
 

 

  

【注意事項】 

この冊子の文責は、令和 2 年度財務省財務局総合職の内定者にあります。よって、本パンフレットの

内容は、内定者の個人的見解によるものであることにご留意ください。 

 また、本名は掲載しておりませんが、個人を特定できるような情報が含まれています。そのため、取

り扱いには十分にご注意いただき、無断での複写、複製、転載等をなさらないようにお願いいたします。 

受験生の皆様、本パンフレットを手に取っていただきありがとうございます。 

このパンフレットは、内定者という私たちの立場から受験生のために出来るこ

とは何か、ということから出発し、受験生の皆様に少しでも財務局のことを知っ

てもらおうという思いで作成されています。内定者である私たちが財務局のどの

ようなところに魅力を感じ、どのような思いで官庁訪問に臨んだのかを知っても

らい、参考にしていただければ幸いです。 

このパンフレットを読み、財務局に興味をもってくださった方はぜひ説明会、

そして官庁訪問へとお越しいただければ本当に嬉しく思います。 

最後に、皆さんの就職活動が充実し、最終的には納得のいく選択ができること

をお祈りいたしております。 
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１－２ 

【性別】女 

【年齢】22 歳 

【出身地域】甲信越 

【大学】中央大学 

【学部】法学部 

【ゼミ】地方財政・行政法 

【趣味】 

旅行（食べ歩き） 

【併願状況】 

衆議院事務局、参議院事務局、

国家一般職 

【試験区分】大卒・法律 

【説明会の参加回数】０回 

自己アピール 

傾聴力を生かしたマネジメントにあると思います。他

大学とのディベートでは当初準備に難航しました。周囲

と話をする中で当事者意識のない人が多いと知り、授業

を改善して全員で取り組むようにした結果、優勝できま

した。組織のニーズを把握し行動できると感じていま

す。 

学生時代の過ごし方 

２つのゼミを掛け持ちしており、その活動を大学生活

の中心にして過ごしました。 

特に地方財政ゼミでは自分たちで自治体の財政分析

をした上で職員の方のお話を伺ったり、時には政策の提

言を行いました。個人では得られない機会なので、一回

一回を大切に周りと協力して熱中していました。 

また行政法ゼミでは他大学の学生とディベートを行

い、話題になっている歩きスマホやふるさと納税制度と

いった行政の課題等について議論をしていました。 

座右の銘 

為せば成る 為さねば成らぬ何事も 

成らぬは人の為さぬなりけり 

受け答えがはっきりしており、思考力の高さや芯の強さを感じました。また、自分なりの問

題意識を持って行動する姿勢から、積極性も随所に見受けられました。 

人 事 よ り 一 言 

公務員に興味を持ったきっかけは父が地方公務員であったことです。 

中長期的な視点を持って、ある特定の対象の利益ではなく全体のために働くことができる職

種であることに魅力を感じました。 

特に国家総合職として財務局を志望したのは、地方の活性化を財政面から支えたいと考えた

からです。ゼミの活動を通して、自治体の活力が維持され発展することが重要である一方で、

国も地方も財政が逼迫していることを知りました。現場で得られるミクロな視点と中央官庁で

得られるマクロな視点で、課題解決に取り組みたいと思い、志望しました。 

志 望 動 機 



私は就活で先輩方が苦労している姿を見て、正直自分の番が来る事が怖い、いうことばか

り考えていました。 

たしかに実際公務員試験も官庁訪問も易しいものではありませんでしたが、自分自身を振

り返り、本当にしたい事は何かを考えながら職業選択が出来たことは、振り返ってみると貴

重な良い経験だったと思っています。 

自分が努力してきた事に対して自信を持ち、怖がらずに歩み続ける事が大事だと感じてい

ます。パンフレットを手にとった、就活に真摯に向き合っている方ならきっと大丈夫です。

 頑張ってください！

【成功談】 

複数公務員試験を受ける中で、出来るだけ試験科目が重なる教科の選択をしたり、併願先を

決めたことです。本命の試験が一番重要なので、貴重な時間が有意義に使えるように戦略立て

て進めていきました。 

【失敗談】 

私は国家総合職として働きたいと思う中で、省庁のインターンや説明会に何度も足を運んで

いましたが、結局当初考えていた省庁とは違う分野に直前で関心をもち、官庁訪問をすること

にしました。 

結果としては良い選択だったと思いますが、最初から視野を狭めずに、沢山の省庁を見て回

れば土壇場で焦らずに済んだかなと思っています。 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

試験や官庁訪問を通じて、公務員として働くには身体面精神面でのタフさが求められると感

じました。難しい課題に直面しても粘り強く取り組める大人になりたいと思います。 

また、職員の方々とのお話を通じて、思考が深いという印象を持ちました。 

特に財務省財務局は地方に関する仕事だけなく、本省や金融庁など幅広い業務を経験する機

会があります。1 日 1 日を大切に学ぶ姿勢を忘れないよう過ごして多角的な視点を身に付け、

仕事に反映したいと思います。 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



１－２ 

【性別】男 

【年齢】22 歳 

【出身地域】北海道 

【大学】北海道大学 

【学部】法学部 

【ゼミ】知的財産法 

【趣味】 

水泳、お笑い、海外ドラマ 

【併願状況】 

国家一般職、北海道庁 

【試験区分】大卒・法律 

【説明会の参加回数】０回 

自己アピール 

私の強みは感情に流されることなく、物事を客観的に

捉えることができる点と考えています。国家公務員、つ

まり政策の立案・実行に携わる者として、一つの見方、

考え方にとらわれることなく、多角的な視点を大切にし

ながら職務に取り組みたいと思います。 

学生時代の過ごし方 

学生時代はゼミの活動に力を入れて取り組んでいま

した。知的財産法をディベートを行いながら学ぶゼミで

あり、ディベートやその準備を通して論理的思考力や発

信力を身につけることができました。また大学祭への出

店や合宿などイベントもたくさんあり、とても楽しかっ

たです！ 

座右の銘 

情けは人の為ならず 

誠実で好感が持てる人柄であると同時に、課題発見能力の高さを感じました。また、問題意

識も明確で自分の考えをしっかりと面接官に伝えることができていました。 

人 事 よ り 一 言 

私は国民一人ひとりが自己実現に向かってチャレンジできる、活力のある社会にしたいとい

う想いがありました。ただ現状は、人口減少、少子高齢化など大きな問題が山積みで先の見え

ない状況に、日本全体が大きな不安に包まれているように感じます。そんな中、国家総合職の

説明会でこの日本の現状を何とか変えようと日々戦っている職員の方々に出会いました。そし

て、私もこの人たちと一緒に汗を流し、「活力ある日本」を取り戻したいと思い、国家総合職

を志望しました。 

また、地方出身の私は地方創生にひとつ関心があり、地方と国をつなぐという財務局のミッ

ションに共感し、財務局への官庁訪問を決めました。財政、金融を軸として幅広い分野で課題

にアプローチできる点も財務局の大きな魅力でした。 

志 望 動 機 



ここまで読んでいただきありがとうございます。そして公務員試験の勉強や民間の就職活

動など、本当にお疲れ様です！就職活動は、自分がこれからをどう生きるか、その覚悟を決

めた選択が求められる場です。自分は何を実現したいのか、なぜそう思うのか、どうすれば

実現できるのか。何度も自分と向き合い、自分なりの答えを探してみてください。そして、

その答えから溢れる熱い想いが自分の背中を押してくれるはずです。 

財務局の方々は、業務や政策の知識ではなく、人間性やその人の想いを評価して下さって

