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一般職内定者Bookを手に取って頂きありがとうございます。

本パンフレットでは、国家公務員を目指す上で必要となる情
報を、内定者が有志でまとめたものです。

来年度、経済産業省への官庁訪問を考えている方々の中には
「経済産業省の内定を勝ち取ったのはどういう人たちなの
か」、「経済産業省を目指すにはどうしたらいいか」など気
になることは多々あると思います。
私たちも受験する前はそんな不安がたくさんありました。

そのような疑問に対して私たちは、様々なバックグラウンド

を持つ内定者のリアルな体験談や対策方法を載せてある
ので、経済産業省を目指す際に参考にしてくれると嬉しいで
す。

また体験談や対策のみならず、経済産業省をより知ってもら
うために総合職と一般職の対談企画や採用担当者との対談企
画を用意しました。次ページにそれぞれの専用ページのURL
が記載されているので、是非覗きに行ってください！

最後に、本冊子をきっかけとして、より多くの皆さんが経済
産業省への関心を深め、将来の進路の一つとして選んでくだ
さることを願っています。



Contents
本冊子には青下線や矢印などリ
ンク付き箇所があります。こち
らをタップすると、該当箇所や
YouTubeなどにジャンプします！
是非活用してください！！
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Chapter1では一般職試験から官庁訪問まで、経済産業省で内定を勝ち取るた

めに必要な試験の情報を4ステップに分けて説明します。
「教養試験・専門試験ってなに？」「経済産業省の官庁訪問って具体的に何
するの？」といった疑問を解決する内容となっています！

Chapter1 試験概要

経済産業省一般職で採用される為には「国家一般職試験」に合格し、「官
庁訪問」で経済産業省から内定を得る必要があります。

国家一般職試験は、マークシート方式の択一試験からなる一次試験と、記

述式・人物試験からなる二次試験に分かれています。

経済産業省では試験の順位は選考基準に含まれないので、自分の得手不
得手に合わせて試験対策することが重要です。
それでは、試験準備をしていきましょう！！

STEP1
受験の前に

STEP2
一次試験

STEP3
官庁訪問

STEP4
二次試験

One Point 国家公務員試験の有効期間を活用しよう！

国家公務員一般職試験(大卒程度試験)は、最終合格か

ら3年間有効期間があります。そのため、早めに合
格をしておくと官庁訪問準備や併願先の受験対策に
専念することが出来ます！

自分の性格や志望先に合わせて有効活用してみ
ましょう！！
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※2021年度のスケジュールを基に作成しました。

年度によって申し込み期間や実施内容に
変更があるので、必ず人事院のHPを確認
してください。
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STEP1 受験の前に

※2021年度のスケジュールを基に作成しました。

年度によって申し込み期間や実施内容に変更があるので、
必ず人事院のHPを確認してください。

【申し込み】

まずは、試験日程をしっかりと確認しましょう！

国家一般職試験は6月の中旬から8月の中旬までの長期戦です！
2021年度の試験日程を参考にし、勉強計画を立ててみてください！

申し込みは全てオンラインで行います。
Microsoft Edgeは対応していないので他の検索エンジン(Internet exploreなど)
を使えるようにしておきましょう！

まずは「人事院 国家公務員試験採用NAVI」で検索して、登録手順の
確認をしましょう。

【2021年度 試験日程】

官庁訪問の申し込みは、省庁によって異なるので、志望先のホーム
ページや人事院の情報を必ず確認しましょう！

技術系は区分によって受験できない省庁があるので、同様に確認
しましょう。

(二次試験実施期間を除く)
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STEP2 一次試験

一次試験は多肢択一の試験(基礎能力試験、専門試験)です。
また、同じ日に二次試験の記述試験も行われます。

国家公務員試験では各試験の配点が異なります！！
自分が受ける区分での配点を確認し、戦略を立てて試験勉強に臨みま
しょう！！

【1】基礎能力試験 配点[2/9]

基礎能力試験は40問から構成されている全問必答の試験です。
公務員として必要な基本的な知能、及び知識について問われます。

試験の内容は文章理解、数的処理、自然科学、人文科学など幅広
い分野から出題されます。

過去問をみると、各分野の出題数が決まっているので「どの分野で何点
稼ぐ！」というように戦略を立ててみるのもいいかも知れません。

また配点は「専門試験」よりも低いです。

例年基礎能力試験の平均点は5~6割程度となっているので、苦手な
分野があっても心配しなくて大丈夫です！！
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【2】専門試験 配点[4/9] (建築区分のみ[2.5/9])

専門試験では、受験申込時に選択した区分の問題を解きます。

専門試験は基礎能力試験よりも配点が高いです。
そのため、基礎能力試験の点数が高くても、専門試験の点数が低いと
合格が難しくなることがあります。

科目は選択式で40問(建築区分は33問)解答します。
自分の得意な科目に絞って勉強したり、簡単な科目を勉強したりする
など、自分に合った戦略を立てるのがおすすめです！

技術系

試験区分一覧

電気・電子・情報
機械
土木
建築
物理
化学
農学

農業農村工学
林学

事務系

事務系の場合、問題は同じですが受験地域によって合格最低点
が変わります。
そのため、受験予定の地域の合格最低点や平均点を確認しておくと、勉
強の目安にできると思います。

一方、技術系の例年平均点は5割を下まわることが多いです。
大学の授業の復習、あるいは大学院試験対策程度の勉強を行っていれば、
大きな負担にはならないかもしれません。自分の得意不得意を見極め、
計画的に勉強するのがおすすめです。

ただし、化学区分と農学区分は他の区分よりも平均点が高くなる
傾向があるので注意が必要です。

行政のみ

受験地域

北海道 東北
関東甲信越 東海北陸
近畿 中国 四国

九州 沖縄
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内定者の声 ＠一次試験

145

3

2 １年以上

６～10か月

１か月以内

2～5か月

7

6

3

3
1 2～5か月

約1年

1か月以内

6～10か月

約1年半

8

5

4

2
1

2～5か月

6～10か月

1か月以内

約1年半

約1年

技術系区分の対策期間は2~5か月
が多いが、約1年かけて対策をし
ている内定者もいるので、自分の
勉強スタイルに合わせて決めま
しょう。

15

6

2 1

約1年

6～10か月

2～5か月

約1年半

【事務系区分】 【技術系区分】

事務系区分の半数以上が1年
以上かけて教養試験対策を
行っていることが分かります。

【事務系区分】 【技術系区分】

技術系区分は内定者全体の約7

割が10か月以内で専門対策を
行っています。

事務系区分は教養試験対策と

同じく半数以上が約1年かけて
専門試験対策を行っているこ
とが分かります。
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・数的処理・文章理解・時事問題を優先して勉強する
・余力があれば自然科学と人文化学

