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• 財務省本省職員になるまでの道のりを解説し
ています。

• ⼊省してからのことをイメージしていただく
ために、新⼈研修の実際の様⼦を紹介してい
ます。

• 皆さんのさまざまな疑問にお答えできるよう、
先輩若⼿職員の⽣の声を紹介しています。

まずはこの
冊⼦から︕

パンフレットには載せきれない
さまざまな情報をまとめました

応援メッセージ

１ 財務省本省職員への道のり

2 新規採⽤者研修について
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新規採⽤職員のQ＆A
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１．財務省本省職員への道のり



１．財務省本省職員への道のり

官庁訪問直前イベント 2次試験
（⾯接）

★ステップ１

まずは財務省のことを知ろう︕
説明会は財務省の職員と

話すチャンス︕

最終合格
発表 採⽤官庁訪問

官庁訪問直前イベント
○業務説明会

全般的な業務説明に加え、官庁訪問のことや⼊省後のキャリアパスについてご説明いたします︕

○個別相談会
採⽤担当者と個別に、試験・官庁訪問のことや、⼊省後のことなどどんな質問にも
お答えします︕

○ほかにも、テーマ別座談会（ex.⼈事担当者、国際機関勤務職員等）や

分野別説明会（ex.予算編成、開発政策等）を平⽇毎⽇開催してます︕

★ステップ２

いざ官庁訪問へ︕

６⽉ ７⽉８⽇〜 ８⽉ ４⽉



２．新規採⽤者研修について



２．新規採⽤者研修について

採⽤されるとまず最初に、東京都北区にある⻄ヶ原研修所にて約２か
⽉の新⼈研修を受けることになります。この研修では職場で使う専⾨
的な知識やビジネスマナーを学び、配属後の業務に備えます。（研修
期間中は感染症対策に⼗分留意した上で⾏っています。）

研修概要（※R４はオンライン、合宿制の２部形式）

●期 間︓４⽉〜５⽉末（全寮制）
●場 所︓⻄ヶ原研修合同庁舎

（東京都北区⻄ヶ原）
●⼈ 数︓約150名（「本省」と「全国の

財務局」の新規採⽤者が合同で
研修を受けます）

●研修科⽬︓（基礎科⽬）簿記、財務分析等
（実 務 法）財政法、国有財産法等
（実践実務）職場の基本動作等
（そ の 他）ビジネスマナー等

◀休⽇に同期
で過ごした
際の⼀コマ

研修中の⼀コマ▶

全国のかけがえのない同期
また、研修は本省採⽤の他に、全国の財務局で採⽤された財務専⾨官
の同期と共同⽣活を送ります。同期は⼀⽣の宝です。かけがえのない
同期と⼀⽣の思い出を作ります。

※講義は基礎知識を⾝に付けることが⽬的であり、
知識がないことを前提に⾏われます。
そのため出⾝学部に関係なく、講義についていけ
るカリキュラムとなっています︕

※講義は基礎知識を⾝に付けることが⽬的であり、
知識がないことを前提に⾏われます。
そのため出⾝学部に関係なく、講義についていけ
るカリキュラムとなっています︕

⻄ヶ原研修所での基礎研修



３．新規採⽤職員のQ＆A



出⾝︓⼤阪府
休⽇︓旅⾏、ドライブ、カラオケ、脱出ゲーム
⼀⾔︓少しでも皆さんの⼒になれたらと思い、

このリーフレットを作成しました︕是⾮
私たちと⼀緒に働きましょう︕

安藤 樹⼀

ささき あみ

佐々⽊ 愛聖

あんどう じゅいち

出⾝︓秋⽥県
休⽇︓ランチ、カフェ巡り
⼀⾔︓みなさんのギモンを少しでも解決でき

たら嬉しいです︕官庁訪問で会えるこ
とを楽しみにしています。

３．私たちが質問にお答えします︕



業務の業務⾯：

Q１

業務の業務⾯：

Q２

業務⾯︓業務内容の幅広さ、
規模の⼤きさです。予算編
成や決算のとりまとめを通
じて、他省庁の政策に携わ
り、国⺠の暮らしをサポー
トできるところに魅⼒を感
じました。