いるように感じます。官庁訪問では、難しく考えすぎず、自分の想いを素直にぶつけて下さ

 い！応援しています！

私は公務員に絞って就活をしました。最初から公務員として働きたいと決まっていたこと

と、勉強に手一杯でなかなか民間を受ける余裕がなかったことが理由です。ただ、いろんな企

業の説明を聞き、自分の目で見ることができるのは就活生の特権であると思いますし、その中

で自分がやりたいことがよりはっきりみえてくることもあるはずです。「公務員一本！」と決

めている人でも、時間を作って民間企業の説明会や選考会に参加できると、より充実した就活

になると思います。 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

まず仕事での目標は、広い視野を持った職員になることです！一つの考え方にとらわれてし

まうと、そこで成長が止まってしまい、また対立が生じる原因にもなり得ると思います。財務

局は幅広い分野に関わりながら仕事ができるため、新しいことにたくさん触れながら、どんど

ん成長していける場だと思います。考えることをやめず、常に勉強しながら自分の知識と視野

を広げる努力をしていきたいです。 

また、プライベートでの目標は犬と一緒に生活することです！今までペットを飼ったことが

なく、その代わりに SNS で犬の動画や画像を見て癒されていました。一緒に散歩して、一緒に

昼寝する、そんな生活を送ってみたいです。 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



１－２ 

【性別】男 

【年齢】25 歳 

【出身地域】甲信越 

【大学】大阪大学 

【学部】経済学部 

【ゼミ】経済学 

【趣味】 

登山、旅行、映画 

【併願状況】 

特になし 

【試験区分】大卒・経済 

【説明会の参加回数】3 回 

自己アピール 

私は「常に誠実かつ、時に引き下がらない人間」です。

周囲の方からは仏と呼ばれるほど、誰に対しても低姿勢

で臨んでいます。一方で、かつて取り組んでいた相撲や

前職の交渉場面では、厳しい局面こそ引かず、淡々とこ

なす強さを持っています。 

学生時代の過ごし方 

学生時代は相撲部に所属しており、日々稽古に没頭し

ていました。当時は肉体的に厳しい稽古や大会で勝てな

い自分を情けなく感じ、辞めてしまいたいと思うことも

ありました。しかし、部活を通して培った人とのつなが

りや礼節を重んじる心、土俵際でもしぶとく踏ん張る力

は、社会人となった今でもプライベートや仕事をこなし

ていく上で貴重な財産となっており、あの時諦めずに廻

しを締め続けたのは正解だったと思っています。 

座右の銘 

縁の下の力持ちになることを厭うな。 

人のために良かれと願う心を常に持てよ。 

真面目で落ち着いている印象を受ける一方で、面接において粘り強く自分の理念や熱意を伝

えようとする姿勢から、芯の強さとともに人柄の良さを感じました。 

人 事 よ り 一 言 

高校三年の夏、病院で旧帝国軍人の方と出会いました。その方の生き様、日本を思う心に触

れ、純粋に国の為に働くことができる国家公務員を目指すようになりました。 

私は地方出身者として地元の衰退を肌身で感じており、特に地方経済に危機意識を持ってい

ます。また、前職ではインフラ会社の職員として地方公共団体の財政的な厳しさを目の当たり

にし、地方にとって必要な部分に必要なお金が回る仕組みを整えていかなければならないと思

いました。こうした思いから、国家公務員として地方の経済に携わることができる財務省財務

局を志望しました。 

志 望 動 機 



就職(転職)活動お疲れ様です。 

・進路を迷われている方へ

ありきたりの言葉になってしまいますが、自分が楽しんで働ける職場を見つけて欲しいで

す。結果を出す人ほど、楽しんで仕事をしていると私は思います。そんな職場で働けるよう、

様々な官庁・企業に触れてみて下さい。その結果、財務省財務局に興味を持って頂ければ幸

いです。 

・財務省財務局を第一に志望されている方へ

官庁訪問の面接官は、皆さんの想像以上に、自分という人間を掘り下げてきます。今一度、

財務局に対するご自身の思いと人間性を整理し、言語化できるようにして下さい。これ以上

掘り下げられないまでに自分を表現出来なければ、内定には至らないでしょう。決して諦め

 ず、食らいついて下さい。

「就活を成功させるには自分を客観的に知ること。」耳にタコができるほど聞いているかと

思います。私の場合、会社の上司・先輩に評価を伺い、家族や友人に何度もアドバイスを求め、

かつてお世話になった高校時代の先輩やゼミの先輩にも連絡し、私という人間を客観的に表現

できるよう突き詰め続けました。就活では、つい背伸びをした自分を演じてしまいますが、あ

りのままの自分で臨まないと、鎧ははげるでしょう。 

官庁訪問では、事前準備と期間中の成長の両方が求められます。内定に至るまで根底から自

分を問い続けるためにも、これまであなたを支えてきた周りの人たちに、憚らず聞いてみて下

さい。きっといい答えを出してくれるはずです。 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

 「縁の下の力持ちになることを厭うな。人のために良かれと願う心を常に持てよ。」 

これは郷里の偉人である前島密が残した言葉であり、私の座右の銘です。 

行政官たるもの、国家の奉仕者として、国民の負託に応え、専心職務の遂行にあたりたいです。

少々おこがましいですが、初心を忘れず、大先輩に少しでも近づけるよう日々奮闘していく覚

悟です。 

一方で、いつかは家庭を持ち、家族を支えられるような大人になりたいです。 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



１－２ 

【性別】男 

【年齢】21 歳 

【出身地域】首都圏 

【大学】慶応義塾大学 

【学部】商学部 

【ゼミ】国際経済学 

【趣味】 

温泉巡り、ランニング 

【併願状況】 

政府系・民間金融機関 

【試験区分】大卒・経済 

【説明会の参加回数】4 回 

自己アピール 

自分の頭で考え、積極的に行動を起こすことが最大の

強みです。自動車部品を製造する中小企業のアルバイト

で働くなかで、意見箱の設置や作業をしやすい配置を提

案し、実際に実現させました。企画した計画を最後まで

貫徹させるマインドを強く持っております。 

学生時代の過ごし方 

「組織においてリーダーシップを発揮し、より多くの

人の人生に影響を与えること」を目的として大学生活を

過ごしてきました。その一環として、大学受験予備校で

スタッフ責任者を務め、生徒の学力向上や入学生徒数の

目標達成に向けてチームを動かすために、生徒に対する

演習会の企画や全スタッフとの面談を実施する等、試行

錯誤を繰り返しました。その他、所属する国際経済学ゼ

ミや中国人留学生と交流するサークル活動を通して、数

多くの新興国を訪れ、経済の発展に向けて、日本が取り

組めることは何かを積極的に学んできました。 

座右の銘 

臥薪嘗胆 

礼儀正しく誠実な印象を受けるとともに、幅広い分野への関心や行動力の高さを感じまし

た。質問への反応が早く回答も明確で、理念をもち面接に臨んでいると思われました。 

人 事 よ り 一 言 

趣味の温泉巡りを通して地域の現状をヒアリングした経験や中小企業でのアルバイトを通

じて、日本経済の発展には、各地域の活性化が肝要であることを学びました。そのためには、

地域基盤の財政と金融の安定化が必要不可欠であることを把握し、自身で携わり、貢献したい

と考えました。必要性や有効性の観点から予算執行の実態を調査して改善すべき点を指摘し予

算の見直しを行う、地域金融機関の検査・監督業務といった財務局の役割は、私の使命を実行

に移せる最善の仕事であることを痛感しました。日々、地域と向き合い、様々な声を政策に反

映させる役割を自ら責任をもって担いたいと考え、財務局総合職を志望しました。 

志 望 動 機 



 

