
国家公務員総合職試験「教養」区分

【第１次試験】

○ 基礎能力試験（多肢選択式）
：公務員として必要な基礎的な能力（知能及び知識）

についての筆記試験
○ 総合論文試験

：幅広い教養や専門的知識を土台とした総合的な判断力、
思考力についての筆記試験

【第２次試験】

○ 政策課題討議試験
：課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション

能力やコミュニケーション力などについての試験
○ 企画提案試験(小論文及び口述式)

：企画力、建設的な思考力及び説明力などについての試験
○ 人物試験

（○ 英語試験（※））

※  外部の英語試験（TOEFL(iBT)、TOEIC、IELTS、英検）を活用し、第２次試験の際に外部英語試験のスコア等を提出していただき、そのスコア等に応じて、
総得点に得点を加算します。

教養区分は、
多様な有為の人材確保に資するよう、専攻分野にかかわらず、受験生の有する深い教養や

企画立案に係る基礎能力を十分な時間をかけて検証する試験です

ここがポイント ②

専攻分野にかかわらず受験しやすいように、専門試験は行われません！！

ここがポイント ③

秋に実施されるため、海外の大学等で勉強した方が帰国後に受験できます！！
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《平成27年度試験の例》
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専門試験は行われず、
論理的思考力、企画力、
判断力、表現力などが
問われます

《 試験種目 》

国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩにて
試験問題例を掲載して
います

ここがポイント ①

教養区分は20歳の人も受験が可能です！
※総合職試験大卒程度試験の受験資格は、21歳以上30歳未満の人ですが、教養区分は20歳の人も受験できます。



森山 隼
外務省
経済局経済協力開発機構室
（平成26年度採用）

「失われた20年」の中で成長し、日本の将来に関する悲観
的な観測を頻繁に耳にする機会が多かった影響で、今後の日
本にとって、特に外交というツールを用いて国際社会でのプ

レゼンスを向上させることが最も重要であると考え、外務省
に入省しました。この考えは現在でも変わっておりません。
私は大学３年時から１年間休学し、モンゴル国に留学しま

した。留学前に試験区分として「教養」区分が新設され、そ
れは専門知識ではなく、基礎的知識及び思考力等の優劣で合
否が決まる形のものだと知り、留学後すぐに受験し、無事合
格することができました。
外務省には非常に多様なバックグラウンドを持った人材が

存在しますが、これは外交にはある種個々人の有している多
様かつ専門的な能力が必要だからだと認識しています。この
観点から、外務省にとって、様々な専門性を持つ人材を獲得
できるという意味で本試験は有用なものだと考えます。
入省後、１年目は省内全体の政策調整を行う部署にてその

一端を垣間見、そして２年目の現在は日OECD関係業務一般
に従事しています。OECD租税委員会等いくつかの担当を持
ち、「日本政府としての意見」を上司のアドバイスを受け、
他省庁の方々と協力しながら考えるという非常にチャレンジ
ングな日々を送っています。
広い視野で、スケールが大きく、かつ、チャレンジングな

業務に取り組みたい方は、是非外務省の門をたたいてみてく
ださい。

山田 侑磨
財務省
大臣官房文書課審査係
（平成26年度採用）
人を幸せにしたい。その夢をもって、財務省を志しまし

た。しかし最初からその夢に自信があったわけではなく、む
しろ学生時代不安を抱えていました。
人は、自分の存在を肯定したがる。そして自分の仕事に意

味を見出したがる。しかし、それは結局自分だけのやりがい
なのではないか。自分がいなくても、社会は動いている…。

就職活動中の皆さんの中にも、今まさにこのように思い悩
み、自分の存在意義と向き合い、不安になっている人もいるの
ではないでしょうか。
一方で同時に、社会は厳しく、苦悩して立ち止まっている余

裕など与えられていないようにも感じられます。では、どうす
ればよいのでしょうか。
私は就職活動や社会人生活を通じて、先ほどの学生時代の悩

みには、大きな誤りがあることに気づきました。それは、自分
が社会に対して受け身になっているということです。何かを成
し遂げたい、何かを変えたい。そのように、自分が社会に対し
てインパクトを与えようというところから思考を出発すればよ
いのです。
夢に満ちたあなたがいなければ、日本社会は動かないので

す。
国家公務員は、人を幸せにすることを常に考える、夢のある

仕事です。ただし、夢だけでは政策になりません。知恵とお金
がなければ何も動きません。財務省は、限りあるお金のよりよ
い使い道や公平な集め方を考え、日本社会の様々な課題を解決
しようと知恵を絞る組織です。自分の夢を、最後まで責任を
持って政策につなげることができる仕事だと思います。
ぜひ国家公務員の魅力を、採用パンフレットや説明会、官庁

訪問で体感してください。夢をもった皆さんと一緒に働ける日
を楽しみにしております。

総合職試験「教養区分」 先輩職員からのメッセージ



荒尾 宗明
経済産業省
特許庁総務課制度審議室
（平成26年度採用）

日本では、少子高齢化、慢性的財政赤字など、戦後以来
続く社会体制の制度疲労がおき、世界に目を向けても、グ
ローバル資本主義やＧゼロなど、パラダイムシフトがおき
つつある。漠然とながらもそんな時代の変化を感じていた
学生時代。

