
この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。このパンフレットを手にしているということは、多か
れ少なかれ国家総合職を目指す気持ちがあるのだろうと思い
ます。その気持ちに少しでもお力添えができるように、内定
者の目線から様々なことを書きました。ぜひ参考にしていた
だき、その志を確固たるものにしていただければと思います。
さらに、このパンフレットの中に散りばめられた「財務局総
合職として採用されるために必要なこと」を汲み取り、官庁
訪問などに活かしていただければ幸いです。

みなさまの就職活動が満足のいくものになること、また、
このパンフレットを読んだ時間が有意義なものになることを
祈っています。

【注意事項】

この冊子の文責は、令和３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
致します。
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自己紹介NO. 1

シンプルに忍耐強いです。また、
ただ耐え忍ぶだけでなく、苦境にあ
りながらその状況を楽しみ、突破口
を見出すよう努力してきました。

自転車部旅行班という部活に所属し、
日本のほぼ全国および海外（台湾、
ニュージーランド）を自転車で旅してき
ました。過酷な旅になることもありまし
たが、自分の足で見知らぬ土地へ向かう
楽しさにどっぷり浸かることができ、充
実した学生生活になりました。

賢く楽しく泥臭く（自分作）

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘
人事から
ひと言

志望動機

3

【性別】男

【年齢】２２歳

【出身】京都府

【大学】東京大学

【学部】文学部

【ゼミ】古代日本史

【趣味】自転車旅

【併願状況】民間企業

【試験区分】大卒・経済

【説明会の参加回数】１回

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

自転車旅行によって魅力ある地方が衰退しつつある現状を肌で感じ、こ
の状況に対して自己の利益にとらわれない公的な立場から何らかの働きか
けをしたいと思ったからです。

金融機関への就職活動を経て、お金の出し方・流れ方を通じてビジネ
ス、ひいては社会を俯瞰できるファイナンスという領域の面白さに気づ
き、財務・金融関連の役所に興味を持ちました。なかでも財務局総合職を
選んだのは、中央でできること、地方の現場でできることのどちらも幅広
く経験させてもらえるからです。

一貫して落ち着きがあり、面接では質問の趣旨をよく理解し、論理的か
つ丁寧に説明できていました。冷静で聡明な印象を受ける一方で、エピ
ソードからは行動力と熱さを感じました。



就職活動について

貪欲に物事を追求する人間、産みの苦しみに挑み続ける人間、勝負から逃
げない人間でありたいと思います。綺麗事に満足する人間ではないので、俗
な人間なりに地道に経験と知識を積み上げ、唯一無二の何かを得たいと思っ
ています。

欲張りですがもう一つ、根拠のない自信を持った人間でもありたいと思っ
ています。これは単純に、謙虚な人よりそういう人の方がなんだかんだ人生
うまいこといっているような気がするからです。

自分の頭で考え、自分の言葉で説明することに関しては不断の努力
を重ねてください。面接で前提として求められるのはこの部分の精緻
さと納得感であり、民間企業でも官庁でも重視されているような気が
します。あれこれ試してみる必要がありますし、結局これくらいしか
できる準備もないので粘り強くやりましょう。

もう一つは就職活動に限りませんが、開き直ることは大事です。こ
れは諦めるということではなく、時間をかけていろいろやった結果と
してもうこうするしかないだろうと思えるようになるということで
す。この段階の精神の落ち着きはあなたのパフォーマンスを最大化し
てくれるでしょう。

あまり意気込まず、程よく手を抜きながら頑張ってください！

失敗談

成功談

民間企業の就職活動をそれなりにやったことです。様々な企業
の人の話を聞いていくなかで自分に合いそうな仕事、合わなそう
な仕事を自分なりに考えることができ、また社員の方々と話すな
かで自分の考えを自分の言葉で語る経験を多少は得ることができ
ました。

自分の将来のことについて真剣に考え始めたのが遅かったこと
です。どうしても悩む時間が必要なことだと思うので、慌てて進
路を考える必要がないよう早めにあれこれ検討しておいた方がい
いのかもしれません。

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ

4



NO. ２

人事から
ひと言

志望動機

5

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】男

【年齢】２２歳

【出身】石川県

【大学】立命館大学

【学部】経済学部

【ゼミ】マクロ経済

【趣味】野球、バレー

【併願状況】財務専門官、
民間企業

【試験区分】大卒・経済

【説明会の参加回数】５回

何が必要か見極めて、主体的に行動する
ことが強みです。公務員志望者向けのES
添削会や面接練習会を企画しました。同じ
公務員を目指す仲間同士の情報交換の場と
して、また、勉強に向かう気力の維持のた
め、オンラインの定例会を開催しました。
来年受験の後輩には、学校と連携して懇談
会を開き、コロナ禍での就活のアドバイス
をしています。

大学１年生の夏から２年間、公認会計士
を目指し勉強していました。勉強仲間と一
緒に琵琶湖に出かけたり、レジャー施設に
行くことで体を動かして気分転換してまし
た。

野球サークルに所属しており、勉強の合
間を縫っては、試合に参加していました。

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘

書を捨てよ、町へ出よう

明朗で人当たりがよく、コミュニケーション能力の高さを感じました。

面接では、相手の話に熱心に耳を傾けながら、自分の考えもうまく表現
でき、真面目さや努力家の面がよく伝わってきました。

私は、国家公務員の勉強と並行して民間の就職活動も行っていました。そ
こで感じたのは、国家公務員であれば、長期的な視点に立ち、企業の経済合
理的な行動から生じるマイナス面をカバーすることができることです。その
役割は多大な責任を伴いますが、国家公務員にしかできない仕事であり、そ
こに大きな魅力を感じ、最終的にこちらを選ぶことにしました。

