平成 28 年度入省予定
環境省一般職理工系
内定者の声

H28 年度

環境省一般職理工系

内定者の声

はじめに
本紙は環境省一般職理工系内定者（H28 年 4 月入省予定）が自主的に製作したもので
す。幅広い人材を求める環境省を皆様に知っていただくこと、環境省に興味を持っていた
だくこと、国家公務員を志す受験者の御参考となること等を目的に製作する運びとなりま
した。ここに示した内定者の経験が、皆様の進路選択の一助となれば幸いです。
平成 27 年 12 月
環境省一般職理工系内定者

一同

《本紙構成》
第一部 内定者プロフィール
◆基本データ
（学科/専攻、学歴・性別・年齢、試験区分、国家公務員試験合格年度など）
◆自己紹介
◆志望動機
◆環境省を志望される方へのメッセージ など
第二部 内定者の国家公務員採用一般職試験 体験記
 勉強量について
 勉強・試験内容について など
第三部 内定者の官庁訪問

体験記

第四部 内定者による環境省紹介(総合職・一般職合同)

業務内容・人・イメージ

※第一部から第三部は HP で公開しており、第四部は説明会等での配布のみとなっており
ます。気になる方は、ぜひ環境省の説明会にご参加下さい。

《付記》
本紙内容に関する責任は、全て製作者である内定者にあります。また、各人の考え方、
勉強法などはあくまで個人的な見解です。御理解の上、ご覧下さい。また、次年度以降の
採用試験では、試験日時や英語試験の活用など、H27 年度試験と一部違いが見られる場
合もございますご注意下さい。詳しくは、人事院 HP でご確認下さい。（人事院
http://www.jinji.go.jp）
以上のことを、十分にご理解くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
もし、内定者に質問や相談等がございましたら、下記の連絡先までお気軽にご連絡下さ
い。
（環境省とは直接関係がないことにはご留意下さい。
）
E-mail: h.27env.rikou@gmail.com
内定者の期間ということで、平成 28 年 3 月 31 日まで承ります。
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H28 年度

第一部 H28 年度

環境省一般職理工系

内定者の声

一般職理工系内定者のプロフィール

H28 年度に入省する予定の一般職理工系内定者は、全 3 名となりました。今年から採
用が始まった一般職理工系の内定者です。前情報がない中を、我々一同よく志望したと思
います。それぞれ別々の分野を専攻していますが、みんなが環境問題に関心を持っている
ことは共通しています。それぞれがそれぞれの見方をしていますので、その違いも含め、
3 人だけですがバラエティがあって面白いと思います。
第一部では、個人情報保護の観点から実名の代わりに各内定者の PN（ペンネーム）を
記載しております。
我々一般職内定者全員の個性と様々な考え方を、環境省を志望する皆様に感じていただ
ければと思います。

H28 年度 一般職理工系内定者の内訳

《男女比》
女性 1名

男性 2名

《学歴》
修士新卒
3名

《官庁訪問時の初回訪問日》
1日目 1名

2日目 2名
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H28 年度
きりんとらくだ

ぺー

環境省一般職理工系

内定者の声

うざりす

PN：きりんとらくだ
基本データ
【大学所在地・学科/専攻】
東京都・情報理工学研究科

情報通信工学専攻

【学歴・性別・年齢】
修士新卒・男性・24 歳
【試験区分】
電気・電子・情報（大卒程度）
【国家公務員試験合格年度】
平成 26 年度
【試験席次】
上位 10%ほど
【説明会参加回数】
6回
【併願した省庁（第一クール訪問順）】
環境省→気象庁（予約のみ）
【就活のスケジュール】
時期
修士 1 年