自分は将来何ができるのか、何のために働くのか等、就職活動中は自分と向き合う場面が

多く、不安に襲われることもあると思います。私も自分の進路に深く悩んだのを覚えていま

す。今思うと、就職活動をはじめた当初と官庁訪問後では考え方が大きく変わりました。こ

れは多くの方々に出会い、様々な経験をする中で、自分に幾多の問いを投げかけた結果、形

成された今の自分になったからだと考えます。 

ぜひ、就職期間を利用して、多くの社会人、就活生の方々に出会って、志を語り合い、自

分探しの旅にでてください。その中で、少しでも、地域経済の活性化や金融の円滑化に携わ

りたいと考えている方、考え始めた方は、財務局であなたの想いを実現できるポジションが

 絶対にあるはずです。

【成功談】 

大学 1 年生の頃から、積極的に民間企業・公務員の説明会やインターンに参加してきました。

大学入学当初、漠然と民間企業をみていた私は、金融、コンサル、メーカー、インフラ、通信、

人材といった幅広い業種のインターンへ参加し、現場で働く社員の生の声を一次情報として収

集してきました。また、民間企業の就職活動で、何度も面接を受けてきたので、総合職の人事

院面接では過度に緊張することなく面接に臨むことができ、A 評価をいただきました。早期か

ら将来と向き合ってきたこと、面接の経験を積んできたことが、自分にとっての成功体験です。 

【失敗談】 

大学 3 年生の春頃に公務員を目指すことを決めてから、筆記試験の勉強時間をあまり確保で

きなかったことです。私は、民間企業も受験することに決めていたため、3 年生の冬頃から、

OB 訪問や説明会、面接に追われていました。そのため、勉強時間を全く取れなかった時期も

あり、結果的に直前に知識を詰め込む形になってしまいました。民間企業との併願を考えてい

る方でも、毎日コンスタントに勉強時間を確保できるような計画を組むことを強くお勧めしま

す。 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

 人のために尽くす社会人になりたいと考えています。予備校で働いていた際に、不登校だっ

た担当生徒に対する指導が甘かった結果、大学に進学させることができず、悔恨の念に駆られ

る苦い経験をしました。 

今後の人生において、私生活で「尽くす」マインドを持つことはもちろん、国家公務員とし

て目の前の人、ひいては日本に尽くせることは何かを常に考えながら、仕事に励みたいと考え

ます。 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



１－２ 

【性別】女 

【年齢】21 歳 

【出身地域】九州 

【大学】熊本大学 

【学部】法学部 

【ゼミ】公共政策 

【趣味】 

クラシックギター、ピアノ、音

楽鑑賞、ランニング 

【併願状況】 

裁判所事務官、国税専門官、国

家一般職 

【試験区分】大卒・法律 

【説明会の参加回数】０回 

自己アピール 

 私の強みは常に向上心を持っている点だと考えてい

ます。自分や組織を成長させる方法を考え、行動に移す

ことが得意です。周囲からも見かけによらずフットワー

クが良いと言われることが多いです。

学生時代の過ごし方 

クラシックギターで合奏を行うサークルに所属して

いました。3 年次には部長・指揮者・楽譜責任者といっ

た役職を掛け持ちしており、11 月末の定期演奏会が終わ

るまでかなり忙しかったのを覚えています。 

また、短期留学や学部主催の海外研修など、大学生な

らではの機会を利用して積極的に海外に行きました。特

に海外研修で世界銀行や国連等を訪問できたことは、国

家総合職を進路として考えるいい機会になりました。 

座右の銘 

 Some people dream of success while others wake up and work 

hard at it.  

丁寧で落ち着いた印象を受けるとともに、面接においては芯の強さも感じられました。聞い

た話を自分なりに理解しようとしており、官庁訪問を通じた成長が見られました。 

人 事 よ り 一 言 

大学 1 年の時に経験した熊本地震の直後、私は支援物資のボランティア活動しかできず、時

間が経つにつれて復興や地域活性化のために微々たる協力しかできなかった自分の無力さを

感じるようになりました。日本全国で、災害や人口減少などの個人の手では防ぐことが難しい

要因により活気を失った地域の活性化に正面から向き合うことができるのは公務員ではない

かと思いました。 

地域活性化を考える上で財務局のアプローチを選んだのは、経済の主体である中小企業の裏

には多くの金融機関が存在していることと、それを財務局が支えていることを知ったからで

す。また、地に足のついた政策立案ができる点で地域活性化に貢献できる財務局総合職に非常

に魅力を感じ、志望しました。 

志 望 動 機 



私は国家総合職を自分の進路として考えながらも不安でしかありませんでした。総合職の

準備をしている時間は他の併願先の準備がほとんどできず、貴重な時間を消費して他の人よ

り遅れをとっているだけではないかと何度も思いました。しかし、そう思いながらも総合職

を諦めることができませんでした。自分のやりたいことがあるとわかっていながら自らその

道を断つのは、必ず後悔すると思ったからです。今となっては不安に負けなかったあの時の

自分に感謝しています。 

みなさんにもぜひ後悔のない就職活動をしていただきたいと思います。不安のない人はい

ません。睡眠と食事はしっかりとって、体調に気を付けて全力で頑張ってください。 

 お読みいただきありがとうございました。

【成功談】 

勉強に関しては、時間よりも集中力を意識していたことです。だらだら 10 時間勉強するよ

りも、集中して 8 時間勉強して残りはリフレッシュするようにしていました 

面接に関しては、大学のキャリアセンターを積極的に利用させてもらっていたことです。1

人で考えて迷走した時は、誰かと話すことで解決していました。また、民間企業の説明会に参

加して人事の方と話す機会を得るようにしていたのも良かったと思います。 

【失敗談】 

圧倒的に情報収集不足だったことです。一度も説明会に参加していない官庁を訪問すること

は決して不利になるわけではありませんが、それなりに焦りと不安は大きかったです。最初か

ら志望先を絞りすぎず、広く情報を集めておくべきでした。 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