私は、地方に貢献したいという強い思いがありました。財務局では、中央
で培った経験を地方へ出向するときに還元することができます。財務局の仕
事は多岐にわたり、独自のキャリアを積むことができるのが魅力に感じまし
た。

自己紹介



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ

6

就職活動で民間の就職活動や他省庁の説明会に参加したことです。
それらに参加することで、自分の視野を広げる機会になり、仕事を通
じて実現していきたいことを明確にすることができました。インター
ンシップでは、即席のチームでの活動や面接の経験を積むことで、自
分を深堀りする機会になりました。

WEB面接での失敗です。回線の弱い状況で面接を開始してしまっ
たため、面接途中で落ちてしまうことがありました。Wi-Fi環境や、

端末の処理速度など最適な環境を用意することをお勧めします。初
めての面接で回線が落ちたときには本当に焦りました。

「これは負けない」という強みをつくれ

これは、官庁訪問でとある先輩職員に言われた言葉です。その強みは、独自の
キャリアを築く上で必要になると仰っていました。省内での自分の強みを早期
発見し、伸ばしていきたいです。

プライベートでは、野球やバレーを続けたいと思っています。仕事の充実が

プライベートの充実を導き、プライベートの充実が仕事の充実を導くといった
好循環を作り、人生を余すことなく謳歌できるようにしていきたいです。

「自分が何を成し遂げたいのか」「将来自分はどんな姿になっていたいの
か」という問いを、この一年で嫌になるほど考えることになると思います。

悩み抜いて出したその答えが、大きな一歩になります。

星の数ほどある就職先の中で、少しでも財務省財務局に興味を持ったので
あれば、なにかしらの想いがあるはずです。その想いと自分の出した答えが
合致する方は、是非財務省財務局の門を叩いて下さい。答えを実現できるポ
ジションが必ずあるはずです。

官庁訪問では、事前準備をしっかりして、会話を楽しむことがとても重要
です。

就職活動頑張ってください！応援しています！



NO. ３

人事から
ひと言

志望動機

7

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】女

【年齢】２２歳

【出身】滋賀県

【大学】京都大学

【学部】総合人間学部

【ゼミ】認知言語学

【趣味】映画鑑賞

【併願状況】民間、国立国
会図書館

【試験区分】大卒・教養

【説明会の参加回数】０回

私は、積極的に周囲との対話を通じた
課題の解決をはかります。何事も真摯に
取り組むことを心がけており、その姿勢
が周囲との信頼関係を強固なものにして
いると実感しています。

アルバイトやサークル活動にも力を入
れていました。特に３年生の夏休みはイ
ンターンシップやサークルの合宿や演奏
会、教養区分の試験勉強と忙しいけれど
充実した日々を過ごしていました。

人事を尽くして天命を待つ

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘

受け答えがハキハキと明瞭で、芯の強さと誠実さが感じられました。
よく準備していると同時に、意外な質問に対しても、真摯に懸命に向
き合う姿勢や、そのまっすぐな人柄に信頼感を抱きました。

私は様々なバックグラウンドを持つ国民が平等に機会を持つことが出来る
社会を設計し、維持することに寄与するため、国家公務員を志望しました。

働く省庁によって、課題解決のために使えるツールは異なります。財務局
では問題解決のためのツールが財政、金融を軸に幅広い分野に跨っています。
そのため、目の前の課題に対して取れるアプローチも多いことが魅力的でし
た。

自己紹介



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ

8

大学２年生頃から就職活動のイベントや説明会などに行き始めたこ
とです。社会人の方と仕事について話が出来る機会はとても貴重で、
その全てが新しい発見の連続でした。職種問わず、積極的に参加して
みてください。

３年生になってからは参加するイベントを絞ったため、財務局を視野
に入れたのが官庁訪問のかなり直前になってしまったことです。情報が
ほとんどないまま官庁訪問に臨むことになりました。絞り込みすぎず、
幅広く情報を収集すべきでした。また、人事の方や職員の方に連絡先を
頂いた際、こちらから連絡をすることはハードルが高いと感じがちです
が、積極的に質問などしてみてください。気さくに答えて下さる方がほ
とんどです。

人の役に立つことがしたいという意識が私の中にはずっとあります。

国家公務員の仕事は、まさに国民の生活と直結するようなものばかりで、
責任は重いですが、やりがいのある仕事だと思います。自分の仕事に誇りを
もって、生き生きと働く大人になりたいです。

また、就職活動を通じて自らの未熟さを実感したので、毎日学ぶ心を忘れ
ずに成長していける大人でありたいです。

就職活動では、かなり自分自身の深いところと向き合わねばならないこと
が何度もあります。ときにはそれが辛くなることもありますが、そうして自
分と向き合った結果、本当に自分のやりたいことが見つかるのだと思います。
その答えに確固たる正解はないので、自分なりの答えを求めてください。

また、人とのつながりを大切にしてください。私自身、コロナ禍での就職
活動中は実家の家族以外と話す時間が取れず、視野が狭まりがちでした。
様々な立場の人との関わりは、自分の視野を広げる一助となるので、積極的
に交流を持ってみてください。