修士 2 年

内容
4月

はじめは気象庁を目指し、国家公務員を考えはじめる。

6月

一般職試験！

7月

一般職人物試験！

8月

合格通知が届く。官庁訪問等はよくわからなかったので行かず。

3月

環境省の説明会に初めて参加、進路を迷う。

6月

説明会を重ね、熟考の末、環境省が第一志望となる。

7月

総合職 2 次試験で不合格になり、進路を迷う。

8月

環境省が一般職の採用をすることを知り生き返る。
環境省を 1 日目に官庁訪問する。

3

H28 年度
きりんとらくだ

ぺー

環境省一般職理工系

内定者の声

うざりす

【私はこんな人です】
● 外に出るのが好き
たまに屋内に一日中いることに気付くとあわてて外に出ることもあります。
● 独り言が多い
研究室の人からは公認されています。（はず）
● 目標は阿部寛さん
憧れです。
【趣味・特技】
● クライミング、山登り
ずっと山登りが好きで、どんどん傾斜が好きになり、壁を登る（ボルタリング）よう
になりました。
● バレーボール
小学校からやっています。僕が細長いので、バレーボールをしていると伝えると、
やっぱりとよく言われます。今も社会人バレーサークルで活動しています。
● オセロ
大会に 2,3 回出ました。アマチュアの部ですが、小学生にも負けました。特技では
なく片思いの趣味です。
【志望動機】
子供のころから、空を見て育ってきたので、環境や気象に強く興味を持っていました。
そして現在研究として気象を学んでいく過程で、環境の変化の影響の大きさを感じ、環境
を 1 番に考え仕事をしたいと思い志望しました。説明会で職員の方々が、面白い仕事だ
とおっしゃっていたのも決め手の一つでした。
【環境省を志望される方へのメッセージ】
実は、僕は環境省の説明会で、コップを落とし、職員の方の靴に水をかけてしまったこ
とがありました。あの時の、青ざめた気分は今も忘れません。そんな僕でもきちんと考え
や思いを伝えて採用に至りました。
（笑）
。その立場から言うのもなんですが、自分がやり
たいことをなんとなくでもわかっているといいと思います。それとこれもおこがましい限
りですが、自分と職員の方々の雰囲気が似ていると感じました。まずは、説明会にて業務
のみならず人をみて、自分と合うかどうかを想像してみるとよいかと思います。想像して
モチベーションを高め、
頑張ってください。また、些細な失敗はリカバーしていけばいい！
そんな風土のある組織だと思います。
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H28 年度
きりんとらくだ

ぺー

環境省一般職理工系

内定者の声

うざりす

PN：ペー
基本データ
【大学所在地・学科/専攻】
東京都・理工学研究科 光エレクトロニクス専攻
【学歴・性別・年齢】
修士新卒・女性・24 歳
【試験区分】
電気・電子・情報（大卒程度）
【国家公務員試験合格年度】
平成 26 年度
【試験席次】
下から数えた方が早い
【説明会参加回数】
2回
【併願した省庁（第一クール訪問順）】
国土交通省→環境省
【就活のスケジュール】
時期