先例の無いことに挑戦できる大人になりたいです。サークル活動では新しい企画を考え仲間

と実現してきましたが、それを国家公務員という立場でも実現してみたいです。社会の変化が

めまぐるしい現代だからこそ、問題を分析し変革する力が一層求められているのではないかと

思います。若いうちはいろいろな仕事を経験しながら、持ち前のフットワークの良さも活かし

つつ、自分の視野を広げていきたいです。 

また、休日には趣味のギターやピアノも謳歌し、演奏のレパートリーを増やすとともに新し

い楽器にも挑戦してみたいです。 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



１－２ 

【性別】男 

【年齢】22 歳 

【出身地域】首都圏 

【大学】明治大学 

【学部】政治経済学部 

【ゼミ】地方自治 

【趣味】 

野球観戦、ジムでの運動、

YouTube 鑑賞 

【併願状況】 

東京都庁、国家一般職、財務専

門官 

【試験区分】大卒・経済 

【説明会の参加回数】３回 

自己アピール 

私の長所は、現状の課題を分析してより良い結果にす

るために努力できる点です。塾講師のアルバイトでは、

学習意欲が低い生徒を担当していて、その原因について

考え、解決方法を見つけることに尽力しました。 

学生時代の過ごし方 

学生時代は、特別なことをして過ごしていた訳ではな

く、学生らしい生活を送っていました。 

アルバイトは、多くの職種を経験していました。塾講

師、スポーツショップの店員、寿司屋、カフェ、試験監

督など色んな分野でユーティリティプレーヤーとして

活躍していました。他には、野球のサークル活動や震災

の復興支援ボランティアにも参加していました。 

野球観戦やご飯が美味しい所へ旅行に行ったり、友人

の家で宅飲みをすることが私にとって楽しいことで、学

生の間にたくさんしたいと思っています。 

座右の銘 

先憂後楽 

控室において他の訪問者と積極的に会話しており、人当たりの良さを感じました。面接にお

いても自ら話題を提示する等、高いコミュニケーション能力を発揮していました。 

人 事 よ り 一 言 

私が公務員を志望した理由は、東日本大震災が発生した際に、生活が簡単に崩れてしまうも

のだと感じ、それらの基盤を支えているのは公務員だと考えたからです。民間でも様々な形で、

直接人々の生活に貢献出来るので迷う時期もありました。ただ、それらが機能する為には、政

策や法律が適切に作られる必要があり、そこに重きを置くべきだと考えたので公務員を選びま

した。 

その中でも、どの政策を施行するにも財源が必要で、財政破綻してしまったら、国民の生活

を支えることが出来ないと思い、財政健全化に携われる財務局を志望しました。 

志 望 動 機 



私が皆さんに伝えたい事は、色んな選択肢を考えた上で悩みに悩んで、財務局を選んで欲

しいということです。職業は、人生の全てを決めるという訳ではありませんが、人生を左右

する重要なパーツだと思います。したがって、民間企業や他の公務員、院進などの選択肢を

考えた上で、財務局を目指す理由を見つけてみて下さい。 

また、官僚という立場から、どんな国にしたいかということも考えることも重要です。や

りたいことだけができるとは限らない中で、理想の国家像を目指す上での手段と省庁の業務

が合致しているのであれば、やりがいを持てると思います。 

 最終的に自分が選んだ道に胸を張れるように、就活頑張って下さい！

【成功談】 

就職活動で成功したと思ったことは、民間企業の就職活動も行なったこと、周りの友人と話

したことの 2 点だと思います。 

 民間企業を見ることによって、自分のやりたいことを改めて考え、整理することが出来たの

で、やって良かったと思いました。あと、メンタルがやられた時に友人とくだらない話をする

ことによって、それが励みになり、切り替えて就活が出来ました。 

【失敗談】 

失敗したことは、体調管理をしっかり出来なかったことです。官庁訪問中、早起きして夜遅

くに寝るという生活をしていたので、見事に体調を崩し、訪問中に 39 度の高熱を出してしま

いました。高熱の状態での電車の移動、会話、思考は、想像よりも辛く、就活において良い結

果をもたらさないと思います。したがって、官庁訪問中は無理しすぎず、適度に休んで過ごす

ことも大事だということをここで伝えておきます！ 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

私はより良いものを次の世代に何か残せるような大人になりたいと思っています。次の世代

である自身の子供、職場や大学の後輩のために何か貢献出来ないか考え、世代の中心となる

人々が社会で活躍出来ればと思っています。 

今まで生きてきた中で、両親、学校の先生、その他の大人の方から色んなことを学んで、そ

れが今の自分を支えているということを実感しています。 

したがって、今までの何かを受信する側から発信する側という立場に立って、これからの人

生を歩んでいきたいと思います。 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



１－２ 

【性別】男 

【年齢】21 歳 

【出身地域】北海道 

【大学】北海道大学 

【学部】法学部 

【ゼミ】地方自治 

【趣味】 

音楽鑑賞（邦ロック）、ランニ

ング

【併願状況】 

国家一般職、財務専門官、北海

道庁、札幌市 

【試験区分】大卒・法律 

【説明会の参加回数】2 回 

自己アピール 

自ら目標を設定して、その達成に向けて努力を重ねる

ことをできることが自分の強みです。部活でも勉強でも

目標を設定することでモチベーションの向上を図り、努

力を継続することによって自分で設定した目標を達成

してきました。 

学生時代の過ごし方 

塾講師のアルバイトに力を入れていました。個別指導

でしたが担当制ではなかったのでさまざまな生徒と接

する機会があり、小中高生と対象に幅があったので、刺

激的で楽しかったです。生徒に勉強を教える中で、人に

物事をわかりやすく伝えることは難しいものの、できる

ように考え、工夫することには終わりがなく、生きてい

く上で重要な能力だと思っていたので、少しでも上手く

なれるように頑張っていました。 

座右の銘 

継続は力なり 

物静かで朴訥した印象を受ける一方で、こちらからの質問をしっかりと受けとめ、自分なり

に考えを整理して回答を表現しようとしており、粘り強さが伝わってきました。 

人 事 よ り 一 言 

公務員を選んだ理由としては誰のために働いているのかを明確にしたいという思いが強か

ったことが大きな理由です。民間でも公共性を担うことは十分にあると思うのですが、公共性

を主たる目的とする公務員として国民のために働いていると胸を張ってこの先、仕事をしてい

きたいと思いました。 

財務省財務局を選んだ理由としては、大学の地方自治のゼミの経験に依る部分が大きいで

す。ゼミの活動を通して、地方のことを考える人間の必要性を感じ、地方のことも考えながら

国家というマクロな視点も持つことのできる財務局に大きな魅力を感じました。 

志 望 動 機 



 

 

  

納得のいく就職をしてほしいと思います。いろんな場所を見て、いろんな人の話を聞いて、

自分が納得のできる場所へ就職してほしいと思います。そのためには途中で投げやりになら

ないこと、考え続けることが大切なのではないかと自分は思います。これを読んでいる皆さ

 んが最終的に納得のいく就職ができることを心から願っております。

【成功談】 

公務員試験の筆記試験のモチベーションとして行政書士の試験を受けていたのは振り返る

と正解だったように思います。試験まで時間のある時はだらけてしまうこともあると思うの

で、気を引き締め、モチベーションアップを図るという意味では行政書士や法学検定のような

資格試験の取得を目指して勉強するのもよいのかなと思います。 

 