⼈柄⾯︓職員の⽅の素敵な
⼈柄と仕事に取り組む姿勢
に惹かれたからです。⾃分
の業務に責任感や使命感を
持って取り組む姿に憧れて
志望しました。

財務省の志望理由
は︖

Q＆A

「温かい雰囲気だな」と感じ
ました。先輩⽅も優しく丁寧
に接してくださり、落ち着い
て業務を⾏うことができてい
ます。
ときにはご飯に連れて⾏って
もらって、職場になじめるよ
うに交流の場を設けていただ
いてます︕

職場や上司の雰囲
気は︖



業務の業務⾯：

Q３

業務の業務⾯：

Q４

約１か⽉前から対策を始めました。
主に予備校の模擬⾯接を練習に利
⽤し、練習も本番と考え、⾔いた
いことを端的にまとめられるよう
に努めました。また、⾃分で⽤意
した予想問答集や志望官庁の資料
をよく読んでいました。

様々な省庁の業務説明会や座談会
に参加したり⾯接練習をしたりす
る中で、⾃分の中にある就活の軸
を⾒つけてもらいたいです。官庁
訪問では多くの⽅々と⾯接するの
で、難しい質問もあると思います
が、その軸があればどの質問にも
⾃分の⾔葉で答えることができる
と思います。

⾯接対策（準備）
は何をしたの︖

就活の情報収集⽅
法は︖

⼈事院のHPの各省庁別説明
会カレンダーや、財務省⼀般
職採⽤のTwitterアカウント
を毎⽇チェックしていました。
官庁訪問に関しては、業務説
明会や個別相談会で積極的に
質問して情報を得るようにし
ていました。

Q＆A



業務の業務⾯：

・⾯接官の⽅の⽬を⾒て明るいトーンで話すことが⼤切だと思います。
・上⼿に模範解答をしようとするのではなく、ありのままの⾃分で熱意
を伝えることが⼤事だと思います。また事前に⽤意し、暗記してきた
⼀問⼀答を「回答する」のではなく、⾯接官の⽅と「会話する」とい
うことを意識しました。

・「⼈柄」を⾒られることを意識して、⾃分はこんな⼈だ︕と「⾃分を
プレゼンする」気持ちで⾃信を持って挑みました。

Q５
官庁訪問当⽇に⼼がけたことは︖

Q＆A

・最低限の⾝だしなみに気を遣いました。マスク
越しではありますが、常に明るく笑顔でいられ
るよう意識しました。

・整合性が取れない発⾔や、のらりくらりとした
印象を与えることを避けるため、嘘や建前、思
い付きで発⾔しないことを特に⼼掛けました。
⾯接本番で焦らないために、⾃分の伝えたいこ
とはしっかりと固めておくべきだと思います。



業務の業務⾯：

業務の業務⾯：
周囲の受験⽣と雑談や情報交換
をして、緊張をほぐしていまし
た。また、今後⽭盾した回答を
しないために、⾯接で聞かれた
ことをメモしていました。

Q７Q６
官庁訪問の控え室で
の過ごし⽅は︖

Q７

Q＆A

官庁訪問前︓様々な省庁の業
務説明会や座談会に参加する
ことをおすすめします。⾃分
の本当にやりたいことや将来
の理想像が⾒えてきて、⾯接
での発⾔に深みが出てくると
思います︕

官庁訪問︓体調管理を怠らな
いことです。当⽇は朝から晩
まで緊張していたため、体⼒
と精神⼒が⼤切だと気が付き
ました。また、時間と⼼に余
裕を持って⾏動すると良いと
思います。どんな質問をされ
ても、慌てずに答えることを
⼼がけてください。

官庁訪問に向けた
アドバイスは︖



４．応援メッセージ 〜Ｒ４年度採⽤職員より〜



就活をしていく中で⾟いことも多々あるかと思います。
絶対にここに合格するんだ、という強い気持ちを持って
後悔のないよう全⼒で⾃分の⼈⽣に向き合いつつ、今こ
の瞬間を愉しんでください︕

毎⽇不安でたまらない時期かと思います。官庁訪問本番
は今まで皆さんが頑張ってきた成果を出せば、きっと乗
り切れると思います︕⽣活リズムを崩さず、⾃分を適度
に⽢やかしながら頑張って下さい︕

