
2020年4月：理財部金融監督第一課 所属

現在の業務では、銀行から提出される各種届出

の確認や、金融庁が銀行に対して行う調査につ

いて、金融庁と銀行の間に入って調整を行って

います。財務局は研修制度が充実しており、初

めての業務でも不安なく仕事ができています。

浅山 陸
ASAYAMA Riku

8時：起床、朝食等

9時～12時：卒論の研究

（合間で勉強）

12時～13時：友人と昼食

13時～20時：勉強

20時～25時：自由時間

25時：就寝

睡眠

起床

朝食

研究

（合間に

勉強）

外で

昼食

勉強

夕食

自由

時間

公務員試験は特有の問題も多い上に、民間に比べて受験できる数が少ないため、不安や焦り

も多いかと思いますが、少しずつコツコツ継続して知識を身に着けていくことが大切だと思

います。辛い時は遠慮なく周囲の助けを借りつつも、あまり周りに影響されすぎずに自分の

納得がいくやり方で乗り越えましょう。

試験勉強の追い込みも大事ですが、健康第一で頑張って下さい！

公務員試験合格を目指す、すべての受験生へ
個人的には、質問に対する回答内容の良し悪しよりも、目を見てハキハキ答えることに重

点を置いていました。

面接試験（公務員試験全般）対策についてアドバイスを！

受験生時代の１日のタイムスケジュール

１日にこなす問題の数を各科目であらかじめ決めておき、午前は数的処理、午後は法律系、

など同じ日程を繰り返していました。私の場合は、午前に卒論の研究があったため、合間

を縫って勉強を行い、午後は主に学校の図書館を利用していました。昼食は気分転換する

ためにも友人と外に食べに行くことが多かったです。公務員試験は長期戦のため、モチ

ベーションの維持もとても大変だと思います。

公務員試験の勉強に専念したかったため、民間企業は一切受験しませんでした。

今思い返すと、余裕があれば視野や知見を広げるという点で受けてもよかったと思います。

民間企業も受験しましたか？

大学の所属が理系学科だったこともあり、周りに公務員を受験する人が少なく、志望先

の情報を共有しにくい点で不安がありました。そのため、パンフレット等で大まかな業

務内容を把握し、気になったことや深く知りたいことは業務説明会等で職員の方に積極

的に質問して理解するようにしていました。SNSやHPで説明会などの情報が発信されて

いますので、日頃からチェックしておくと良いかもしれません。

情報収集で苦労した点、工夫した点

時間配分の練習として活用していました。なるべく自宅ではなく会場で受験し、自分に

とってどの科目から解き始めれば問題を効率的にこなせるか等を試すことで本番に備えま

した。模試の結果にはあまり一喜一憂せず、次につなげることが大切だと思います。

模試についてアドバイス！

そのため、自分なりの

ストレス発散方法を見

つけておくと、勉強や

自己分析等に行き詰っ

た時に切り替えができ

て良いと思います。



2020年4月：経済調査課 所属

経済調査課では北陸地域の経済動向について調

査し、その調査結果を記者発表や北陸財務局の

ホームページ上で公表しています。財務局は、

国と地域をつなぐ役割を持っており、地域に貢

献できるという点に魅力を感じています。

北内 郁

KITAUCHI Kaori

8時：起床、朝食等

10時～12時：一般教養の勉強

（数的処理中心）

12時～14時：昼食、休憩

14時～18時：専門試験の勉強

18時～21時：夕食、休憩

21時～23時：専門試験の勉強

23時～：就寝

睡眠

起床

朝食

勉強

昼食

休憩

勉強

夕食

休憩

勉強

公務員試験は民間の選考スケジュールより遅いので、民間企業の内定をもらっている友人を

見ると焦ることもあるかと思いますが、周りのことは気にせず、自分のペースで頑張ってほ

しいと思います。

また、１日気分転換する日を作るなど、上手く気分転換しながら試験対策を進めていくと良

いと思います。公務員試験は長期戦ですが、就職活動はこれまでの自分を振り返る良い機会

だと思います。諦めずにがんばってください、応援しています！

公務員試験合格を目指す、すべての受験生へ

面接については、大学のゼミの教授や就職支援担当の方に対策していただきました。面接

カードの内容は、説明会などで担当者の方の話を聞きながら考え、それをいろいろな人に

添削してもらいました。公務員試験では、筆記試験から面接試験まで期間が短く、十分な

時間を確保できないこともあるので、自己PRなどの、説明会に行かなくても書ける部分

は早めに考えておくと良いと思います。

面接試験（公務員試験全般）対策についてアドバイスを！

受験生時代の１日のタイムスケジュール

基本的に、自宅か図書館で勉強して

いました。多肢選択の試験対策を

