティア、旅行など様々なことに意識し
て取り組みました。多様な経験を通じて視野を広げることができ、そうして
得た知識や柔軟性はこの先の仕事の中でも役立つものだと思っています。

③　説明会で聞いた、「検査を通じ、行政活動をさらに良いものに変え
ることができる。単なる批難ではなくwin-winの関係を築くことがで
きる。」という言葉に惹かれて会計検査院を目指しました。会計検査
院は男女問わず活躍できる職場だと感じており、仕事とプライベート
を両立させている女性先輩職員の方々は、自分のキャリアを考える
上で大きな指針となっています。国家公務員はやりがいと働きやすさ
両方のある仕事なので、ぜひ選択肢の1つとして考えてみてください。

①　大きく２つあります。１つ目は、国家公務員
は、個別の利益や短期的視点に必ずしもとらわ
れることなく、純粋に日本という国を良くする
ことに献身できる仕事だと思ったこと。２つ目
は、国を背負い国内外で幅広い経験を積んでいく責任の重い仕事
であるがゆえに、成長のチャンスに溢れていると思ったことです。
②　説明会等には官民問わず積極的に参加し、幅広い視野を持つよ
う心掛けました。また、社会の様々な問題について、自分なりに
考えるよう心掛け、日記にまとめていました。ときおり読み返し
ていると、自分がなぜ国家公務員になりたいか鮮明になり、モチ
ベーションになりました。

③　国家公務員において女性の活躍の舞台は一層広がっています。
また、仕事と家庭の両立についての取組みも進められてきていま
す。この点について不安に思っている方がいるかもしれませんが、
両立している先輩はたくさんいますので心配しないで下さい。日
本をより良くしたい、そんな思いを少しでも持つ人はぜひ挑戦して
みてください。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！

①　高校生の頃から、環境や新エネルギー分野に興
味を持っていたと同時に、日本の技術力を誇りに思
っていました。日本の持つ新エネルギー技術を海外
でも活躍させ、国内の新産業としても興隆させたい。
そんな思いを抱える中で出会った経済産業省では、日本としての、
新エネルギー技術の普及や技術展開に大きく関わることができる
と知ったことが、国家公務員を目指すきっかけとなりました。
②　専門分野を極めていく研究とは違い、国家公務員では幅広い視
野を持つことが求められます。そのため、日頃から幅広い分野の
書籍を読み、様々な人と交流することで、知識と考えの幅を広げ
ることを心がけていました。
③　時代が流れるに伴い、国が抱える問題や国民の価値観が刻一刻
と変わっていく現代。日本が遂げるべき変化は、単なる経済成長
ではなく、国民にとって幸せな社会を作り上げながら成長してい
くことだと思っています。幸せな未来に向かってどのように進む
べきだろうか。そんなことを一緒に考えていけるような皆様とと
もに、霞ヶ関で働けますことを楽しみにしております。

①　私は、国のグランドデザインを描く仕事がし
たいという思いから、国家公務員を志しました。
②　説明会に何度も足を運んで相手のことをよく
知り、同じ志をもつ先輩や同期との会話を通し
て自分は何がしたいのか、何ができるのかを考え抜いた結果、ご
縁があって今年の春から総務省で働いています。
③　就職活動中の皆さんには、ぜひ多くの先輩方とお話する機会を
もってもらえたらと思います。私は、総務省の説明会や面接で、
多くの女性の先輩方とお話する機会を頂きました。先輩方が仕事
やプライベートについていきいきと語る姿からは、自分の能力を
遺憾なく発揮して、仕事において周囲に認められているだけでな
く、私生活とのバランスも上手にとっていらっしゃる様子が伺え
て、自分もこうなりたいと感じたことを覚えています。就職活動
の中でこうなりたいと思える先輩に出会えれば、きっと働き始め
てからも、その人を目指してさらに成長していけるはずです。皆
さんも、そんな出会いがあることを信じて、ぜひ一度霞ヶ関の説
明会に足を運んでみてください。

①　高校生の3年間をアメリカで過ごし、外から
日本を見つめることで、日本のために貢献した
いという思いが強くなり、国家公務員を目指し
ました。数々の省庁の中でも、幅広い分野を所
掌しており、いずれも未来への投資となるものであることから、
最終的に文部科学省を選択しました。
②　公務員を目指すにあたって、もちろん試験勉強にもある程度力
を入れましたが、学生生活のなかで何よりも心がけたのは、常に
挑戦することです。部活動で誰よりも練習したり、責任者を務め
たり、研究室での実験を工夫しながら進めたりと、今自分ができ
ることに全力で取り組む姿勢を大切にしていました。先を見る能
力も重要ですが、今やるべきことをしっかりこなしていくスタイ
ルもまた、仕事では重要なのではないかと思います。

③　現在の日本では、女性の社会進出が比較的進み、性別にとらわれ
ることなく、働きやすい社会になってきました。ですから、【女性だから】
という部分を変に意識しすぎることなく、自分のやりたいことを出来
るように努力し、挑戦していくのが一番なのではないかと思います。

①　大学では造園という分野について学び、緑地
空間のデザイン等を学ぶ一方、その基盤となる法
律や政策の影響力の大きさを認識し、公務員と
いう立場で造園分野の発展に貢献したいと思い
志望しました。更に就職活動を通じて、日本全体をフィールドとし
て造園分野の業務に深く携わる国家公務員に強く魅力を感じました。
②　学生時代は被災地支援や緑化イベントの運営などから、講義だ
けでなく様々な活動を通じて、積極的に学びとる姿勢の重要性を
経験しました。国家公務員として日本や世界で働く上で、自ら貪
欲に課題へ取り組む姿勢は必要不可欠であり、結果的にこのよう
な経験が国家公務員になる際に大きく影響したと思います。
③　就職活動を行うなかで、女性という視点から考えたときに、自
分がこの職業で一生働けるのかと悩むこともありました。しかし
最終的な決め手は、この仕事ならば多少辛くても頑張りたいと強
く思えたからです。国家公務員はひたむきな熱意を持って仕事が
できる職業だと思うので、女性だからといって身構えるよりも前
向きにチャレンジしてみて下さい。

西本		多恵

大山		珠林

村尾		　梢

藤岡		茉耶

村上		　望

煙山		亜由美

会計検査院第４局文部科学検査第１課
【総合職試験（大卒程度試験）　（政治・国際区分）】

財務省大臣官房秘書課
【総合職試験（大卒程度試験）　（経済区分）】

経済産業省商務流通保安グループ参事官室
【総合職試験（大卒程度試験）　（工学区分）】

総務省行政評価局政策評価課
【総合職試験（大卒程度試験）　（法律区分）】

文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官（国際担当）付
【総合職試験（大卒程度試験）　（農業科学・水産区分）】

国土交通省九州地方整備局国営海ノ中道海浜公園事務所調査設計課
【総合職試験（大卒程度試験）　（森林・自然環境区分）】