【失敗談】 

一言で言ってしまうと自己分析ということになると思うのですが、自分が本当に何をしたい

のか、志望先で実現できるのか、他の選択肢はないのか、ということをもっと深く考えるべき

だったというのが自分の反省です。自分は官庁訪問中に自分の考えの甘さを痛感し、悔しい思

いをしました。 

かっこいい大人になりたいと思います。なにをもってかっこいいとするかを言葉で定義する

のは難しく、漠然としたイメージはあるものの未だに言葉にはできていません。また、今後の

自分の生き方や経験することによって変化していくものであるように感じています。ただ今

は、毎日を楽しく、成長を重ねながら、姿勢よく、礼儀よく、笑顔が素敵な大人になりたいと

思っています。 

就 活 成 功 談・失 敗 談 

ど ん な 大 人 に な り た い か 



内 定 者 

座 談 会 

【司会者】本日は、お集まり頂きありがとうございます。今回は、4人の内定者に協力して頂き、質問

をしていきたいと思います。さっそくですが、就職活動をする上で、「こんな働き方がいいな！」とい

うことを考えたことはありますか？  

【Ａくん】はい、働き方を自分で選択できる職場は魅力的に感じました！仕事に集中したいときはしっ

かり働いて、プライベートに時間を使いたいときはそれを優先できる。全て自分の思い通りにというの

は難しくても、ある程度裁量が与えられていて欲しいなと思います。  

【Ｃくん】私もＡくんと同様に、勤務時間帯の調整や育児・介護休暇に対して、嫌悪感が漂うことなく、

当たり前のことであるという雰囲気の職場に憧れます！  

【司会者】それでは、現状そのような働き方が、社会で行われていると思いますか？ 

【Ｂくん】そうですね…。いわゆるワークライフバランスのような個人の生活やプライベートに配慮す

る働き方は広まり、浸透しつつあるのではないかとは感じる瞬間はあるのかなと思います。ただ、組織

や部署によって程度は様々であり、改善の余地はあるのではないかと感じています。 

【Ｄさん】よく耳にするようになりましたよね！就職活動中にも職場の長所として聞くことが多く、社

会的にそのような機運が高まって、実際に行われつつあることを感じました。 

【司会者】なるほど、現状の働き方がさらに改善するためには、どのような意識が職場、あるいは社会

で芽生える必要があると思いますか？  

【Ｃくん】仕事とプライベートを両立するために、一緒に働く人と協力し合うという意識が必要だと思

います。有給休暇などの権利があることを知っていながらも、職場の同僚や上司に対して遠慮してしま

うという状況が存在しています。特に、管理職の方がそのような意識を持つと、組織全体で働き方の改

善が進むのではないかと考えます。 

【Ｂくん】休暇が必要なときに気兼ねなく相談できる職場がやはりいいですよね！そのような職場作り

をするために自分が何をできるかを考えながら働いていきたいなと思います。 

【司会者】最近では、あらゆる形で意識を変えるべきだという動きが出てきましたよね。質問が変わり

ますが、将来皆さんが家庭を持つと、また働き方への意識が異なると思いますが、いかがでしょうか？ 

【Ｄさん】そうですね！まだ結婚や育児は先の話なので想像にはなりますが、家庭を持つということは、

プライベートの時間が自分だけのものではなくなるという事でもあるので、仕事にも私生活にも責任が

かかってくると考えます。そこで、周囲やパートナーからの理解を得た上で、協力し合って、時間を効

率的に使い、公私のバランスを保つ事ができるようにしたいと思っています。 



【Ａくん】Ⅾさんの言う通り、パートナーとの協力が大事ですよね。特に、子育ての時間を大切にし

たいです。仕事との両立は難しそうですが、楽しみでもあります！ 

【司会者】これからは、パートナー同士が協力できるような働き方が求められますね！皆さんが財務

局総合職職員として、どう仕事に向き合っていきたいか教えてください！ 

【Ｂくん】将来、家庭をもったとして仕事に追われて家庭のことを疎かになるようなことは避け、家

族と協力して仕事と私生活を両立して行きたいと思っています！  

【Ａくん】私生活の充実は仕事にも良い影響を与えると思います。したがって、趣味や家庭のことに

も積極的に取り組み、心の豊かさを保ちながら仕事も頑張りたいです！ 

【Ｃくん】私も皆さんと一緒で、仕事、趣味、家庭、どれもが重要であり、全てにおいて妥協せずに

向き合って、悔いのないような日々を過ごしていきたいです！  

【Ｄさん】私は、入省してしばらくの間、仕事重視で経験値を上げたいと思っています！そして、余

裕を持てるようになってきたら、家庭を持って公私共に充実した生活をしたいと思います。 

【司会者】お話が盛り上がっている中、恐縮ですが、これで最後の質問にさせて頂きます。これから

財務局を志す受験者に向けて、就職先を判断する上で必要なアドバイスを一言頂きたいです！  

【Ａくん】今話してきた働き方はもちろん、様々なことを考えて就職先を選ぶと思います。その際、

理屈を超えた自分の直感も、１つの考慮要素としてみてください！  

【Ｃくん】就職先を選ぶ基準として、ここまで話してきた働き方も重要だと思いますが、職場の方た

ちの人柄や雰囲気に魅力を感じるような場所かどうかということも考慮して就活に臨んでほしいで

す。 

【Ｂくん】私もＣくんと考えが近いですね！自分のやりたいことを軸に就職先を考えていると思いま

すが、職場の環境や雰囲気が長期的には非常に大切になってくると思います。就職活動の中で知るこ

とのできる部分は限られているところもあると思いますが、自分から積極的に質問するなどして多く

の情報を得た上で最終的な判断をして ほしいなと思います。 

【Ｄさん】３人がお話してくれたことに加えて、家族や友人、先生や先輩など多くの人から客観的な

意見をもらうことも有用だと感じました。そして、話を聞いた上で、自分で最終的に決定する事がで

きれば、納得のいく未来が掴めると思います。 

【司会者】皆さん、貴重なお話ありがとうございました！ここまで読んで下った受験者の皆さん、楽

しめて頂けたでしょうか？本日の座談会を参考にして頂いて、財務局を官庁訪問の際に訪問して下さ

ることを願っています。楽しみにして、お待ちしております！ 



 

１人 

１人 

１人 
２人 

２人 

１日の勉強時間 

通常期(3年12月まで） 

7時間 

6時間 

5時間 

3時間 

1時間 

４人 

３人 

受験区分 

大卒法律 

大卒経済 

６人 

１人 

勉強開始時期 

3年生4月 

3年生5月 

４人 

３人 

勉強方法 

予備校 

公務員講座 

１人 

３人 

２人 

１人 

１日の勉強時間 

直前期(3年1月から） 

6時間 

8時間 

9時間 

10時間 

 

 

 

ここでは各自 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験対策について、内定者の体験談やアドバイスをご紹介します！ 

公務員試験対策 

内定者のデータ 



 

文章理解 

国語は過去問を解くのみで、特段変わった対策はしていませんでした。 

英語は TOEIC、英検の勉強のついでに、早いうちからコツコツと続けました。 

問題形式に慣れることが重要なので、時間を計ってスピーディーに解く練習がいいと思います。 

 