【事務系区分】

【技術系区分】

教養試験

・数的処理・文章理解・時事問題・大学受験の内容に絞って勉強
・まんべんなく全範囲勉強した

・学習計画表を作り、触れていない科目をなくすように満遍なく勉強
・毎日できるだけ多くの科目に触れるようにする

【事務系区分】

【技術系区分】

専門試験

・参考書・過去問を何回も解く
・大学の授業しっかり聞く

・白書を読む(農学)

【事務系区分】

【技術系区分】

一次試験

・経済科目が難しかった。本番の試験でいかに点が取れるかが勝負なので、

準備する科目は多い方がよいと思います

・これまで様々な試験を受けてきたので緊張はしなかった事を覚えてい

ます。とにかく練習をたくさん積んでおくべきかなと思いました
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一次試験合格後には官庁訪問があります。

国家公務員試験では、試験に合格しただけでは内定獲得とはなり
ません。
自分の希望する官庁を訪問し、内々定を頂く必要があります。

官庁訪問は実際の職場を見学し、職員の方々からお話を伺いな
がら、自分と省庁のマッチングを図る重要なプロセスです。

悔いの残らないよう、熱い想いをぶつけましょう！
官庁訪問のルールは人事院によって厳格に定められています。
訪問できる期間等はHPで確認しておきましょう。

【官庁訪問の日程】
(2021年度実施の日程です)

STEP3 官庁訪問

一般職の官庁訪問は一次試験合格後すぐに始まります！
今年の調査票の提出は訪問日前日までだったので、余裕
を持って対策・準備しておきましょう！！

7/7(水)
訪問の予約開始

【第一次試験合格発表日】

7/9(金)~
7/13(木)

官庁訪問期間

7/14(水)~
8/9(月)

官庁訪問禁止期間

8/10(火)~
官庁訪問期間

※8/17(火)は最終合格発表日

調査票提出

申
込
期
間

二
次
試
験

最
終
合
格
発
表

官庁訪問

一
次
試
験

一
次
試
験
合
格
発
表
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2021年度では申し込みの際に「調査票」の提出を求められました。

調査票とは履歴書のようなもので「志望動機」や「自己PR」を記述す
る欄があります。訪問日までに提出する必要があるので、初日に訪問する
のであれば、事前に志望動機や入省後やってみたいことなどを文字にして
おくとよいかもしれません。

官庁訪問で必要なものは経済産業省に入りたいという熱い気持ちです。

下記の官庁訪問概要や内定者の1日の例を参考に対策をしてみましょ
う！！

【内容】
面接官に志望動機や自己PRを聞かれます
後半は原課訪問の内容なども聞かれます
1回の面接時間は15分程度です

【内容】
面接の感想や原課訪問で学んだ事など、そ
の日にあったことを職員の方と共有し、相
談することができます。

【経済産業省一般職の官庁訪問概要】

一般職の官庁訪問は3つの形式からなります。以下
では、それぞれの内容と内定者が心がけたことを
説明していきます。
３つとも複数回あり、人によって回数は違います。

※事務系はグループディスカッションも行われました(2021)

面接

原課訪問

ブース面談

【内容】
実際に職場に訪問し、説明を受けたり、質
問をしたりすることができます。
ためになる話を沢山聞くことができます。

【心がけたこと】

話す姿勢：自信を持つ・面接を楽しむ

話し方：目を見て話す・対話を意識する
話す内容：結論から話す・熱い思い

【心がけたこと】
些細なことに疑問を持つ
実際に働いているつもりで聞く
自分の考えをを持つ
課題や背景を意識して聞く

【心がけたこと】
話しながら、自分の意見を整理する

不安なことがあったら聞く

【内定者の1日】

面接

ブース
面談

原課
訪問

ブース
面談

面接

ブース
面談

ブース
面談

主に調査票に書かれて
いる内容を聞かれる

指定された課に行って
話を聞く

原課訪問で聞いてきた
話をまとめる

原課訪問を含め志望動
機など深堀りされる

面接で話したことやア
ドバイスをいただく

翌日の案内をされる

面接の振り返り

日程や1日の流れは人によって異なるので、最後まで焦
らずに頑張りましょう！
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内定者の声 ＠官庁訪問

一言
1カ月前から対策を始めたという人が多いです。

自分が自信をもって面接に臨めるようになっているかが大切です。

【事務系区分】 【技術系区分】

74%

26%

1カ月前 2~5カ月前

60%
25%

5%
5%5%

1か月前 2~5カ月 6~10カ月 1年以上 2年以上

一言
具体的な
対策

• 経済産業省が開催している説明会等に参加する
(特にWeb de METI 道場)

• 自分が経済産業省で何をしたいかを明確にする

【事務系】

【技術系】

• インターンシップに参加する
• 去年受験した人の話を聞いた

• 白書に目を通した
• 経済産業省ホームページの政策などに目を通した
• 同じ問題に取り組んでいる省庁の説明会等にも参加し、比較した

• ゼミの先輩に話を聞いた
(経済産業省に限らずほかの省庁の先輩にもお話を聞いた)

• 経済産業省開催のイベントに参加する
(経済産業省で何がしたいかを明確にする)

• 予備校の先輩の体験談を参考にした

11



【事務系】

・拘束時間が長いです！
長時間緊張しているとしんどいので、待機時間は他の受験生と話し
たりして、リラックスするのがおすすめです

気持ちのON/OFFを意識するといいと思います

【技術系】

・成長の場です！

官庁訪問では面接や原課訪問を通して経済産業省の事をより
詳しく知れ、自分自身が何をしたいのかを改めて考える
ことが出来る機会だと思いました
コロナ禍だった為に待合室等での会話をして良いのか戸惑ってし
まいましたが、待っている時間も話しかけていただくなどしてと
ても有意義な時間でした