NO. ４

人事から
ひと言

志望動機

9

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】男

【年齢】２２歳

【出身】岩手県

【大学】大阪大学

【学部】文学部

【ゼミ】日本史学専修

【趣味】散歩

【併願状況】国家一般職、
岩手県庁、その他民間４社

【試験区分】大卒・経済

【説明会の参加回数】２回

私の強みは、人の話を聞いて共感で
きることです。塾を経営するNPO法人

で学習支援活動をしていましたが、悩
みを抱えた生徒に親身に寄り添い続け
ました。

大学では、スポーツチャンバラ部に
所属していました。ルールがシンプル
であるがゆえに、多様なスタイルがあ
り、私自身自分なりの戦い方を見出そ
うと日々鍛錬していました。

焦らず 腐らず 諦めず

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘

快活でおおらかな人柄から、厳しい局面でも折れない強さと柔軟性
を感じました。面接では、相手の目を見て話し、難しい質問にもその
場で考え、自分の意見をまとめることができていました。

私は、社会を長期的持続的に発展させるような職に就きたいと考えてい
ました。様々な部署で経験を積みながら公益のために尽力できるという点
から公務員が私の志向性に合致していると考えました。

財務局の魅力は、本省と地方財務局を行き来するキャリアパスであると
考えています。現場経験を積み、そこで得た知見を本省勤務の際に役立て
ようと考え、財務局を志望しました。

自己紹介



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ

10

受験したい企業や公務員志望を受験前年の１２月の段階で決められ
ていたことは良かったと思います。それに向けて、どう動けばいいか
というのがイメージできました。

緊急事態宣言が出た４月から解除された５月下旬まで、WEB小説

や漫画やアニメばかり見ていて、あまり勉強しなかったのは良くな
かったと思います。

勤勉に働けるような大人になりたいです。試験直前に慌てて勉強するよう
な行き当たりばったりな生き方はしないようにしていきたいと思います。
日々の生活をしっかりして、仕事もプライベ－トでも、何か目的や目標を
持っていきたいです。そして、タスクに優先順位をつけて、メリハリのある
職員として、財務省に貢献できるようになりたいと思います。

様々な企業や官庁に行くことをお勧めします。就職活動とは、ゼロコスト
で様々な職場でそこの業務を知る機会であると思います。そうした出会いを
たくさんしていくことで、真に自分がやりたいことを見つけることになり、
最終的に採用面接で上手くマッチングすることに繋がっていくと思います。



NO. ５

人事から
ひと言

志望動機

11

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】女

【年齢】２５歳

【出身】長崎

【大学】東京大学大学院

【学部】公共政策

【ゼミ】国際法、離島、政
治哲学、世論調査等、色々

【趣味】ヨガ、読書

【併願状況】なし

【試験区分】行政

【説明会の参加回数】０回

関心の幅が広く、行動力を生かして、
１人で色んな所に飛び込んでしまうタ
イプ。真面目で責任感が強い所も。

勉強しながら、塾や歯科医院でバイ
ト。豪州や米国へ短期留学に行ったり、
省庁や議員事務所でインターンシップ
も。友人とキャンプやスカイダイビン
グやバンジージャンプにも。

臥薪嘗胆、自分を信じる

自己アピール

座右の銘

自然体で正直な人柄に好感が持てました。面接でも堅くならず、会話
を楽しむようにスムーズに受け答えができていました。

また、相手の意図をくみ取るのが早く、優れた対話力を感じました。

幼少期から格差や貧困問題に関心があり、そういった構造的な問題を扱
えるのは民間よりは公務員かと思い、またそこで働く人たちとなんとなく
フィーリングが合ったからです。

ご縁があったからです。面接前日までは財務局の存在を知りませんでし
たが、フィールドが広い点や、説明会や事前面談会に参加していなくても
チャンスがある所がフェアだと思い、ここだと確信しました。

自己紹介

学生時代の過ごし方



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ
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普通より長めに就活をし、民間も博士課程も考慮した上で
出した答えなので、ちょっとやそっとでは公務員に対する迷
いは生じないのではないかと思っています。

令和２年の就活はイレギュラーなやり方で、情報がうまく
キャッチできず、チャンスを逃すことがありましたが、なん
だかんだ結果オーライです。

色々な人や環境や出来事と出会う中で、知らなかった自分の可能性に気
が付いたり、人との関係性が様々に変わる中で、仕事においても私生活に
おいてもより良いものを生み出していきたいです。

そして何よりも、健康で長生きしたいです。できれば１０６歳まで。

また何歳になっても、世の中の変化や自然の壮大さや人類の歩みに思い
を巡らせ、心躍らせていたいです。

就活は大変で、慣れないことも理不尽なこともあるとは思いますが、い
つまでも続けられるわけではないので、せっかくなので、新しい自分を見
つけてみたり、自分の限界に挑戦したりして、捉え方を変えてみてくださ
い。ありのままの自分でいた方が、長期的には採用側にとっても自分に
とっても良いことだと思います。

財務局にご縁があってもなくても、どこに決まっても、むしろそこから
があなたのスタートであり、見せ場なので、焦って他人と比べたりせず、
今の自分を信じてください。



NO. ６

人事から
ひと言

志望動機

13

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】男

【年齢】２１歳

【出身】埼玉県

【大学】中央大学

【学部】法学部

【ゼミ】民法

【趣味】国内旅行

【併願状況】埼玉県庁

【試験区分】大卒・法律

【説明会の参加回数】５回

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘

やりたいことを自分で見つけ出し、
実際に計画して実行までもっていくこ
とが得意です。これまでにも、農業研
修や語学留学などに参加しました。

長期休みに１回は旅行に行っていま
した。その中でも印象に残っているの
が、北海道への旅行です。知床で見た
流氷はとてもきれいで今でもはっきり
と覚えています。

地道にコツコツと

幅広い分野へ関心を示し、官庁訪問にもイキイキと楽しそうに取り組ん
でいた印象です。物事を深堀して考えることや、広く知識を得ることに対
する意欲、積極性が強く感じられました。