きっちりすることで、記述試験にも

対応できると考え勉強していました。

もちろん、毎日このスケジュールで

はなく、モチベーションが上がらな

い日や疲れた日は学習時間が１日２

～３時間や、全く勉強しない日もあ

りました。

民間企業も受験しました。公務員試験の筆記試験と民間企業の面接の時期が被ることが

あったのでその時期は忙しかったです。場数を踏むことで面接に慣れることができ、公務

員試験では緊張しすぎることなく面接に臨めました。

民間企業も受験しましたか？

財務専門官の業務については、説明会やパンフレットなどで情報を得ることができまし

たが、試験対策についてはあまり情報がなく苦労しました。大学の先輩やゼミの教授、

就職支援担当の方にいろいろな情報やアドバイスをいただいて対策をしました。

情報収集で苦労した点、工夫した点

試験の１週間くらい前に体調を崩し、試験当日も体調が優れなかったので、試験前は無理

せず身体を休めることも大事だと思いました。

公務員試験で失敗したこと



民間企業も受験しましたか？

2020年4月：理財部金融調整官 所属

私は現在、北陸財務局管内の証券会社等及び保険

代理店・募集人の監督業務を行っています。財務

局では金融・財政・国有財産・融資等幅広い業務

を行っているので、様々な業務を経験した上で、

自分の適性に合った分野の専門性が高められます。

五反田屋 遥

GOTANDAYA Haruka

民間企業は受けていません。大学生協の公務員試験講座の申し込み期限が大学３年生の

６月頃にあり、その頃に公務員一本に決めました。

8時：起床、朝食等

9時～12時：勉強（数的処理や文章理解）

12時～14時：昼食、移動等

14時～16時：勉強（法律系・経済系中心）

16時～17時：休憩

17時～21時：勉強（法律系・経済系中心）

21時～：帰宅、就寝

睡眠

起床

朝食

勉強
昼食

移動

勉強

休憩

勉強

その

他

志望先が決まっていても、色々な機関を受験してみるといいと思います。

「もうここしか考えられない！」と思っていても、面接を受けていく中で、他と比較するこ

とで志望が固まったり、志望先が変わったりすることもあり、いい機会になると思います。

公務員試験合格を目指す、すべての受験生へ

webで予備校の予想問題・解答を見て記述問題のイメージを持ってから試験を受けまし

た。記述のために対策をするというより、日頃の多肢選択式の試験勉強で分からない点

があったら、都度調べて記述試験にも活かせるレベルまで理解するように意識しました。

筆記記述試験についてアドバイスを！

面接当日は、笑顔で明るくハキハキと答えるように意識していました。面接の練習のため

に色々な機関を利用しましたが、予約が取りやすいジョブカフェを何度も利用していまし

た。面接シートを作るにあたって、まずは受験する機関についてとにかくたくさん調べま

した。HPやパンフレットなどで調べても、聞きなれない言葉が多くよく分かりませんで

したが、面接官に少しでも熱意が伝わるようにその機関について知ることは大切と考え、

しっかり調べるようにしていました。

面接試験（公務員試験全般）対策についてアドバイスを！

採用人数が少なくて倍率が高い印象が強いため、受験を躊躇する方も多いかもしれないです

が、少しでも興味があれば受けてみてほしいです。試験を通して財務局について知っていく

のもアリだと思います。私自身、試験を受けていく中で財務局についてより深く知り、財務

局に行きたいという思いが強くなりました。

財務専門官試験を通してアドバイスを！

受験生時代の１日のタイムスケジュール

基本、午前中は家で勉強し、午後は大学に移動して図書館で勉強していました。家では、重

くて持ち運びに不便な数的処理や文章理解などに取り組んでいました。夕方頃には勉強に疲

れてくるので、１時間程大学内や売店を回り気分転換していました。 21時頃まで大学で勉

強し、帰ってからは勉強はせず、次の日に備えて寝ていました。

無理はせず、自分の生活リズムで勉強していました。



情報収集で苦労した点、工夫した点

2020年4月：管財部管財総括第二課 所属

私は国家公務員宿舎に係る業務をしており、主

に、宿舎の入退去事務や修繕を行っています。

財務局では、国と地方の架け橋になって地方創

生に携わることができるという点に魅力を感じ

ています。国という大きな視点から、地方に寄

り添い未来を考えることができます。

黒川 恵里

KUROKAWA  Eri

8時頃：起床、朝食等

９時～12時：数的処理中心

12時～13時：昼食、休憩

13時～18時：法律関係の科目

18時～20時：夕食、休憩

21時～23時：暗記科目

23時半～：就寝

睡眠

起床

朝食

勉強
昼食

勉強

夕食

休憩

勉強