数的処理 

数的処理は直前までコンスタントに行うことが大切。知識系の科目を詰め込みたくなり、おろそかにしがちですが継続し

ましょう。筆者は 1 日の勉強の初めに脳の筋トレとして 1 時間程度解いて、他の科目に取り掛かっていました。 

それでも本番に緊張した中で解くと得点が不安定になりがちな教科だと思うので、数的処理で上手くいくことを想定した

全体の見通しをするのは危険だと思います。上手くいったらラッキー、と言った具合に考えるといいでしょう。 

 

一般知識(人文科学、自然科学、時事) 

完全にマスターしようと思うと膨大な時間がかかるため、時間を割きすぎるのは危ないとも感じましたが、個人的には時

間をある程度かけてもいい科目だと感じています。(筆者は数的処理で大コケをしたので一般科目に救われました。) 知識

系の科目を早く解けると文章理解や数的処理により時間をかけられます。 

問題集を繰り返し解く、日頃からニュースや関連事項に目を向けることが有効だと思います。 

憲法・民法・行政法の基本 3 科目を重点的に対策、選択科目は大学で選択していた科目を中心に選ぶと良いと思い

ます。1 つの参考書を丸暗記できるくらい読みました。(予備校の全ての講義を動画で 5 周聞きました。) 

憲法は条文が少ないからこそ、判例、学説の対比が重要だと感じました。 

民法は理論で理解すれば覚える負担が減ります。一度は丁寧に図を書きながら勉強すると良いと思います。 

行政法は判例を読み込んで覚えました。 

経済原論(ミクロ・マクロ経済学)、財政学は専門記述でも使うので、他の科目と比べて重点的に勉強していました。

勉強するスタンスとしては、グラフを自身で導出すること、計算の過程を言語化して説明できるようにすることを目

標に勉強すると力がつくでしょう。他の経済事情や統計・計量学、経営学は、直前の過去問演習で学習すれば充分合

格点は狙えると思います。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次試験対策 

教養科目 

 

専門科目 

 

法律区分 

 

 

 

 

経済区分 

 



 

科目を選ぶにあたり、択一や他の試験での該当科目である憲法・民法・行政法を選びました。勉強の初期はまず論点

の抽出、書き方を習得するところからはじめました。 

法律の記述は大まかな型が決まっているので、採点官にも読みやすい安心できる答案を書ける一歩となるよう意識し

ました。書き方を大体習得していたのでその後は厚めの問題集を使い、答案を全て書くのではなく、その問題が論点と

しているところを見抜くという練習が効率が良いと思います。 

また、一次試験を終えた後も択一の勉強の中で間違えた内容をもう一度ふりかえり知識の穴を埋めるようにしていま

した。 

経済学、財政学、経済事情は、基本的な知識を十分に理解して、説明出来るかどうかを問われています。１つのキー

ワード、単元を言われた時に、それらを自分で他人に分かりやすく説明出来るようにすることを目標にしてみて下さい。

イメージとしては、1 人で授業をする感覚で学習することを想像して頂ければ良いと思います。 

試験委員の先生の著書を読むことも１つの策ですが、先生が変わってしまった場合に対策することは困難なので、上

記の勉強法を中心に行うことをオススメします。 

公共政策を選ぶ方は、テーマが様々な分野から出題されているので、新聞やニュースで幅広い分野の情報を得ること

が対策になると思います。 

面接カードに沿って、受験者の経験を掘り下げながら、人柄や素質を見抜くコンピテンシー面接が行われます。例えば、

「学生時代に頑張ったこと」であれば、そこでどんな役割であったか、どんな工夫をしたのか、何を学んだのか、官僚にな

った際にどう生かすのかということが聞かれます。他には、「公務員・国家総合職を志望する理由」、「官僚に必要な力やそ

れを身につける方法」なども論理的に説明出来ることが求められます。 

対策としては、人に模擬面接をしてもらうことはもちろんですが、人の面接を見ることも重要だと考えます。面接官の立

場から、どのようなことを聞きたいか、どう伝わるのかということを学ぶことが出来るからです。民間企業を数社併願して、

面接の練習をするのも良いと思います。 

問題が 1 題と、参考資料が 3 つ与えられて、参考資料の 3 つのうち 1 つは英文で書かれています。 

解き方としては、参考資料の 3 つ全てからヒントを得て、お題に対する自身の考えを述べていくという流れになります。 

対策としては、普段から各分野のニュースに関心を持って、自分なりの考えや意見を持つことが一番だと思います。適当

にニュースのトピックから気になるものを選んで、自身の考えを実際に書いてまとめてみるということをしてみてはいかが

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門記述 

 

法律区分 

 

経済区分 

 

２次試験対策 

人事院面接 

 

政策論文 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No．２ 

 No．２ 

私が官庁訪問で重要だと感じた点は、体調管理と会話を楽しむという 2点です。朝から晩までの面

接が 2週間続くことは想像以上に体力を消耗しました。寝不足や栄養不足などで体調を崩しがちなの

で、適度に力を抜くタイミングを設けながら戦略的に訪問しましょう。実際第 2 クール 2日目に体調不

良で訪問できず、悔しい思いをしました。 

会話を楽しむ、ということは官庁訪問をネガティブに捉えないという事です。職員の方々はお忙しい

中時間を割いてくれています。一対一で政策や自分の考えについてお話できることは大変貴重な機

会です。 

事前準備をしっかりとして、あとは政策のプロとお話できる時間を充実したものにすれば、自ずと結果

がついてくると感じています。 

官庁訪問体験記＆アドバイス 

 官庁訪問 

内定者７人による官庁訪問体験記＆アドバイスと官庁訪問の１日をご紹介します！ 

 

Profile No.１ 

～健康に留意しつつ素直に会話を楽しみましょう～ 

第１クール  １日目：財務省本省 ２日目：会計検査院 ３日目：国税庁 

第２クール  １日目：財務省本省 ２日目：なし（風邪）３日目：財務省財務局 

第３クール  １日目：財務省本省 ２日目：財務省財務局 

官庁訪問の事前準備は重要です。ただ、それと同じくらい官庁訪問中の成長も重要であると思いま

す。官庁訪問の面接では自分の考えを伝えるだけでなく、逆質問を通して職員の方のお話を聞く機会

もたくさんあります。面接の度に、それを咀嚼・吸収して、自分の考えをブラッシュアップしていくことが

大切です。特に他省庁との比較の中で、自分の見解や志望動機を見つめ直すということは非常に効

果的なことだと思います。同じ政策課題でも、省庁によってその捉え方には大きく違いがあることを官

庁訪問を通して改めて感じました。それを踏まえて、自分はどの省庁をなぜ志望するのか考えること

で、官庁訪問中に志望動機がより明確なものに変わっていくはずです。官庁訪問は厳しいものではあり

ますが、その中で自分の成長を感じながら、ポジティブに頑張って下さい！応援しています。 

Profile No.２ 

～成長できる２週間、自信をもって！～ 

第１クール  １日目：厚生労働省  ２日目：総務省 ３日目：財務省財務局 

第２クール  １日目：厚生労働省  ２日目：総務省 ３日目：財務省財務局 

第３クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし 
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 No．２ 