東日本大震災の被災地を訪れて、地域の復興・発展に携わりたいと
考えたからです。その中でも、複数の地域に関わることのできる国家
公務員に魅力を覚えました。

財務局の業務では、影響力の大きい財政・金融という側面から地域
に関わっていくことが出来るからです。また、幅広いキャリアパスも
財務局を選ぶ際の大きなポイントでした。

自己紹介



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ
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初めから分野を絞るのではなく様々な職種を見ていたため、
最終的に迷うことなく公務員の道に進むことを決断すること
が出来ました。先入観を捨てて色々な職種・会社を見ておく
ことが、選択肢を広げるチャンスになります。

幅広く見ていたゆえに、公務員試験の勉強時間を確保する
ことに非常に苦労しました。隙間時間の有効活用や、やるこ
とを絞って勉強に取り組んだため、何とか乗りきることが出
来ました。

仕事も私生活もどちらもより良くなるよう、追求し続けられる大人
になりたいです。置かれている状況に満足することなく、日々改善で
きないか試行錯誤していきます。そのためにも若いうちにできるだけ
多くの経験を積んで、成長していきたいと思います。

今年は例年と異なることも多く、振り返ってみるととても大変な
就職活動でした。そのような中で一番大切だと感じたことは、あき
らめずに最後までやり抜くということです。そうすれば自然と結果
はついてくると思います。

人生の大きな選択の時となる就職活動、ぜひ悔いの無いように全
力で取り組んでほしいと思います。皆さんを財務局でお待ちしてい
ます。



NO. ７

人事から
ひと言

志望動機

15

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】男

【年齢】２３歳

【出身】佐賀県

【大学】東京大学

【学部】文学部

【ゼミ】日本史学近代史ゼミ

【趣味】スポーツ観戦
（主に野球、サッカー）

【併願状況】民間企業

【試験区分】大卒・経済

【説明会の参加回数】０回

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘

初対面の人とでも物怖じせず話すこ
とのできるコミュニケーション能力に
は自信があります。

高校生の時からやりたかった野球を
サークルで週３練習する学生生活でした。
積極的に参加していたこともあり、サー
クルを中心となって運営していく中で、
人をまとめ、動かすことの難しさと楽し
さを感じることができました。

学業においても、２つのゼミに所属し、
学問の難しさを感じました。学業、遊び
共に充実した学生生活を送ることができ
たと思います。

和而不同

立ち居振る舞いが堂々としており、緊張感のある場面でも安定感があり
ました。また、質問に対する反応が早く、かつ考えがよく整理されている
ことから、論理的思考力の高さが伺えました。

我が国の、他国と比べて生活しやすい環境、安全に暮らしていける
環境をただ享受するだけではなく、その環境を維持、発展させるため
にトップレベルで仕事をしたいと考えたため。

国の根幹である財政について、本省と同等に関わる業務ができ、か
つ、より現場に近いところでトップとして関わり、国と地方の両方の
立場に立って、幅広い分野に関わることができる仕事ができる財務局
で仕事がしたいと考えたため。

自己紹介



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ
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国家総合職を目指すと早い段階から決め、ブレずに続けることができ
たのは成功だと思います。各省の夏インターンやワークショップに参加
し、同じ国家総合職を志す人たちと人間関係を築くことができたことも、
現在の状況に繋がっていると思います。

今回は試験が延期となったこともあり、民間企業も受けることにして
いました。しかし、民間企業インターン参加組との差は大きく、苦戦し
ました。その年の就活状況がどうなるのかわからないので、取れる手は
全て打っておくべきだと痛感しました。公務員の方に関しては、OBOG訪
問などできることをしておけば、実際の官庁訪問前により多くの情報を
手に入れることができ、楽になっていたのではないかと感じました。

私の人間性を評価していただいたため、無事財務省財務局で働くこ
とができますが、成長なくしては採用まで関わっていただいた方々を
裏切ることになります。国家総合職として、人を動かすだけではなく、
「この人のためなら」と自発的に動いてもらえるような大人になるこ
とを成長の目標として、常にアップデートを求めるような大人になり
たいです。

試験勉強、官庁訪問対策などで忙しい中、この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。情報は多ければ多いだけ有利
だと思いますので、自分のできる限りの力を使って情報を集めてみて
ください。そのプロセスは試験、その後の官庁訪問にも必ずいきてき
ます。時には休息を取りながら、スイッチのオンオフのある生活をお
くってください。みなさまと内定式で出会えることを楽しみにしてい
ます。



NO. ８

人事から
ひと言

志望動機

17

なぜ公務員なの？

なぜ財務局なの？

【性別】女

【年齢】２１歳

【出身】香川県

【大学】立命館大学

【学部】経済学部

【ゼミ】社会経済学

【趣味】食べることと料理

【併願状況】香川県庁、国
家一般職、民間企業

【試験区分】大卒・経済

【説明会の参加回数】１回

自己アピール

学生時代の過ごし方

座右の銘

私は周りをよく観察し、相手の気持
ちをくみ取りながら行動することがで
きます。グループ活動の際にはいつも
取りまとめ役となることが多く、相手
の意見を引き出すようにしていました。

学生時代は、２つのアルバイトやゼ
ミ、サークル、日本酒メーカーとの産
学連携プロジェクトなど色々なことを
行いました。またその他にも旅行やグ
ルメ巡りなど趣味も楽しみ、とにかく
予定を詰め込んでいました。