そのような歴史の転換点にあっても、人々が自己実現の機
会を得て、日本ひいては世界が豊かで持続的な成長を果たせ
るよう貢献がしたい。そんな青臭い想いを受け止め、熱く共
感してくれたのが経済産業省でした。
幸せな両想いの後に、配属されたのは特許庁総務課でし

た。そこでは、世界最高の知財立国を目指すべく、政策立
案、予算策定、人員確保、国際交渉など全体の取りまとめ業
務に携わりました。教養区分での入省ということで、事前に
専門的な知識を有していたわけではないですが、必要な知識
はその都度勉強して補充しながら、日々「どちらが人々のた
めになるのか。」と思案する上司の下、日本や世界というス
ケールで物事を捉え、あらゆるステークに想いを馳せて、課
題解決に向けた戦略策定に励みました。
入省してすぐに戦力として取りまとめを任されたことに驚

いたのも束の間。２年目となって異動した現職では、法令改
正を任されています。学生時代は筋トレにしか使わなかった
六法を座右の書とし、弁護士や特許の審査官と協力しなが
ら、世界最高の知財立国に向けた世界最先端のルール作りに
関わり、その重責を楽しんでいます。
任される責任の大きさ、圧倒的な成長速度を実感しなが

ら、日々より良い社会の在り方について考えられる仕事っ
て、ワクワクしませんか？

三浦 紘平
国土交通省
自動車局安全政策課
（平成26年度採用）

私が国家公務員を志すようになったのは、大学３年の夏
に被災地を訪れたときです。震災で大きな被害を受けた鉄
道に代わって、線路にバス専用レーンを敷いてＢＲＴを走
らせている様子を見学したのですが、地域に根付く交通が
住民にとって如何に重要で、それを守る仕事がどれほど感
謝されるのかを目の当たりにしました。自分も交通インフ

ラという分野で人の役に立てる仕事に就きたいと思い、国や
地域の交通政策に広く関わることのできる国家公務員を志望
するようになったのでした。
私はいま、国土交通省でバス・タクシー・トラックの安全

対策に携わっています。具体的には、これらの運転者が過労
や疾病等によって重大な事故を引き起こさないよう、事故情
報を分析しながら安全規制を検討し、事故の未然防止・被害
軽減のための車載安全装置の普及促進などに取り組んでいま
す。仕事では実際に運送の現場に足を運ぶ機会も多いのです
が、事業者の方々が国の定めたルールをしっかり守って安全
な運行を心掛けて下さっていたり、利用者の方々が安心して
バス・タクシーに乗車している様子を見ると、自分の仕事が
皆さんの安心・安全な生活に少しは貢献できているのかなと
感慨深くなったりします。
国家公務員の仕事の醍醐味は、中立的・中長期な視点で、

どうしたら社会が良くなるかを考え、それを強力な政策ツー
ルでもって社会に形にできることだと思います。また、これ
は霞が関全体に言えることですが、若いうちから先輩にもど
んどん意見が言え、責任ある仕事を任せてもらえる風土なの
で、日々成長を実感しながら仕事をすることができます。い
つか皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています！



行政の国際化が進展する中で、国際的視野を持ち、複雑・多様化する国際環境に的確に
対応できる行政官を育成するため、各府省が推薦し、人事院の選抜審査に合格した若手
職員を、海外の大学院に派遣しています。

行政官長期在外研究員制度（留学）

国際機関等派遣

その他

このほか、行政官短期在外研究員制度（半年又は１年間、諸外国の政府機関や
国際機関等に派遣）、在外公館での勤務等、海外で活躍する機会が数多くあります！

【主な派遣先大学】
米国：ハーバード、コロンビア、

ミシガンなど
英国：ロンドン(LSE)、

ロンドン(UCL)など
フランス：国立行政学院(ENA)

中国：北京

国際協力の一環として、条約その他の国際約束や我が国が加盟している国際機関、外国政
府の機関等の要請に応じ、職員を国際機関等に派遣しています。

国際連合

123人
(30.8%)

その他の国際機関

109人 (27.3%)

外国政府

151人
(37.8%)

研究所

7人 (1.8%)

その他 9人 (2.3%)

派遣者総数
399人

（100.0%）

アジア

188人
(47.1%)

北米 49人
(12.3%)中南米

6人 (1.5%)

欧州

120人
(30.1%)

太平洋 1人
(0.3%)

中東 2人
(0.5%)

アフリカ

33人
(8.3%)

《平成25年度末派遣先機関別状況》 《平成25年度末派遣先地域別状況》

（平成26年度）

米国、英国、フランス、ドイツ、
オーストラリア、カナダ、
中国、シンガポールへ派遣

派遣者総数
399人

（100.0%）

【概要】
対象職員：在職期間が８年未満

派遣先：外国の大学院
期間：2年（博士課程への進学の場合は延長可）

IMF(国際通貨基金)、
WHO(世界保健機関)、
OECD(経済協力開発機構)、
ADB(アジア開発銀行)など
様々な組織で
活躍しています！

試験の内容や採用の最新の情報はこちらから

～国家公務員試験採用情報NAVI～ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

～国家公務員試験採用情報フェイスブック～ http://www.facebook.com/jinjiin.saiyo

～メールマガジンへの登録～ http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm

（連絡先）人事院人材局企画課 〒100-8913 東京都千代田区霞が関１－２－３
電話：03-3581-5311（内線 2312）

国家公務員には、留学や国際協力等、
海外で活躍する機会が数多くあります！！

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
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http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm
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