・ノートを持っていくのがよいと思います
原課訪問をはじめ、面接の最中でためになる話を、職員の方々が
沢山してくださいます

休み時間を活用しノートに書き、学んだ事の復習に役立て
ましょう

・待合室を有効活用しよう！

かなり和やかな雰囲気でした、ただし長丁場だったため、終
わった頃にはかなり疲れてしまいました
待ち合い室に居るときはあまり気張らず、面接の場では気合を

入れるメリハリが大事だと思います

One Point 官庁訪問、内定者の持ち物・服装紹介！！

• 提出書類(調査票等)
• 調査票控え、筆記用具、ノート、経済産業省に関する資料、間食、お昼

(シャツやストッキングの予備、鏡等身だしなみを整えるものや本、
名刺入れ、お昼は経済産業省内のコンビニでも買えます)

• リクルートスーツ(夏のためクールビズの方が多いです)

【持ち物】

【服装】
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【1】記述試験 配点[1/9] (建築区分のみ[2.5/9])

記述試験は二次試験に含まれますが、実施日は一次試験の日と同
じであることに注意しましょう！
記述試験は試験区分によって大きく内容が変わります。

事務系の場合は「一般論文試験」が課されます。

技術系(建築区分以外)はそれぞれの専門分野に関する論述問題が出
題されます。

ただし、計算問題のようなものではなく、専門分野に関する論述問
題が課されるので注意しましょう。

建築区分では図面の作成課題が出題されます。制限時間は2時間と長
めに設定されています。

STEP4 二次試験

記述試験は各試験の中で最も配点が低く、点数がなくても大丈夫と考え

てしまうかもしれません。しかしながら、国家一般職試験には足切り
が存在します。足切りの心配をしなくていいように、必要最低限の準備
はしておくことをおすすめします。

二次試験は記述試験と人物試験に分かれています。官庁訪問から二
次試験(人物試験)までは期間が短いので、流れを理解しておきましょう。

申
込
期
間

二
次
試
験

最
終
合
格
発
表

官庁訪問

一
次
試
験
合
格
発
表

二
次
試
験

(2
)

専
門
試
験

(1
)

基
礎
能
力
試
験

一
次
試
験
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【2】人物試験 配点[2/9]

人物試験とは人柄、対人的能力などについての個別面接です。
受験者一人に対し、試験官三人です。所要時間は約20分です。
一次試験合格発表後に人物試験用の面接カードを入手でき、試験では
面接カードに記入した内容に沿って面接が行われます。

この面接は国家一般職の人事院の面接であり、経済産業省の面
接ではないので注意が必要です！

≪注意点≫

①面接カードは丁寧に書く！（手書き）
試験は基本的に面接カードに沿って行われます。
そのため、面接カードの内容はじっくり考えて書き、想定質問等を考え
ておくことが重要です。

②面接の準備はしっかりと！
面接に慣れていない人は、面接の準備や当日のマナー等をしっかり
確認しましょう。大学のキャリアサポートセンターの利用もおすすめで
す。

③面接では待つ時間も考慮して！
面接では指定された時間に会場に行ってもすぐに面接が始まるとは

限りません。場合によっては一時間以上待つ可能性があります。
こういった事態に対応できるようにしましょう。

④事前準備は早めに！
受験会場で「住民票記載事項証明書」を求められます。
自分の住民記載の役所で受け取ることができるので、証明のもらい方
等を早めに確認しておくとよいと思います。

一次試験の時に配布される「受験心得」は二次試験の持ち物や
注意事項が記載されています。当日になって焦ることがないよう、
しっかりと読んでおきましょう！

One Point 人物試験、内定者の持ち物紹介！！

• 提出書類
(第1次試験合格通知書に記載されているのでしっかり読み込む)

• 提出用とは別に面接カード(待ち時間に見直すのに役立ちます！)

• 飲み物、ティッシュ等(自信を持って面接に挑みましょう！)

14



内定者の声 ＠二次試験

14

5

1

1か月以内 2～5か月 6～10か月

14

5

1

1か月以内 2～5か月 約１年

14

9

1

1か月以内 2～5か月 6～10か月

16

6

2

1か月以内 2～5か月 6～10か月

一言

一言
具体的な
対策

事務系も技術系も一般職試験の約1か月前から対策を始めている内定者が
ほとんどである。長期的に対策している人もいるので、性格に合わせて対
策しましょう！

記述試験に引き続き、約1か月前から対策を始めている内定者がほとんど
である。一次の合格発表を確認してから対策している人が多いです。

【事務系区分】

【事務系区分】

【技術系区分】

【技術系区分】

・文章構成を意識する(政策シミュレーションで学べる)

・過去問を解いて添削してもらう ・テーマを網羅する

具体的な
対策

・研究などを分かりやすく伝えるための準備

・話に一貫性を持たせる ・友達と練習する

15



論文が足きりになりそうで怖かった

【事務系区分】

時間が短かった

文章構成を意識して書くことが重要

【技術系区分】

【事務系区分】

【技術系区分】

官庁訪問で鍛えられたお陰で、緊張せずに挑めた

研究などが忙しく、対策できなかったため大変だった

あまり深堀はされず、面接カード通りのことを聞かれた
待ち時間が長い。面接時間は短かった
手応えはよかったが、評価は良くなかった、油断は禁物

試験会場が迷う可能性があるので、早めに着くようにする

対策してよかったこと
後輩にアドバイスしたいこと

⚫ 人事院面接では過去にどのような質問がされているかを確認した

上で想定問答を前日までに考えておいたのが良かった

⚫ 面接官とのコミュニケーションを意識したことが良かった
⚫ 自分を作りすぎず、正しく知ってもらうことが重要である

✓ もっと練習すればよかった…。練習量がものを言う

✓ 自分が想定していない深堀りをされた。準備が大事

⚫ アウトプットの練習をしておいて良かった。緊張しても実力を
発揮できるようにしておく

記述試験

人物試験

【事務系区分】

【技術系区分】

16



Chapter2 内定者アンケート
今年度の内定者に協力していただき、様々な質問に答えていただきました。
「内定者の試験区分」や「男女比」といった基本的な質問から「志望動機」、
「オススメのイベント」という試験勉強の役に立つような内容まで盛りだく
さんです！
※母数 = 内定者数ではありません。