笑う門には福来る

礼儀正しく、基本的なマナーが身についており、丁寧な振る舞いに好感が
持てました。同時に、アピール力やチャレンジ精神も垣間見え、その素直さ
と相まって、官庁訪問を通じた成長がありました。

父が中小企業の経営を行っており、企業に対して支援を行い地域経済を
活性化させたいという思いがあったからです。企業が成長していくために
は、資金だけではなくそれ以上に今後の企業の成長につながるシステム、
政策が必要であると感じ、政策や体制づくりに関わることができる公務員
を志望しました。

財政と金融に関する政策を通じて国と地域の両方の観点から地域の活性
化にアプローチすることができるからです。また、財務局はキャリアパス
が様々であり、幅広い業務を行える点が魅力的に感じました。

自己紹介



就職活動について

失敗談

成功談

どんな大人になりたいか

財務局を受ける方へメッセージ
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色々な説明会やインターンに参加して、自分のやりたいこと（就
活の軸）を決めると良いと思います。また、私はOBOGや教授、リク

ルーターなど色々な人にエントリーシートや面接を見てもらいまし
た。一人だけではなく色々な人からアドバイスをもらうといいと思
います。

勉強を始める時期が遅かったと思います。２月３月になってくる
と、民間の就活も始まり、勉強の時間を確保することが難しくなり
ました。エントリーシートや面接対策は時間がかかるので、早めの
うちに取り組むことをおススメします。

常に向上心を忘れず勉強し続ける大人になりたいです。色々なこと
に興味を持ち、常に勉強する姿勢を持って仕事をしていきたいです。

また、座右の銘に「笑う門には福来る」と書いたように、常に笑顔
で過ごしていきたいと思います。笑顔で過ごすことで自分自身が幸せ
になるだけでなく、人をひきつけ、周囲の気分も良くすることができ
ると思います。どんな時も楽しむことを心がけていきたいです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。例年と違う環境
の中での勉強や官庁訪問対策はとても大変だと思います。そんな中で、
勉強や就職活動を楽しむように心がけてみてください。こんなにたく
さんのことを勉強して、たくさんの企業や省庁の人と話す機会は今し
かできないことだと思います。勉強を続けることは大変だと思います
が、頑張ったら必ず成果がついてくると思います。
皆さんに会えることを楽しみにしています！



内定者座談会

【司会者】
本日はお集まりいただきありがとうございます。

今回は４人の内定者の方からお話を伺っていきたい
と思います。よろしくお願いします。

早速質問ですが、財務省財務局にたどり着いた経緯
と他に迷った省庁があれば教えてください。

【Aくん】

私は、１２月の人事院主催の公務員研究セミナーに参
加したのがきっかけです。そこから業務内容に関心を持
つようになり、官庁訪問に行くことを決意しました。
他に迷ったところは、総務省自治分野と農林水産省です。

官庁訪問を経て多様なキャリアパスに惹かれ、ご縁が
あったので財務局に入ることに決めました。

【Dさん】

私の場合面接まで財務局の存在を知らなかったのです
が、本省の官庁訪問にて財務局を紹介されました。官庁
訪問でお話を伺う中で、本省の仕事も財務局ならではの
仕事もできて業務に幅があることに魅力を覚え、財務局
を選択しました。

【Bくん】
私もDさんと同様に本省を訪問している際に勧められ

て財務局を訪問しました。官庁訪問を通して、自分の志
望動機と財務局の仕事がマッチしているとより思うよう
になりました。

19

参加者：A、B、C、D、司会者



【司会者】

なるほど。皆さんそれぞれの経緯で官庁訪問に行か
れたようですが、官庁訪問を通して印象に残っている
面白かった話はありますか？

【Aくん】

僕が聞くことの出来た話の中では、職員に求められ
ることはやはり体力だとのお話があり、とても印象に
残っています。

【Dさん】

私は公務員の志望動機や現状の問題意識などをどん
どん深堀されていったのが印象的で、少し焦ったのを
覚えています。財務省では珍しいパッション系の人で
職員の多様さを感じました。

【Cさん】
私もAくんと同じような話ですが、国家公務員として

の役割を深く考えさせられる話がありました。

また、財務局総合職は課題解決のためバリバリ働き
つつマネージメントも必要になり、特に地方の財務局
に行けばより多くの部下を束ねることになるのでその
覚悟を問われました。心構えが必要であるということ
を学んだ面談でした。

【Bくん】

面談全体を通してなのですが、職員それぞれが自分
の仕事に関して細かくしっかりと説明されていた印象
です。自分たちしかその仕事ができないという気概を
持って働いていて、自分もそれが必要であるというこ
とを意識する契機になりました。

また理財局の職員の方のお話のなかで、専門性のあ
る他省に対して自分の考える正論をぶつけていくこと
が財務省の職員として求められているということを感
じました。

20
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【司会者】
なるほど、ありがとうございます。

ここでテーマが少し変わるのですが、公務員・民間企業問
わず就職活動に関して何か後悔していることはありますか？

【Aくん】

民間企業の３月のエントリー開始の時期までにエントリー
シートのテンプレを準備しておらず、エントリー開始後から
一気に準備したのでとても大変でした。

２月くらいまでに準備しておけばよかったと思います。

【Bくん】

私は、自分の興味のある分野以外にもしっかりと見ておく
べきだったということです。

公務員第一志望ではあったけれど、民間企業のインターン
などにも参加して準備をしておくべきだったと思います。

公務員試験には落ちるリスクもあるので、その点からも、
民間企業への応募の準備は大切です。

【Cさん】
Bくんの言うように、最初から絞りこみすぎない方が良い

と感じました。

公務員との併願の場合、民間は絞って活動したほうが両立
はしやすいです。しかし、自分の就活の軸が出来ていないう
ちから絞り込むと、志望動機を深く掘られたときに詰まって
しまうという経験がありました。