Profile No.３ 

私が官庁訪問中に心がけていたことは２つあります。 

１つ目は己を知り、己を語れること。自分がどんな人間で、財務省財務局に入ってどのような貢献が

できるのかということを、自分の言葉で根気よく議論し続けたことが、内定を頂くに至った一つの要因で

はないかと思っています。 

２つ目は感謝の気持ちを忘れないということ。多忙の中面接をしていただいた職員の方々をはじめ、

自分の背中を後押してくれた家族や友人、パートナー、勤務先の上司・先輩など、多くの人々のお陰

で官庁訪問を迎えることができていることに感謝し、１回１回の面接に臨みました。 

以上ご参考になれば幸いです。皆様の成功をお祈りします。 
 

～己を知ることと感謝の気持ちを大切に～ 

第１クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし  ３日目：なし 

第２クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし  ３日目：なし 

第３クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし 

官庁訪問で常に考えさせられたことは、「これから日本が激動の時代を乗り越えていくにあたり、学

生時代の経験を通して培ってきた自らの強みを志望省庁でどう生かせるか？」ということでした。白書

や HP、説明会の配布資料を熟読し、日本が掲げる課題や政策への理解を深めるといった事前準備、

志望動機や面接を通して学んだことなどを自分の言葉で一生懸命表現しようとする熱意が、上記の

思考を深化させるのに必要な二大要素ではないかと、私は考えています。 

官庁訪問期間中は、精神的にも肉体的にも厳しいと感じることもあるかと思いますが、ぜひ自分自

身を成長させる場と位置づけ、ポジティブな思考で臨んでみてください。応援しています。 

Profile No.４ 

～成長の場、官庁訪問で求められる二大要素～ 

第１クール  １日目：財務省財務局 ２日目：財務省税関 

第２クール  １日目：財務省財務局 ２日目：民間企業の内定者懇親会（税関と重複）       

第３クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No．２ 

 No．２ 

印象に残っているエピソードがあります。官庁訪問の控室で仲良くなった女の子が、訪問先の政策

に関して参考になる本を教えてくれたことです。私はその本を週末に買って読みましたが、非常に読み

応えのある本でした。官庁訪問に来ていなければ、出会うことの無かった本かもしれません。 

私が伝えたいことは、官庁訪問は非常に多くの人（場合によっては本）と出会うことのできる素晴らし

い機会だということです。全国から集まったハイレベルな学生や、政策の最前線にいる職員の方と話

せる機会はそう多くはないと思います。熊本から来る上で迷いもありましたが、数々の出会いと学びを

得られたので、訪問中は結果がどうであれ遥々来て良かったと思っていました。ぜひ、この貴重な機

会を全力で自分のものにしてほしいです。少しでも多くのことを学ぼうとする姿勢・考える姿勢は、きっと

面接官にも伝わります。頑張ってください。 

Profile No.５ 

～貴重な機会を自分のものに～ 

第１クール  １日目：金融庁      ２日目：財務省財務局 ３日目：国税庁 

第２クール  １日目：なし        ２日目：財務省財務局 ３日目：国税庁 

第３クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし 

私は官庁訪問で、自身の考えを論理的に話すだけではなく、熱意を伝えることが重要であることを

学びました。上手くこなそうとしすぎて、面接官の方にそこの省庁でなければいけない理由、どんな活

躍をしたいのかという想いを伝えることに苦労しました。能力がどんなに高くても、絶対に入るという強い

意志がなければ、長く仕事を続けることや省庁のために全力を尽くすことは難しいと採用する側が判断

すると思います。 

また、どんなに論理的に説明しても現役の官僚相手に、完全に納得させることは至難の技だと考え

ます。面接官の方も、皆さんと同じ人間であり、熱意をしっかりと伝えれば響くことがあるので「Cool 

Head but Warm Heart」の精神で官庁訪問に臨みましょう。 

Profile No.６ 

～自身の熱意を伝えることの大切さ～ 

第１クール  １日目：総務省行政評価 ２日目：会計検査院 ３日目：財務省財務局 

第２クール  １日目：なし         ２日目：会計検査院 ３日目：財務省財務局 

第３クール  １日目：財務省財務局  ２日目：なし 
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官庁訪問では開き直ってありのままの自分を評価してもらうという気持ちが大切だと感じました。官

庁訪問は緊張したり不安になる場面の連続ですが、着飾ろうとせずに今まで自分のしてきたこと、考え

てきたことをしっかり伝えることを心掛けてみてください。自分が思うには、ある行動や決断をした理由と

なるような行動指針を言葉できちんと説明できることが重要であるように感じました。そして官庁訪問に

おいて何よりも重要なのが財務局に入って何がしたいのかということです。絶えず考え抜き自分の言葉

で何度も何度も熱く訴えてください。皆さんと一緒に働ける日を心待ちにしております。 

Profile No.７ 

～ありのままの自分で勝負を！～ 

第１クール  １日目：国税庁     ２日目：財務省財務局 ３日目：厚生労働省 

第２クール  １日目：国税庁     ２日目：財務省財務局 ３日目：厚生労働省 

第３クール  １日目：財務省財務局 ２日目：なし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官庁訪問の１日例 

9：00 待合室集合 

（第 1 クールのみ 08：30） 

受付名簿に名前を書いて、入口面接が始まるまで待機。情報交換や心の準備など、各自思い思いに過ごします。 

 

9：15 入口面接 

人事の方と軽い雑談を交えながら、他省庁の訪問状況や、原課面接でどのような話を聞きたいかなどの質問があり

ます。 

 

10：00～12：00 原課面接➀ 

面接する職員の方が、待合室まで迎えにきてくれることが多いです。呼ばれるタイミングは様々なので、面接の準備

を整えながら待機します。 

 

12：00～13：00 昼食 

食堂かコンビニで昼食をとります。夕方以降にお腹が空くこともあるので、軽食も買っておくと良いです。待合室での飲

食は自由にできます！ 

 

13：00～15：30 原課面接➁ 

面接カードの項目を軸としながら、多様な切り口から質問されます。どのような面接になるかは面接官次第ですが、

面接官の方との会話を楽しむ気持ちで臨んでみましょう。 

 

15：30～19：30 原課面接③ 

興味のある政策課題について自分の考えを問う質問や、それについて逆質問し職員の方の意見を聞ける機会もあり

ます。その中で、自分の考えをブラッシュアップしていくことが大切です。 

 

 

20：00～21：00 出口面接 

面接の感想、財務局の志望度などの質問のほか、その日の評価も告げられます。指摘された修正点を踏まえて、次

の訪問に生かしましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんの疑問に内定者がお答えします！ 

 
全受験生向け 

対策としては、自分が気になる省庁の政策や業務を調べること、自身が官僚としてその省庁に入ってどのように貢献したいか

を考えることに尽きると思います。したがって、日頃からニュースを見て各分野で気になることを見つけて、調べておくことを勧めま

す。なお、財務局は財務省の地方出先機関であることから、地域活性化・地方創生といった分野について、関心を高めておくこ

とも重要だと感じました。 

また、その考えが自分の中で確立したら、他人とお互いに考えをぶつけ合いましょう。話し合うことで、自身の考えに対する反

応、自身とは違う考えを学ぶことが出来ると思います。 

 Q＆A 

▶ Q1 官庁訪問対策は？ 

 