土木

機械

農学

物理電気・電子・情報

化学

事務

111

4

4
24

9

女性

男性

2222

東北

近畿

九州

北海道中国

中部

関東

112
2

3

3
31

17

経済産業省での採用
において、試験区分
や性別による有利不
利はありません！！
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[公務員系]
国家公務員総合職、国税専門官、財務専門官、裁判所事務官、衆議
院事務局、市役所、特別区、国立大学法人、県庁、都庁

[経済産業省以外の官庁訪問先]
内閣府、財務省、総務省、国土交通省、環境省、農林水産省、防衛
省、税関、気象庁

[民間企業]
独立行政法人、地元の銀行、日本年金機構、鉄道会社、法律事務所、
自動車メーカー、電力会社、病院

[その他]
大学院修士課程

0 1 2 3 4 5 6 7 8

全く考えていなかった

情報収集程度は行った

受けた

ある程度対策をした

推薦を貰った

＜国公立大学＞
秋田大学、愛媛大学、大阪市立大学、岡山大学、お茶の水女子大学、
岐阜大学、九州大学、信州大学、千葉大学、電気通信大学、東北大
学、弘前大学、北海道大学、山梨大学、東京農工大学、大阪大学

＜私立大学＞
青山学院大学、國學院大學、千葉工業大学、中央大学、東海大学、
東京農業大学、東京薬科大学、明治大学、立教大学、早稲田大学、
関西学院大学、西南学院大学
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2回

3～5回以上

6～9回以上

10回以上

1回

20

9

7

4
4

1

政策テーマ別説明会
政策現場で活躍されている方のお話を聴くことができます。
基礎的なことから今まさに起こっていることまで、たくさ
んの情報をインプットすることができます！

2

3

この他にも「政策シミュレーション」、「インターン
シップ」などが人気でした。たくさんのイベントが開
催されるので有効活用しましょう。

個別相談会
採用担当の方と１対１でお話しすることが出来ます。
個人的な質問に対し採用担当の方が親身に相談に乗って
くれます。１からお話を聞きたい方や個人的に相談をし
たい方などにオススメです！

座談会
内定者や職員の方と少人数で話すことができます。働い
ていくうえで職員の方が感じていることや内定者に試験
の相談をしたい人にオススメです！

4

WEB de METIシリーズ
先輩職員や内定者との座談会、政策テーマ別説明会など
一般職としてどういうキャリアップがあるかなどをシ
リーズで紹介しています。
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情報・サービス 安全・安心

地方創生

教育産業

対外経済

エネルギー中小企業支援

安全保障貿易

復興産業

産業人材

生物化学

20

1710

10

2

担い手不足による中小企業の衰退を防ぐために経産省を志望しま
した。日本の中小企業の多くが高い技術力を有していて、日本の経
済を支える重要なピースになっている一方で、大企業と比較したと
きの求人力の弱さから、働き手が不足し、経営の持続が困難になっ
てしまっている大きな問題を抱えています。こうした問題を経産省
の一員として解決していきたいと考えています。(事務系)

通商政策に取り組みたいと思ったからです。特に、近隣国である中
国や韓国、経済成長が著しいインドとの関係のあり方によって、今後
の日本の経済発展の行方が大きく変化するのではないかと考えていま
す。保守的な姿勢は日本の良いところでもありますが、経済発展には
革新も必要不可欠であると思います。他国との交流から、より革新的
で柔軟性のある社会へ導くべく、尽力したいと思いました。(事務系)
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現在少子高齢化に伴い、労働力人口の減少や生産性の低下が問題となっ
ています。その中で、中小企業様と致しましては、デジタル化等の新し

い流れに適応していただく必要があります。そこで、デジタル化を進
めてくださる企業には税制優遇を行い、金銭的リソースによる支援をし
ていきます。(技術系)

ニュースで日本の課題として取り上げられている問題、私にとっては
エネルギー問題に対して、大変だなぁと思うだけでなく解決に自分が

関わりたい。そして国家全体をいい方向へ導く様な仕事をしたい
と考えたのが、大学院進学をやめて経済産業省を志すようになった
きっかけです。(技術系)

・前向きなところ、明るいところ、挑戦できるところ、一般職でも
政策に携われるところ

・幅広い分野を所管しているので、働いていく中でもずっと新しい
知見を得続けることができる環境だと感じたからです。

・若手や一般職であっても挑戦できる風土でありいい意味で公務員ら
しくないところに惹かれました

・どこよりも地域経済、民間企業と関わりを持つ省庁だったから。

・専門分野に関わらず多くのことに携われるから。

・この国を本気でよくしようとする熱意を感じたから。

・研究成果の産業利用という部分に関わることができるのは経産省し
かないと思ったから



Column なぜ国家公務員に？

コラム欄では各チャプターでは扱いきれなかった質問の中から、勉強方法
や官庁訪問の対策方法などといった内定者bookの実質的なものよりも前に
ある本質的な質問とそれに対する内定者の回答をご紹介します。

こちらのコラムでは、数ある就職先の中から、なぜ国家公務員を選んだ
のかお聞きしました。

・地方から東京へ出ることそれ自体が大変であり、東京に住むことにも
抵抗があった。それでも霞が関で国家公務員というプライドをもって
働けることに魅力を感じ、東京で頑張りたいと思えたから。

・もともと地元の区役所で働こうと思っていました。3年の夏に地元区
役所のインターンに行ったところ、そこでの業務内容が単調であり、
もっと規模の大きな仕事をしたいということに気づき、国家公務員を
志望しました。

・今まで自分がどういう時に一生懸命になっていたかと考えてみたとき
に、それは自分が必要とされていて、精一杯頑張れた時で、その時の
幸福度が高かった。現代社会が抱える諸問題に国家公務員として精一
杯取り組み、解決した方が万人をに幸せに出来るのではと考えたから。

・政治的にホットな話題の近くでダイナミックに仕事ができるのは、
民間企業でも地方公務員でもなく、国家公務員しかないと思ったから。

・地方公務員はそこに住んでいる人や、その地域出身の方が、志望
動機やきっかけが作りやすいが、国家公務員の志望動機やきっかけに
は出身地は関係なく、そうした点で国家公務員の受験方法・試験には
平等性が担保されているから。