もっといろいろな人の話を聞いたうえで、自己分析やその
先の絞り込みを行っていくべきだったと思います。

【Dさん】

今年は例年と異なり事前面談会があったので、そこに参加
していればもう少し選択肢の幅が広がったかもしれないとい
う思いはあります。
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【司会者】

皆さんそれぞれに後悔していることがあったんですね。
それでは最後の質問をさせていただきます。これから国家
公務員、財務局を志す受験者に向けてアドバイスをお願い
します！

【Bくん】

できる限り興味のある省庁の説明会やイベントに参加す
ることだと思います。業務内容の理解を深めることができ
るし職員の方との交流もできるのでお勧めします。

財務局の場合は説明会に参加していなくても、官庁訪問
を通して財務局を理解できる機会があるのであまり気にし
なくて大丈夫です。

【Aくん】
志望動機と自己PR などの基本事項は出来る限り早めに

準備しておいた方が良いです。完全な形でなくてもいいか
ら用意しておいて、３月に慌てるようなことは避けた方が
良いと思います。

【Bくん】

もっと専門試験の勉強をしておくべきでした。かなりぎ
りぎりの点数だったので…。

【Dさん】
ぎりぎりだと不安ですよね…。でも官庁訪問では国家公

務員試験の席次は関係ないので、最低限合格できる力があ
ればいいのではないかと思います！

【司会者】
皆さん本日は貴重なお話をありがとうございました。

ここまで読んでくださった受験者の皆さん、楽しんでいた
だけましたか？

本日の座談会を参考にして頂いて、官庁訪問の際に財務
局に来ていただければと思います。

皆さんをお待ちしております！



財務局の内定者の体験談や
アドバイスをまとめました！

〇試験対策について

【受験区分】経済５人、法律１人、教養１人、院卒行政１人
【勉強方法】予備校４人、大学の公務員講座２人、独学２人

公務員試験対策

5人1人

1人

1人

受験区分の内訳

経済区分 法律区分

教養区分 院卒行政

4人

2人

2人

勉強方法の内訳

予備校 大学の公務員講座 独学

〇私の受験体験談

※前提

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、例年とは異なる
スケジュールで試験が行われました。まず、４月下旬に行われる
はずだった試験は、２度の延期の末、７月５日に一次試験（大学
法人試験と同日）、７月２６日に二次試験（都庁試験と同日）が
実施されました。その一次と二次の前後に官庁訪問が実施されま
した。そして、官庁訪問後の８月上旬に人事院の人物試験があ
り、お盆後に最終合格が決まるという流れでした。こうした経緯
を踏まえた上で、これから共有する受験対策等、経験談を参考に
して頂きたいと思います。
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＜全体戦略＞
試験の席次が選考に影響するのではないかという話も聞きます

が、今年は官庁訪問終了後に総合職試験の最終合格発表という
スケジュールになったこともあり、私自身、やはり席次は関係
ないと感じました。したがって、ここからご紹介する内容は、
上位合格よりも、「如何に効率よく合格水準にたどり着くか」
という方法に主眼を置いています。

私がまず取り組んだことは、過去問を１年分解いて自分の現
状を知ることです。そして、総合職の最終合格点を算出できる
ＷＥＢサイトを利用して、合格点に達するために、どの試験や
科目で何点稼ぐべきか、あるいは何問正答できればよいかを把
握しました。

私（経済区分）の場合、２次試験の政策論文と専門記述で平
均値、人物試験ではC、英語試験で２５点とることを前提とし
て、残りの点数を一次試験で稼ぐという目算を立てました。

自分なりに、通っていた予備校の情報や例年の傾向から、一
次試験では教養１８～１９/４０問、専門１８～１９/４０問を
正答できれば合格水準に達するだろうと予測を立てました。
そこで、

教養２２/４０問

（内訳：国語３問、英語４問、数的処理３問、資料解釈２問、
知識６問、＋α）、
専門２２/４０問

（内訳：ミクロ３問、マクロ４問、財政学３問、経済事情３
問、統計学０問、経済史１問、憲法２問、経営学２問、＋α）
を目指して勉強することにしました。

なぜこの正答数（教養、専門ともに２２問）を設定したかと
いうと、１８問を確実に正答する場合、最終的には、その１８
問に残りの２２問×１/５選択肢＝約４問（期待値）を加算した

問数は正答できる可能性が高いと考えたからです。１８問は確
実に正答することを前提に、運よく正答できる期待値を見込ん
で、目標正答数を２２問としたのです。

ちなみに、私の場合、わからない問題については、自信を
持って解答した問題では選択した回数が最も少ない番号に固め
てマークするようにしていました。



【1次試験】
●教養科目
数的処理は、基本的に全問処理はできないので、自分が

正解できそうな問題を見極める必要があります。前述の戦
略上、数的処理は１４問中３問正解出来ればいいので、対
策はあまりやりませんでした。

文章理解・資料解釈は毎日過去問各１問解いて設定した
時間内で処理できるように勉強しました。

時事・社会科学では４問、思想・日本史では２問正解で
きるように知識を詰め込みました。私の場合、思想・日本
史は対策なしでいけると踏んだので、特に特別な対策はし
ませんでしたが、時事は、予備校のテキストと速攻の時事
で対策をしました。