参加の有無は特に不利などとは感じませんでした。訪問前にパンフレットを読み、職員の方により詳しいお話を聞くなかで、自

分の興味関心が財務局の業務に繋がっていて志望度が高いことを伝えることができればいいのではないかと思います。 

▶ Q２ 説明会に行く回数が少ないと不利になる？ 

 

不利にはならないと思います。たしかに第 1 クールから訪問する方がより多くのお話を聞けたり志望度の高さを伝えることはでき

ますが、短い時間でより多くを吸収しようとする姿勢や財務局への熱意を見せることができればいいと思います。実際職員の

方々はフラットに接してくださいました。 

▶ Q３ 第１クール目 or初日から回らないと不利になる？ 

 

勉強以外のことにも一生懸命になることが重要だと思います。例えば、アルバイトやサークル活動などが挙げられます。勉強以

外のことは、本や講義を介して学ぶ間接的なものではなく、自分自身が直接何かを経験して学ぶことが多いです。その中で、考

える力、人をまとめる力、行動力などが求められ、自然とそれらの力を身につけようとします。その経験が内面的な成長を促し、あ

らゆる場面で役に立つと思うので、勉強以外のことにも目を向けることを勧めます。 

▶ Q４ 学生時代にやっておいた方がいいことは？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差を感じることはありませんでした。自分が今まで注力してきたことを理論的に説明して志望動機や興味のある分野を伝える

ことができれば問題無いと思います。 

官庁訪問が進むにつれて不安になって自信がなくなることもあると思いますが、最後まで諦めずに頑張ってください。 

▶ Q５ 性別、学歴、席次、区分は採用に関係ある？ 

 

院卒や既卒でも内定者が存在するので、不利になるということは無いと思います。ただ、大卒の受験者よりも専門的な知識

や高度な能力が求められるので、そこで差を付ける必要があると考えられます。 

したがって、大学院で学んだことや現職で培った経験を、財務局の業務にどう活かしていくのかということをしっかり考えた上で、

官庁訪問に臨むべきだと思います。 

▶ Q６ 院卒や既卒は不利になる？ 

 

きちんと食事をとること、待合室にいる時に他の受験者とコミュニケーションをとることを特に意識していました。官庁訪問はおお

よそ 2週間という長丁場となるので、ベストな状態で臨めるようなるべくいつもと同じようにきちんと食事をとることを心がけていまし

た。また、待合室にいる時間がどうしても長くなってしまうと思うので、その時間を活用して、緊張を解き、リラックスするためには同

じ境遇である他の受験者と会話をとることが有効であると感じました。 

▶ Q７ 官庁訪問中に意識していたことは？ 

 

財務局の志望者については、OB訪問をする必要はないと思います。説明会や座談会へ参加すると、疑問を解決する場が

設けられますし、終了後に人事の方と一対一で親身に相談にのってもらうこともできるからです。（実際に私もそうでした。）事

前に聞きたいことをまとめて、説明会で積極的に質問することで、財務局への理解を深められます。 

▶ Q８ OB 訪問は採用に関係ある？ 

 

まず、公務員、民間企業を問わず、併願先は正直に伝えるべきです。皆さんが問題意識を持ち、取り組みたいと考える仕事

は、財務局以外でも実現できる可能性があります。その場合、「どうしてその道を選ばなかったのか」、「選びつつもなぜ財務局の

方がより志望度が高いのか」、といった問いかけは財務局への志望理由を語るうえで必要な思考であり、面接官にとっても気に

なる点だからです。他の進路と比較した上で、財務局への志望はどういった理由なのかを頭の中で整理するとよいです。 

▶ Q９ 官庁訪問時に併願先を伝える際、注意していたことは？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数少ない説明会を有効に活用することが大切です。特に合同説明会のように 1日に複数の省庁の説明を聞ける場には積

極的に参加すべきです。 

ただ、地方出身者だから特別な対策が必要というわけではないですし、説明会への参加が少ないからといって不利に感じる

必要は全くありません。むしろ、地方出身だからこそ生まれる問題意識や志望動機があるはずです。それを自分の強みとして、

自信を持って官庁訪問に臨んで下さい！ 

▶ Q１１ 地方出身者はどのような官庁訪問対策をしたの？ 

 

慣れない土地で2週間生活することになるため、体調管理に十分注意すべきです。その点、宿選びがひとつ重要になります。

人事院が紹介するユースホステルやカプセルホテルは宿泊費を安く抑えることができる点では魅力的です。しかし、相部屋やカプ

セルホテルのような環境が得意でない人は、1人部屋でゆっくり休めるビジネスホテルを選ぶことをオススメします。 

また公共交通機関は、平日の朝ということもあり非常に混雑します。事前に乗り換えなどについて調べておくことはもちろん、当

日は時間に余裕を持って行動しましょう。 

▶ Q１２ 地方在住者が官庁訪問で注意すべきことは？ 

 

「面接で何を話すのか、聞きたいのか」ということを整理するために、白書、政策に関する本、パンフレットがオススメです。政策

についてまとめてある白書や本、業務について詳しく書かれているパンフレットは、職員の方とお話する際のネタになります。また、

面接のフィードバックや業務に関する知識を職員の方から聞いた後に、それらを書き記して自身の思考を整理するのに、ノートや

メモ帳があると良いと思います。 

最後に、官庁訪問はタフな日程となるので、心身両方のケアが必要です。体温調節のために扇子や冷たいタオル、疲れた時

に糖分を摂取するためのお菓子を持っていくことも大切です。 

▶ Q１０ 官庁訪問中の持ち物は？ 

 

地方出身者向け 

次の日に官庁訪問がある日は準備等を済ませたら早めに寝て、疲れが残らないように気をつけていました。休日は友人とご

飯に行ったり、電話をすることでリフレッシュをしていました。また、官庁訪問中に気になったことや不安になったことについて今一度

調べたり、考える時間も作るようにしていました。 

▶ Q１３ 地方在住者は官庁訪問中の宿泊や休日は何していた？ 

 



  

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

今こうして内定者パンフレットを作っている私たちですが、つい先日まで

は皆さんと同じ就活生でした。大きな不安を抱えながら各省庁のパンフレッ

トを手にしていたことを昨日のことのように覚えています。 

さて、皆さんは現在、自分と向き合い、悩みながら勉強や就職活動を日々

頑張っておられるかと思います。そんな皆さんへの応援の気持ちを込めて、

内定者全員でこのパンフレットを作成致しました。これからの公務員試験や

官庁訪問の一助となれば幸いです。また、このパンフレットを読んで下さっ

た皆さんが、財務省財務局総合職に興味を持ち、働きたいと思って下されば、

大変嬉しく思います。 

 最後に、この度のパンフレット作成にあたり、人事の皆様をはじめ本当に

多くの方々のご支援・ご協力を賜りました。この場をかりて、心からお礼申

し上げます。 

 

令和２年度 財務省財務局総合職内定者一同 

 