・私は青森県の田舎の方に住んでるので、そこから国家公務員が出たら
すごいだろ！と思って国家公務員を志望しました。

Break Time
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Chapter3 突撃インタビュー

Chapter３では、何人かの内定者により深くインタビューを行いました。
様々なバックグラウンドに分けてみたので、自分に当てはまるものや興味のあ
るものをタップして対策してみてください！

大学

#地方

#都内

性別

#男性

#女性

受験先

#公務員専願

#民間併願

区分

#事務

#技術

勉強形態

#独学

#予備校

#大学講座

その他

#体育会

#既卒

#大学院

① ③ ⑤ ⑧

② ④ ⑥ ⑦

① ②

④ ⑦

④ ⑤ ⑥

① ② ③ ⑦

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

③ ⑤ ⑦ ⑧

⑥ ⑦

① ② ④ ⑥

① ③ ⑦ ⑧

#医学部

#過年度受験

#社会人経験

他にも就職活動スケ
ジュールなどが記載して
あるので参考にしてみま
しょう！

23



U.Mさん
#地方出身#医学部#事務#女子#大学講座#民間併願#体育会

Q1 受験区分
事務・北海道区分

Q2 勉強形態
学内講座

Q3 併願先等
国家総合職、札幌市役所、民間

Q4 大学での専攻
検査技術科学

Q5 部活・サークル
スカッシュ部

【大学3年生】
5月：学内講座開始
6月：民間企業の説明会やインターンシップに参加
3月：官庁合同説明会に参加、民間企業の本選考にエントリー

＜3月以降は各省庁の採用イベントに継続的に参加＞
【大学4年生】

6月：国家一般職1次試験受験
7月：国家一般職官庁訪問

国家一般職2次試験受験
8月：国家一般職最終合格後、経済産業省から内々定

Q.なぜ医学部から経済産業省に興味を持ったか

Q.情報収集はどのように行ったか

【就職活動スケジュール】

①

まず大学での学びを通じて、人々の健康水準向上に貢献することで、豊か
な暮らしを提供したいという思いがあり、国というマクロな視点を持って
働くことができる国家公務員に興味を持ちました。次にヘルスケアに関す
る政策を行っている省庁のなかでも、経済産業省は政策の立案・施行によ
り0から1を創出する「攻めの省庁」であるという話を聞き、魅力を感じた
ので経済産業省に興味を持ちました。

学内講座を担当されている先生や部活の先輩にお話を伺うことで情報
収集していました。また、積極的に各省庁の採用イベントに参加する

ようにしていました。
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T.Nさん
#地方在住#事務#男子#大学講座#民間併願

Q1 受験区分
事務・九州区分

Q2 勉強形態
学内講座

Q3 併願先等
東京都庁、横浜市役所、国税専門官、鉄道会社

Q4 大学での専攻
法律学

Q5 部活・サークル
学園祭実行委員会

【大学3年生】
春：学内講座開始

秋：自治体・官公庁の説明会に参加し、モチベーションUP
冬：勉強に本腰

【大学4年生】
4月：民間の専攻を受けながら勉強

5月：民間失敗→気持ちを切り替える
6月：国家一般職1次試験受験
7月：国家一般職官庁訪問、国家一般職2次試験受験

財務専門官と横浜市の2次試験を辞退
8月：国家一般職最終合格後、経済産業省から内々定

Q.地方ならではの官庁訪問のエピソード

Q.やっておいてよかったと思うこと

【就職活動スケジュール】

②

１日目はオンラインでの面接だったのですが、前入りなどせずにそのまま
福岡の自宅で受けました。2日目は対面だったので朝一番の飛行機で東京に
向かいました。実家が都内だったので2日目終了後は実家に泊まりました。
ただ、1日目の夜から2日目の朝にかけてかなりバタバタしたので、慣れな
い人は余裕をもって1日目の前日から東京に行ってホテルなどで受けた方が
いいと思います。

面接については、自分の言葉で具体的な話をすること。原稿の丸暗記では
なく、面接官と会話する感じで臨むことを心がけました。考えて話してい
るということが伝われば、面接官はきちんと熱意をくみ取ってくれると思
います。
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I.Nさん
#既卒#独学#事務#女子#体育会

Q1 受験区分
事務・関東甲信越

Q2 勉強形態
独学

Q3 併願先等
特別区、国税専門官、県庁、銀行

Q4 大学での専攻
文化人類学

Q5 部活・サークル
ジャズダンスサークル

【大学４年生】
3月：民間の合同説明会に参加(この頃は国家公務員について考えてない)

【大学５年生】
７月：志望業界が採用中止→自分の将来を真剣に再考→民間企業内定辞退
11月：国家一般職セミナーに参加→経済産業省の業務内容を知る
12月：経済産業省１dayインターンに参加

【卒業後】
5月：特別区1次試験受験、民間企業内定(3社)
6月：国家一般職・国税専門官・県庁の1次試験を受験
7月：国家一般職を含め筆記試験を通過し2次試験を受験・官庁訪問
8月：国家一般職最終合格後、経済産業省から内々定、他の併願先を辞退

Q.独学で気を付けていたこと、おすすめの勉強法

Q.モチベーション維持のためにやっていたこと

【就職活動スケジュール】

③

基礎的な勉強からしっかりするようにしていました。特に経済学は全く意
味がわからなかったため、YouTubeの講義や動画解説のある入門書を使いま
した。模試はいくつかを受けて、自分の苦手分野や順位などを参考にし、
小論文の添削も受けました。面接対策は、民間を面接練習として受けたの
と、大学のキャリアセンターに面接練習をしてもらいフィードバックをも
らうようにしていました。

METIのインターンや説明会、座談会、面談など様々なイベントに参加
して「ここに入りたい！」という気持ちを高めつつ、他の学生たちから
刺激を受けてモチベーションを維持していました。
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Y.Tさん
#都民#公務員専願#事務#男子#大学講座