●専門科目
【法律区分】

特に重点的に対策したのは、憲法・民法・行政法の３科
目です。憲法は、基本的な問題から重箱の隅をつつくよう
な問題まで様々で、安定して得点するのが難しい科目でし
た。そのため、細かいところまで確実に知識を固める必要
があると思いました。民法は、一見難しそうだけど基本的
な知識があれば解ける問題が多いと感じました。そのた
め、民法は暗記ではなく、理解することによって得点を伸
ばせる科目であると思います。行政法は、総合職特有の問
題が多いように感じました。（他の科目はもちろんです
が、）行政法は特に、総合職の過去問を解くべきだと思い
ます。

選択科目は、大学で勉強していた科目を中心に選ぶとい
いと思います。法学部出身ではない方や他の公務員試験を
併願受験する方であれば、経済・財政学を選択することを
おすすめしたいです。法律区分の経済系科目は、経済区分
で出るような難易度の高い問題ではないため、経済に苦手
意識を持っていなければ、法律科目以上に得点源になると
思います。
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【経済区分】

基本、予備校の授業を聞いた上で予備校の実践問題集や過去
問を解きまくりました。大体の科目は、過去問直近５～７年分
を３周以上しました。国家総合職試験経済区分の特徴として、
ミクロマクロの難易度が他の試験より高いため、国家一般職試
験・地方上級試験の延長では太刀打ちできないと思います。な
ので、しっかりと国総の過去問を解くことをおすすめします。

個人的な意見ですが、統計学は、私は軽く対策をしました
が、しなくても試験の合否にはあまり影響しないと思います。

さらに、試験前１～２ヶ月前に、「たかが３問しか出ない民
法のために」みたいな気持ちでいる方は、民法対策を残りの時
間でするよりも、経済史を選択するなど、効率よく自分が解け
るようになりそうな分野を対策することをおすすめします。

【2次試験】
●専門記述
今年は実施されませんでしたが、例年は実施されている試験

なので、昨年の内定者パンフレットに先輩方が書かれていた内
容を引用させていただきます。以下、昨年度の内定者パンフ
レットの引用です。

【法律区分】（令和２年度内定者パンフレットより引用）

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良い方法だと思います。

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
容も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。
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【経済区分】（令和２年度内定者パンフレットより引用）

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、説明でき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
説明でき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でぃて
頂ければ良いと思います。

試験委員の先生の著書を読むのも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おすすめします。

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。

●人事院面接
私の場合、１度予備校の先生とロールプレイをしました。

本番では、基本的に面接カードに沿ったことを３人の面接官
に聞かれます。仮にそれに沿わないことを聞かれて答えられな
かったとしても、恐らく評価にはさほど変動が出なかったので
はないかと個人的には思います。民間就活を経験していると、
面接の雰囲気にはなれることができると思います。場慣れする
ためにも、数社面接を受けに行くことはいいと思います。その
際、おすすめするのは、面接形式が堅めの企業です。最近は、
喫茶店でトークするような企業も出てきていて、そういう企業
の面接は人事院面接とは馴染まないと感じました。
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官庁訪問
官庁訪問とは

国家公務員総合職として採用されるため、二次試験に合
格した後は「官庁訪問」という過程に進みます。人事院が
定めたルールに則り、受験者は志望する省庁を期間内に訪
問し、各省庁の選考過程に進みます。官庁訪問は、各省庁
の採用プロセスであると同時に、各省庁との相性を確かめ
る重要な機会です。現役職員の方々のお話を聞いたり、省
庁への熱意をぶつけたりしながら、自分はどの省庁をなぜ
志望するのかを明確にし、自分の成し遂げたいことを伝え
ましょう。

官庁訪問の良かった点

◎ 待合室で他の受験者と仲良くなり、受験者みんなで
戦っている連帯感が心の支えになった。

◎ 官庁訪問後にプロセスを振り返ったとき、自分が成長
したことを感じ自信になった。

◎ 官庁訪問を経て、私はこの人たちとここで働くぞと心
の底から思う事が出来た。

官庁訪問のアドバイス

✔ インプットやアウトプットを書き留めるために、専用
のメモ帳を用意すること。（やっている人多かったです）

✔ 財務省３階の食堂は量が結構多い。緊張で食欲が湧か
ない人はコンビニへ。

✔ 会話を楽しみ、自分の考えを述べて、フィードバック
をもらう経験をたくさんすること。

✔ 他省庁も回ることで見えてくる財務局の良い点、悪い
点を休日中に整理しておくこと。
✔ 緊張しすぎないで、ありのままの自分でいること。
✔ 学ぶという姿勢を意識して、職員の話を聞くこと。
✔ その日の成長を言語化できるように準備しておくこと
✔ 面接してくださった職員の名前は覚えておくこと。
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官庁訪問の１日

９：３０ 待合室集合

受付名簿に名前を書いて、面接に呼ばれるまで待機。訪
問者同士で雑談や情報交換したり、各自思い思いに過ご
します。

９：４５ 入口面接

人事の方と軽い雑談を交えた後、他省庁の訪問状況や、
原課面接ではどの分野の話が聞きたいかなどの質問があ
ります。

１０：３０～１２：００ 原課面接①

呼ばれるタイミングは人によって異なります。精一杯、
面接に臨みましょう。面接官の方が待合室まで迎えに来
てくれることが多いです。謙虚な気持ちを忘れず、素直
に楽しんで臨みましょう。

１２：００～１３：００ 昼食

コンビニか食堂で昼食をとります。夕方以降にもお腹が
空くことがあるので、軽食を用意しておくと良いです。

１３：００～１５：３０ 原課面接②

海外や他省庁へ出向したキャリアを持った職員と面接す
る機会があります。財務局を外から見た視点をもらえる
ことで、より財務局への理解が深まります。

１５：３０～１９：３０ 原課面接③

面施シートに沿った質問を軸としながら、多様な切り口
で深堀りされます。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。