睡眠と⾷事を⼗分にとって体調を万全にしましょう。⾝体
も⼼も健康であれば、ありのままの⼈柄が⾯接で出ると思
います。同じ財務省職員としてあなたと働く⽇を楽しみに
しています︕

鈴⽊ 玲花
（主計局・給与共済課）

原本 真由
（⼤⾂官房・総合政策課）

澁坂 佳希
（⼤⾂官房・会計課）

４．応援メッセージ



鑑 喜⼀
（理財局・総務課）

柴﨑 優海
（国際局・開発政策課）

林 花連
（主計局・総務課）

官庁訪問と聞くとお堅くて厳しい⾯接と思う⽅が多いかも
しれません。しかし、実際は⾯接というよりは⾯談に近く、
⾯接官の⽅々も受験⽣の魅⼒を引き出してくれるように接
してくれます。不安に思うことなく、ありのままの⾃分を
全⼒でぶつけてきてください︕

財務省は、⼀年⽬から⼤規模な業務の⼀端を担うことが
できるので、とても魅⼒的な職場だと思います。まずは
官庁訪問思いっきり頑張ってください︕

勉強に⾯接対策、説明会が続き、⼤変な時期だと思いま
す。忙しいとは思いますが少しでも時間を作って、「ど
んな社会⼈になりたいか」、「どこで働くことが⾃分を
⼀番活かすことができるのか」という広い⾒⽅で⾃分に
合う省庁を探してください︕そしてその先がもし財務省
であれば、是⾮⼀緒に働きましょう︕

４．応援メッセージ



阿部 匠
（主計局・司計課）

新⾥ 柚
（国際局・開発機関課）

受験⽣の皆さん、お疲れ様です。コロナ禍ということも
あり、学⽣時代や就活期に⼤変な思いをしてきたかと思
います。しかし、そこで培ったものに決して無駄なもの
はありません。きっとみなさんの⼈⽣を豊かにしてくれ
るはずです。また、これから先の⻑い社会⼈⽣活の第⼀
歩として、就職先はとても悩むところかと思います。
「どの道が正解か」なんて誰にもわからないことです。
なので、「この道を正解にしてやるぞ」という気持ちが
⼤事なのだと思います。その第⼀歩を踏み出す道として、
財務省を選んでくれたら幸いです。皆さんと⼀緒に働け
ることを楽しみにしています。

時間的余裕がなく、焦ってしまう時期だと思いますが、
今までの努⼒と頑張ってきた⾃分を信じればきっと⼤丈
夫です。あともうちょっとの⾟抱です︕応援していま
す︕︕

４．応援メッセージ



多⽥ 侑真
（主計局・司計課）

板倉 由夏
（国際局・為替市場課）

財務省本省では、年齢も学歴も性別も関係なく、誰にで
も⼊省するチャンスがあります。なぜ財務省なのか、財
務省で何を成し遂げたいのか、みなぎる思いを⾔語化し、
飾ることなく⾃分の⾔葉で説明することができれば、
きっとみなさんが望む結果につながると思います。最後
まで⾃分⾃⾝を信じて頑張ってください︕⼀緒に働ける
⽇を⼼待ちにしています︕

⼤体２〜3年で部署を移動するため、数多くの業務に携
わることができる点が財務省の魅⼒だと思います。
今は業務内容も難しく感じられ、不安も多いことと思い
ますが、財務省には先輩や上司の⽅が優しく気にかけて
くださる環境があります。
まずは説明会や座談会等、たくさんのイベントに参加し
てその雰囲気を味わってみてください︕

４．応援メッセージ



５．おわりに



• 皆さんに少しでも財務省を⾝近に感じ、親近感を持っていただき
たいという思いを込めて、このリーフレットを作りました。

• このリーフレットでも紹介した各業務説明会や座談会は、財務省
の仕事や⼈を知るチャンスです。実際に職員の話を聞くことで、
きっと、今よりももっと財務省への興味がわくはずです。

• 財務省には、ここに登場しているような個性豊かな先輩職員が多
くいます。
これからの未来を担う皆さんが仲間⼊りしてくれることを楽しみ
にしています。

担当者連絡先
財務省⼤⾂官房秘書課
E-mail : mof-saiyo@mof.go.jp
TEL : 03-3581-4111（代）内線5305

５．おわりに
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