Q1 受験区分
事務・関東甲信越

Q2 勉強形態
学内講座

Q3 併願先等
特別区、裁判所、国税専門官、衆議院事務局

Q4 大学での専攻
法律学

Q5 部活・サークル
茶道部

【大学2年生】
2月：地方公務員(地元の区役所)を目指し、学内講座開始

【大学3年】
10月：ゼミが忙しくなり就活を小休止→11月に再開

12月：説明会に積極的に参加(大学開催の説明会で経済産業省を知る)
3月：専門記述・論文・面接対策を開始

【大学4年生】
5月：志望度の低い受験先も日程が合う限り受験
6月：国家一般職1次試験、就活において初の面接試験を受験
7月：併願先の2次試験、官庁訪問、国家一般職2次試験
8月：国家一般職最終合格後、地元区役所と悩むも経済産業省から内々定

Q.反省点

Q.官庁訪問の対策方法

【就職活動スケジュール】

④

人と話すことにはもともと抵抗がなかったからだと思いますが、これとい
う正解がない面接対策は、筆記に比べて対策をおろそかにしてしまいまし
た。勉強にある程度目途が立ったら、面接対策も筆記同様に時間をかけて
少しずつ進めていった方がいいと思います。

説明会や個別相談などを通じて、興味ある政策の現状と課題点をブラッシュ
アップしました。面接カードは面接官に上から下まで満遍なく読まれること
になるので、そこから想定される質問を意識しながら面接カードを作成し、
面接に挑みました。
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N.Sさん
#独学#大学院#技術#女子#公務員専願

Q1 受験区分
技術・化学

Q2 勉強形態
独学(参考書・過去問)

Q3 併願先等
国家総合職

Q4 大学での専攻
化学

Q5 部活・サークル
なし(通学に時間がかかり、やる暇なし)

【大学3年生】

後期：特許庁の授業を聞く、仕事内容に興味を持つ
【修士1年生】

8月：就活を始め国家公務員に興味を持ち、特許庁の説明会参加

12月：個別説明会(1on1)参加をきっかけに経済産業省を目指す
(経産省の主な説明、自分自身の深堀)

2月：国家総合職の勉強開始

Q.なぜ経済産業省に興味を持ったか

Q.モチベーション維持方法は？

【就職活動スケジュール】

⑤

【修士2年生】
5月：国家一般職の勉強開始
7月：経済産業省を官庁訪問

大学の学部の授業で特許庁の授業を受けたことがきっかけであり、
仕事になったらどうなるんだろうと思った。特許庁で働きたい
なぁ、調べたいなぁとなり、調べると経済産業省を見つけた。経
済産業省の業務のなかで化学が結構使われていたから仕事として
良いなと思った。

周りを気にしても仕方ないと思っていた
やれば何とかなるだろう精神で頑張っていた
考える暇があったら勉強する
入った後のこととか、気になる省庁のホームページとか見た
内定者ブックでモチベーションを上げていた
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H.Kさん
#公務員専願#技術#男子#予備校#大学講座

Q1 受験区分
技術・土木

Q2 勉強形態
予備校＋大学の公務員講座

Q3 併願先等
特別区、千葉県庁、君津市

Q4 大学での専攻
都市環境学

Q5 部活・サークル
なし(家からの距離が遠いため)

【大学2年生】
2月：予備校入学

【大学3年生】
5月：教養の勉強開始

10月：大学の公務員講座の受講開始
11月：専門の勉強開始

1月：論文の勉強開始
2月：面接対策開始

【大学4年生】

7月：経済産業省の官庁訪問、特別区・千葉県庁・君津市の面接
8月：特別区のグループディスカッション、個人面接

Q.予備校の良さは？

Q.7月・8月過密スケジュール乗り越え方

Q.全体を通した反省点

【就職活動スケジュール】

⑥

・公務員専門なので、得られる情報が多い
ex)各団体の出題傾向、面接の質問の傾向など

・面接対策などを大学よりも細かくできる
・ライバルが勉強しているのが見える、質問できる

自己PR等は事前に２・３パターン用意。志望動機はそれぞれ準備。
あとは気合いで乗り切る！

もっと早めに経済産業省の政策や官庁訪問のことなど調べておけばよ
かったなと思いました。そもそも国家一般職に受かると思っていなかっ
たので、他の併願先の筆記試験や面接の準備に時間をかなり使っていた
ので、色々とギリギリになってしまっていました。
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S.Hさん
#都民#独学#予備校#技術#男子#体育会#民間併願#過年度受験

Q1 受験区分
技術・機械

Q2 勉強形態
専門：独学、教養：予備校(LEC)

Q3 併願先等
国家総合職(工学区分)、民間企業
東京都庁1類B新方式ICT、

Q4 大学での専攻：機械系(材料力学)
Q5 学業以外の活動

野球サークル、プロ野球球団での長期インターン

【大学４年生(1回目)】学年上がる直前に留年が決まる
4月：公務員試験の延期が分かり、国家一般職試験の勉強開始

8月：国家一般職試験一次試験合格、民間企業サマーインターン参加

9月：経済産業省の1weekインターンシップに参加し目指す
国家一般職二次試験合格

10月：国家公務員試験総合職教養区分受験で一次不合格

冬：経済産業省の説明会等に複数回参加、民間就活も継続
【大学4年生(2回目)】

春：民間企業内定し民間就活終了、公務員に本腰
4月：国家公務員総合職工学区分受験、二次不合格
5月：東京都庁二次不合格、調査票の準備開始
7月：経済産業省の官庁訪問

Q.経済産業省を目指したきっかけ

Q.1weekインターンはどうでしたか？

Q.学校との両立で苦労したこと・乗り越え方

Q.モチベーション維持のためにやっていたことは？

【就職活動スケジュール】

⑦

所掌分野の広さや、自分の仕事が生活に直結する当事者意識等

ひたすら考える5日間でした。利益を得るもの損するもの全てのステー
クホルダーを考える政策の深さを学んだ

研究室活動との兼ね合いに苦労したが、試験や官庁訪問などで忙しく
なる時期が分かっていたので、出来るときに研究を集中して進めた

説明会や政策シミュレーションに参加して、働くイメージを作った。
定期的に体を動かし、汗を流すことでストレス解消した。
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N.Tさん
#社会人経験#都民#技術#女子#独学#体育会

Q1 受験区分
技術・電気電子情報

Q2 勉強形態
独学

Q3 併願先等
なし

Q4 大学での専攻
化学

Q5 部活・サークル
バトミントン部

Q.経産省を志望した理由

Q.勉強アドバイス(主に電気電子情報)