２０：００～２１：００ 出口面接

当日の面接の感想、学びや気づきについて質問や、現時
点での財務局の志望度が聞かれます。アドバイスなどが
いただけるので、次の訪問に活かしましょう。
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内定者Q&A

Q. 官庁訪問対策として何をしていましたか？
A. 省庁に関わらず、ニュースは日頃から確認しておくべきで

す。財務局総合職はそのフィールドが地方にも及ぶため、地方
創生などについて関心を高めておくことをおすすめします。

その他、一般的なニュースなどを確認し、特に自分の関心のあ
るものについて調べ、自分なりの考えを持つことも重要です。
また、自己分析をしっかりすること、説明会や面接の場で聞い
た話を振り返ることもよくされています。

Q. 第１クールや１日目から回らないと不利になりますか？
A. 不利にはならないと感じました。何日目であれ、志望度の高

さや熱意を真摯に伝えることが出来れば問題ないと考えます。
実際、内定者の中でも参加のタイミングは様々です。

Q. 官庁訪問中に意識していたことはなんですか？
A. 官庁訪問を楽しむことです。実際に働いておられる職員の方

からお話を伺える機会は貴重ですし、その時は積極的に学ぶ姿
勢を持っていました。一方で、待機中は伺ったお話を振り返っ
たり、同じ受験者と話をしたりと、リラックスして過ごすよう
にしていました。官庁訪問は長丁場ですので、体力、メンタル
ともに重要だと感じました。

Q. 官庁訪問時に併願先を伝える際、注意していたことはなん
ですか？
A. 自分の就活の軸が何であるかハッキリさせることです。その

上で、他の志望先と財務局との違いを明確にし、なぜ財務局を
選んだのか説明出来るようにしておく必要があります。

Q. 官庁訪問中の持ち物はなんですか？
A. これまでの説明会の資料や本などをいくつかで十分だと思いま

す。今年度のパンフレットは待合室に置いてありました。あまり
たくさん持ってきても見きれない一方、待ち時間は長いため、何
か見るものはあった方がよいです。また、聞いた話をまとめる
ノートは持ってくるべきです。

自分の思考の整理にもなるのでこまめにまとめていました。
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Q. 地方出身者はどのように官庁訪問対策をすべきですか？
A. 地方で開かれる説明会の一回一回を大切にする事だと思い

ます。また、地方ならではの視点もあると思うので、特別対
策に気を使うことはなく、むしろ地方出身の強みを生かすこ
とが出来ると思います。

Q. 地方在住者が官庁訪問において注意すべきことはありま
すか？
A. 宿選びです。私は近くのホテルに宿泊していました。あま

り遠いと朝早くの集合や終了後の移動に苦労します。ただ、
近場のホテルは直ぐに埋まってしまうので、一次試験の合格
発表後にすぐ予約しておくことをおすすめします。一方、
ユースホステルやカプセルホテルなどに宿泊すれば、費用は
抑えられます。相部屋でゆっくり休めないなどのデメリット
はあるので、向き不向きがあると思います。

Q. 地方在住者は官庁訪問中の宿泊や休日をどう過ごしてい
ましたか？
A. ホテルに帰ったら、きちんとご飯を食べて寝ることを心が

けました。身体が資本ですので、体調管理は怠らないように
しましょう。オフの日は周囲を歩いて散策し、リフレッシュ
しました。あまり面接のことを考えすぎず、リラックスして
過ごすようにしましょう。

Q. 説明会の参加回数が少ないと不利になりますか？
A. 参加の有無が選考の不利になると感じることは特にありま

せんでした。私自身、官庁訪問で初めて財務局を訪れました
が、パンフレットをしっかり読んで、官庁訪問の中で具体的
な業務内容を知ることが出来ればよいと思います。ただし、
説明会でしか聞けない話もあるので、少しでも興味関心があ
れば説明会に参加することをおすすめします。

Q. 性別や出身大学、席次、区分は採用に影響しますか？
A. 影響しないと感じました。プロフィールを見ていただけれ

ば分かると思いますが、本当に内定者のバックグラウンドは
様々です。その中で皆が共通して持っているのは熱意ではな
いでしょうか。
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Q. 院卒や既卒は不利になりますか？
A. 影響しないと感じました。大卒受験者よりも専門知識や経験

が求められるため、学んだことや経験を業務でどのように生か
すか説明することが重要です。

Q. 学生時代にやっておいた方がいいことはありますか？
A. 何か１つでもやり抜いた経験を持つことだと思います。サー

クルや部活、アルバイトなど、何でもよいですが、そこで得た
経験は働き始めてからも生かすことのできるものだと考えま
す。ぜひ、時間のある大学生のうちに様々なことにチャレンジ
してみてください。

33



編集後記

最後までお読みいただきありがとうございました。

国家総合職を目指してみよう、さらには財務局を志望してみ
ようという気持ちは大きくなりましたでしょうか。

令和２年度の試験は例年とは少し違うところもありましたの
で、情報量としては少ないものになってしまったかもしれませ
んが、少しでも糧にしていただけたなら嬉しく思います。何事
にもめげず、精一杯頑張ってください。

みなさまと財務局総合職として、このパンフレットについて
の話ができればとても嬉しく思います。

この度の、パンフレットの作成にあたり、人事の皆様をはじ
め、本当に数多くの方々のご支援、ご協力を賜りました。この
場をかりて心から御礼申し上げます。

令和3年度 財務省財務局総合職内定者一同