長期戦おつかれさまです。受験当時は、悩んだことや大変だったことが多々ありま

すが、何より「自分はこんなに頑張れるのか」という新たな一面を発見できたこと

が１番の収穫でした。それも全て周りの方々の協力のおかげです。余裕がないとな

かなか難しいかもしれませんが、自分の事も周りの事も大切にしてあげてください。

ここで頑張った経験は、これからの自信と助けになります。友人や家族に堂々と言

い切れるくらいぜひ頑張ってほしいです。皆さんにお会いできる日を楽しみにして

います。

公務員試験合格を目指す、すべての受験生へ

本番はあまり気負わず、自然体で臨めれば最高だと思います。そのために、準備

段階であらゆる質問を想定して、第三者の意見も聞きつつ、とことん自問自答し

ておくと良いと思います。

面接試験（公務員試験全般）対策についてアドバイスを！

受験生時代の１日のタイムスケジュール

たと思います。

朝は計算問題、夜は暗記科目に

取り組むことが多かったです。

午後は集中力を維持するため、

こまめに小休憩を挟んでいまし

た。お昼寝も気分転換になるの

でよくしていました。

ホームページやパンフレットを主に活用しましたが、抽象的な説明が多く、具体

的な業務や働いている方、職場のイメージがつかめず苦労しました。春先に行わ

れた官庁訪問の時に、実際に働かれている先輩方に会い、話をしてぐっと身近に

なったことを覚えています。

面接試験以降、あまりに疑心暗鬼になっていたことを反省しています。面接時の何

気ない試験官の一言で落ちたなと思ったり、採用担当者の言葉に裏の意味を見出そ

うとしたりと、考えすぎでした。素直な気持ちで臨むことをお勧めします。クール

ビズはクールビズでした。（上着を着用してくるかは試されてはいません。）

公務員試験で失敗したこと

1番勉強していた時期は、基本的にごはんやお風呂の時以外はずっと机に向かってい



情報収集で苦労した点、工夫した点

大学が県外だったため直接説明会に行ける機会が少なく、職場の雰囲気や、実際に働い

ている人はどんな方々なのかを知るのに苦労しました。先輩の話や体験談などを参考に

したり、帰省のタイミングで説明会に参加したりしました。

2020年4月：理財部融資課 所属

私は地方公共団体への財政融資資金の貸付や、実

地監査を行っています。財務局の魅力は、幅広い

業務を経験できることや、デスクワークばかりで

なく、外に出る機会が多いことだと感じています。

田中 絵理

TANAKA Eri

8時：起床、朝食等

9時～12時：勉強（数的処理や文章理解）

12時～13時：昼食、友達と話しつつ休憩

13時～18時：勉強（法律系・経済）

18時～19時：夕食

19時～22時：勉強（政治学・行政学など）

23時：就寝

睡眠

起床

朝食

勉強

昼食

休憩

勉強

夕食

勉強
その

他

公務員試験は筆記試験と面接試験があり、とても長い道のりで心が折れそうになる時もある

と思います。私自身、公務員試験期間中、辛くなることが多々ありましたが、それを乗り越

え最後に内定をもらえた時は、「ここまで頑張ってよかった！」と思えました。皆さんも、

辛い時を耐え抜いた先には素晴らしい瞬間がくるはずです。

友達と遊ぶなど、たまに息抜きしながら最後まで頑張ってください！

公務員試験合格を目指す、すべての受験生へ

過去問などを参考に、解答の構造と得点となる重要な点を覚えておけば、どんな問題に

対しても応用して解答できると思います。記述試験については、受験案内に記載されて

いる配点比率を参考に、より比率の高い多肢選択式に力をいれたため、あまり時間を割

けませんでした。

筆記記述試験についてアドバイスを！

初めのうちは、言葉がまとまらず意味の分からないことを言ってしまうこともありますが、

大丈夫です、練習をこなすうちにすぐに形になります。面接は自分の評価と面接官の評価

で差異があると感じたので、公務員講座等の先生や友達などいろんな方に見てもらうと良

いと思います。

面接試験（公務員試験全般）対策についてアドバイスを！

面接試験は、筆記試験が終わった後すぐにあるので、時間のあるときから自己分析などを進

めておくと、慌てずに面接試験の準備をできると思います。

財務専門官試験を通してアドバイスを！

受験生時代の１日のタイムスケジュール

基本的には、午前中は数的処理や文章理解、英語などの教養科目を重点的に勉強し、

午後は法律系や経済原論などの専門の主要科目を勉強していました。

１番勉強していた時期は、以下のように過ごしていました。

受験先の業務内容をしっかり調べておらず、ある公務員試験の面接で、やりたい仕事につ

いて聞かれた際にうまく答えられなかったので、業務内容をしっかりと調べておけばよ

かったと思いました。

公務員試験で失敗したこと、こうすればよかったと思うこと