【就職活動スケジュール】

⑧

4月：苦手な分野や出題頻度の低い問題は捨て問とした
通勤時間中やお昼休みはインプット中心で、まとまった時間は過去問を
解く

5月：仕事が忙しく、平日は通勤時間のみしか勉強する時間が取れず、焦る
土日はひたすら過去問、下旬から論述対策、過去の出題例や記事を見る

6月：試験直前は知識の整理や解き方などの総復習を行い、体調管理する

一次試験後は志望動機の整理を行う

7-8月：官庁訪問で初日に経済産業省を訪れ、二日間通った

人事院面接は特に対策はしなかった
最終合格発表を聞いて、すぐ上司に会社を退職する相談を行った

次世代の人たちがより豊かさを享受できる社会をつくりたいと思い経済産
業省を志望した。課題先進国である日本の今後に不安を感じると同時に日
本社会・日本企業が抱える問題解決に当事者として携わりたいと思ってい
た。経産省では技術・産業を下支えし、それを社会に実装していく環境・
ルール作ができると思ったため志望した。

大学時代は化学を専攻していたこともあり、電気や電子のことは全然分か
らなかったので、捨て問の多くはこの分野だった。一方で情報は得意だっ
たので全問正解を目指しつつ、工学の基礎を中心に勉強を進めた。自分の
武器となる分野と、足を引っ張る分野を見極め、点数配分などを考慮して
対策を講じることが重要だと思う。
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Column なぜ一般職？

コラム欄では各チャプターでは扱いきれなかった質問の中から、勉強方法
や官庁訪問の対策方法などといった内定者bookの実質的なものよりも前に
ある本質的な質問と内定者の回答をご紹介します。

こちらのコラムでは、経済産業省の採用区分の中から、なぜ総合職では
なく一般職を選んだのかお聞きしました。

• マネジメントよりも現場に近い距離で、霞が関本省にいながら現場の
最前線で長く仕事ができるということに魅力を感じたから。

• 国家公務員として働くことには、総合職も一般職も同じ括りであって、
合格率や採用フローが分かりやすかったことを考えて、経済産業省一
般職を志望しました。

• 総合職も検討していたが、経済産業省で働くことに試験区分を問わず
魅力を感じていたから、総合職でも一般職でもどちらでも良く、結果
的に一般職区分で採用されたから。

• 国家公務員総合職で採用されることは難しいと思っていたから必然的
に一般職区分になりましたが、他省庁の一般職に比べ経済産業省一般
職ならば、これから働いていても楽しくなるだろうと思えたから。

• 総合職に行きたかったけど、試験に合格できませんでした。そこで一
般職も受けようかな…って感じで受験したのがきっかけです。経済産
業省では一般職も総合職も仕事内容がほとんど同じであるからこそ、
一般職を選択することができました。

• 総合職よりも肩の荷が少なく、一般職区分でも大きな仕事が出来るの
かなと考えたから。

Break Time
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総合職×一般職対談企画
内定者で語ってみた！編

「総合職の人はどんな思いで経済産業省を選んだんだろう？」
「一般職と総合職どんな所が違うんだろう？」
このような疑問を感じたことはありませんか？
その疑問を解消するために、初の試みとして総合職内定者との対談を実施
しました！
対談を通して、それぞれの内定者の共通点や問題意識、また内定者同士の
雰囲気などを知ることができたのでこの企画を通じて伝えていきます！

ミッキー

一般職・技術系

司会進行

T

総合職・事務系

よっしー

総合職・技術系

なる

一般職・事務系

かず

一般職・技術系

Chapter4 対談企画
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この他にも様々な話題について対談を行いました！
「総合職の人から一般職の人の印象は？」
「どうして民間ではなく公務員を選んだの？」など
のこのパンフレットには掲載できなかった話題を
「もっとたくさん語ってみた！編」にまとめまし
た！QRコードから記事を読むことができるので、是
非読んでみてください！

チャット形式で対談の全
てをまとめました！

もっとたくさん語ってみた編！

よっしー
総合職・技術系

かず
一般職・技術系

メーカーに入って技術開発をすることは考えましたか？

めちゃくちゃ考えました。しかし広い視点で役人としてやっ
ていきたいと思いました。また技術という手段にとらわれず
に、多くの課題にアプローチしたいと思ったので官僚を選び
ました。

Q1.一般職技術系→総合職技術系

なる
一般職・行政系

T
総合職・事務系

どうして経産省を選んだのですか？

一番はキャリアパスの広さです。
選択肢を増やすためにも経産省を選びました。最初から経産
省に絞っていたわけではなく、試験を受ける中で、いろいろ
比較検討して決めました。

Q2.総合職事務系→一般職行政系



官庁訪問対策

一般職採用担当対談企画

経済産業省で何をやりたいかという強い意志や軸を
知りたいです。○○という理由があって、それを実
現できるのが経済産業省だからといった熱い思いを
披露してもらうのと同時に、官庁訪問で職場訪問を
設けてあるので、そこで経済産業省をより深く知っ
てほしいと思っています。

自然体で臨むことが大事だと思っています！準備した回
答だけで臨むのではなく、自己分析をしっかり行い、聞
かれたことに対して素直に答えることで自分というもの
をアピールする意識が必要だと思います。

今年の内定者が気になっていたこと・聞いてみたいことなどを採用担当の
石下谷さん（事務系採用担当）と渡部さん（技術系採用担当）に聞いてき
ました。来年の受験生必見です！
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一般職技術系採用担当 渡部圭次さん

経済産業省 大臣官房 秘書課 係長

一般職事務系採用担当 石下谷 玲奈さん

経済産業省 大臣官房 秘書課 係長

です。
虹の色は太陽や空気中の水滴、屈折や反射などあらゆるものや条件が成立
しないと現れません。私という存在も、いろいろな出会いや経験によって
作られ、あらゆる人の支えがあってこそのもの。人々が虹を見て元気な思
いや感動するように、私も多くの人に元気や感動を与える存在になりたい

思いも込めています。

マゼンタです。
印刷機などに使われており、絶対に必要な色だが知名度は高くありません。
主張しすぎないけれど存在感はある色ということでそういう存在になって

いきたいと思っているので選びました。

Q.自分を色に例えると何色？

Q.自分を色に例えると何色？

対談スタート！！

自己紹介



採用の際に重視している点

組織のことや実際に働いている職員のことなど説明会等
では理解できない部分は、採用担当がカバーしていきま
す！
また、経済産業省を志す方を全面的にバックアップして
いきたいと思っているので、説明会でお会いできればと
思います！頑張ってください！！

今後5年10年の自分の生き方を決める大事な場所に立っ
ている皆さんの人生に寄り添い応援していきたいと思っ
ています！
知りたいことがあれば全力で情報をお渡しするので、気
軽に声をかけていただければと思います！是非是非頼り
にしてくだい！！

受験生にメッセージ

皆さんが知りたい情報を伝えつつ、いかに経済産業省
の魅力を伝えられるかを気にしながら採用活動をして
います！また、“寄り添う”ことを大事にしていて、皆
さんの最終的な進路が自信をもって良いと思えるよう
にやらせてもらっています！

経済産業省を目指したいと思っている学生さんに対し
て偽りなく情報を発信することを意識しています。学
生さんが知りたいと思うことがあればしっかり発信し
ていきたいと思っているので、何かわからないことが
あったら何でも聞いてほしいです！

他にも、アイスブレイクから
真剣な内容まで沢山お話しし
ていただきました！対談の様
子や内容を詳しく知りたい方
は、こちらにアクセスし、動
画をご覧ください！！
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https://www.youtube.com/watch?v=0H25yocDc1w


自分を信じて、頑張ってください！

最後まで諦めずにやり切ることが大切です。
頑張ってください！応援してます！

コツコツと勉強すれば合格できるの
で諦めずに頑張ってください！

大学生活を楽しみながら頑張ってください！

長くて大変だけどファイト！

勉強で辛くなった時こそ、経産省に入り
たいという気持ちを思い出し頑張ってく

ださい！

勉強を習慣づければ大丈夫だと思います！
頑張ってください！

自分の目標に向かって最後まで頑張ってください！

自分のしたい事をしっかり考えて努力してください！
応援してます！

公務員試験は大変だけど、諦めずに頑張ってください！

内定者からのメッセージ

Chapter5 メッセージ
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Fight！

頑張ってください！
応援してます！

自分と向き合い、絶対に諦めない姿勢が大切だと思います。
頑張ってください！

自分を信じて頑張ってください！
応援してます！

長い挑戦になりますが、
応援してます！

やった分だけ点数に繋がります。
やりすぎなんてことはないので頑張ってください！

休憩も大切です。
うまくバランスを保ちながら頑張って

ください！

短期間でも集中して勉強すれば合格できます。
頑張ってください！

最後までやり切れば、満足できる結果が
得られます。頑張ってください！

人事を尽くして天命を待つ。
今できることから積み上げていけば大丈夫です。

経済産業省に感じた魅力を忘れずに
頑張ってください！

Fight！
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H.K.(技術・農学)

みっきー
(技術・土木)

就活（人生）は上手くいかない事の方が多く、時に心
が折れそうなときもあると思います。だけど、諦める
ことはいつでも出来るので、最後の1歩を踏み出して
みてください。その繰り返しが自分の目標の達成に繋

がると信じて。応援してます。

「神は細部に宿る」

M.S.
(技術・電気電子情報)

K.I.
(技術・化学)

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この内定者BOOKが少しでも、皆様の就職活動の助けに
なったらうれしいです。公務員試験は長期戦で憂鬱に
なる時期もあるかもしれません。ただ勉強すればする
ほど点数が上がる試験でもあります。「何時間勉強す
れば受かります！」などの情報に流されず、自分の目
標に向かって頑張ってください。応援してます！

「一念通天」

受験生の皆さん、就職活動は順調ですか？勉強は進んで
いますか？体調は崩していませんか？ 就職活動は、

ゴールが見えずしんどいことも多いですよね。そんな時、
このパンフレットを読んでみてください。何かのヒント
になるかもしれません。皆さんが、自分らしく働ける場

所に辿り着けるよう、応援しています。

「雲外蒼天」

編集委員からのメッセージ

就活は人生において大きな岐路の一つであると思います。
ですので、沢山迷って悔いのないよう一日一日を大切に
してください。この積み重ねが必ず自分の力になります。
また、志望先のことを沢山調べ、そこで働きたい熱い想
いを沢山見つけてください。その想いが長い就職活動で

も辛さを払拭すると思います！
この冊子を通して、応援しています！！
「騏驥も一躍に十歩すること能はず」
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ゆいぽん(事務)

最後まで読んでいただきありがとうございます！私自身も内
定者ブックを活用して官庁訪問に臨んだので、この資料がみ
なさんにとって有意義なものになっていれば幸いです。民間
か、公務員か。公務員でもどこに勤めるか…。悩んだり、苦し
んだりすることがたくさんあると思います。そんな時は周り
の人にどんどん頼ってみてください。きっとみなさんの力に
なってくれるはずです。いろいろな人とのご縁を大切に、自

分の目標に向かって熱意をもって頑張ってください。

「当たって砕けろ！」

たか(事務)

今この一般職内定者bookを手に取ってくれている人の多
くは、長い公務員試験の真っ只中にいると思います。そ
の中で投げ出したい時もあるとは思いますが、最後まで
諦めないことが何より大切です。自分を信じて最後まで
頑張って下さい！応援しています！最後に、本冊子を通
じて少しでも進路決定のお役に立てていれば幸いです。

「百折不撓」

よっしー(事務)

この内定者bookが経済産業省一般職を志望する方の一
助となれば幸いです。最終合格そして内定を得るまで
の道のりは遠いですが、やるべきことをきちんとやれ
ば明るい将来が見えてくるはずです。最後までご覧い

ただいた皆さんの武運をお祈りします。

「水滴石を穿つ」

マイページ
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採用担当メールアドレス

【登録済みの方】

一般職事務系 石下谷さん ishigedani-reina@meti.go.jp
一般職技術系 渡部さん watanabe-keiji@meti.go.jp

【新規登録の方】

ご登録いただくと、経済産業省採用イベントのご案内の
連絡や参加応募が出来ます！

https://job.axol.jp/cr/s/meti_22/mypage/login
mailto:ishigedani-reina@meti.go.jp
mailto:watanabe-keiji@meti.go.jp
https://job.axol.jp/cr/s/meti_22/entry/agreement
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