内容

2013 年 冬

友人から国家公務員を勧められ、研究しつつ試験勉強に取り組む。

2014 年 夏

総合職→不合格、一般職→合格 公務員の道を考え始める。
地方公務員と国家公務員の違いを知るため、東京都庁と総務省のイ
ンターンシップに参加。

2014 年 秋－冬

より住民に近い立場で公務員として努めたいと思うようになる。
地方公務員(東京都)を第一希望として、試験勉強を再開。

2015 年 1, 2 月

民間企業も視野に入れて就活をするため、民間企業の短期インター
ンシップ(工場見学等)に参加。

2015 年 3 月

就活スタート！合同説明会に参加。
一般職セミナーで環境省の説明会に参加するが、自然系しか募集し
ていなかったため気まずくなる笑

2015 年 5 月

地方公務員(東京都)の試験に力を入れていたため、総合職を再受験す
るが一次試験で不合格。

2015 年 6, 7 月

少しでも面接という場に慣れるため、民間企業の面接を受ける。

2015 年 8 月

地方公務員(東京都)の人物試験が不合格となり、愕然とする。
落ち込んでいる暇はないので、面接対策を見直して官庁訪問に臨も
うとしたところ、環境省の HP をみて、一般職理工系の採用も行って
いることを知り、官庁訪問直前の説明会に参加。説明会で話を聞い
て、環境省への気持ちが高まる。色々なご縁もあり、環境省内々定！
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【私はこんな人です】
● 動物大好き
環境省を志望した理由の一つです。実家には犬(トイプードル)2 匹、鳥(さくらイン
コ、キンカチョウ)2 羽、ハムスター(ジャンガリアン)16 匹飼っていて、とてもにぎ
やかです。
● 負けず嫌い
小さい頃は、トランプで負けたときも悔しくて泣いていました笑
特にスポーツをするときは熱くなってしまうところがあります。
【趣味・特技】
● スポーツ(硬式テニス、バスケットボール、卓球、水泳、剣道 etc.)
ただし、比較的大人数でできる野球、サッカーは苦手笑
試合中は褒められると調子に乗ってしまう傾向があるので、喝を入れてほしいです。
● 愛犬との散歩が日課です。
早朝の散歩担当をしています。目覚めスッキリ！
犬がきっかけで、新しい出会いや発見があって楽しいです。
【志望動機】
はじめは、友人から地元の河の臭いが気になると言われたことや、夏場飼い犬を散歩さ
せるときに道路が熱されて日中は散歩させることができず、例えば断熱材のようなもので
道路をコーティングしてヒートアイランド現象を緩和させることができないかと思った
ことがきっかけで環境問題を考えるようになりました。
また、民間企業の工場見学をさせてもらったときに、環境や生命体にとってどうなのか
な？と思ってしまうような研究開発をしていて、そういった企業の抑制や、新しいものを
開発するにあたっての基準を作っていきたいと思いました。
環境問題は日本だけにとどまらず地球規模の問題であって、自分ひとりの力や、民間企
業の力だけでは環境問題を解決することはできないと思い、環境省を志望しました。
私の専門としている研究は光通信ですが、半導体やナノ材料を扱っているため応用化学
的な部分も勉強してきたので、化学物質などの分野で私の知識が活かしていきたいと思っ
ています。
【環境省を志望される方へのメッセージ】
今年から一般職理工系の採用が始まり、環境省でも多種多様な人材を求めているように
感じました。私の専攻分野は光通信で、環境についての勉強をしてきていませんでしたが、
環境問題に取り組みたい！世界規模で環境をより良くしていきたい！という思いがあれ
ば、どんな専攻でも大丈夫だと思います。
（ちなみに電気電子や機械という専門の先輩も
いるそうです！）今まで勉強してきたことも要所要所で活かしていきたいと私自身思って
います。就職活動時期が後ろ倒しになり、不安や焦りがあるとは思いますが、自分らしく
環境省を志望する思いを伝えれば、職員の方々も一緒に働きたいと思ってくれるはずです。
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H28 年度
きりんとらくだ

ぺー

環境省一般職理工系
うざりす

PN：うざりす
基本データ
【大学所在地・学科/専攻】
東京都・理学研究科 応用物理学専攻
【学歴・性別・年齢】
修士新卒・男性・23 歳
【試験区分】
物理（大卒程度）
【国家公務員試験合格年度】
平成 26 年度
【試験席次】
下の下
【説明会参加回数】
4回
【併願した省庁】
環境省→総務省
【就活のスケジュール】
時期

内容

2014 年 4 月

就職のことを考え、公務員試験を受けようと決意。

2014 年 6 月

1 次試験を受験。

2014 年 7 月

官庁訪問直前の説明会に参加。

2014 年 7 月

2 次試験を受験。

2014 年 8 月

公務員試験（人事院）に合格。

2015 年 3 月

公務員の学内セミナーに参加。

2015 年 7 月

省庁主催の説明会に参加。

2015 年 8 月

官庁訪問直前の説明会に参加。

2015 年 8 月

官庁訪問で環境省に訪問 ＆ 内々定をいただく。

2015 年 10 月

環境省に内定。
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【私はこんな人です】
● 明るく元気な人！
「明るく元気に」をモットーに日々生活しています。ときどき疲れて気持ちが消極的
になるときもありますが、迷ったらやってみようという気持ちを常に持つようにして
います。やってみて失敗してもいい経験と割り切ることで人生を楽しんでいます。
【趣味・特技】
● スポーツ（主にラケットを用いたもの）
小学校では卓球、中学・高校・大学ではソフトテニスをやってきたので、体を動か
すことが好きです。大学生のときは友達と地区の体育館や学校の体育館を借りてバド
ミントンをして遊んでいました。
【志望動機】
● 何に興味があるかを考えた結果……
何に興味があり、これからどんな仕事に就こうと考えたとき、１番最初に思い浮か
んだものが環境問題についてでした。とくに人が生活するのに欠かせない水について
の環境問題に興味を持ちました。そこから似たような環境問題について調べていくう
ちに環境問題全体に興味を持ち、これらの仕事に関わりたいと考えたことが環境省を
希望した動機です。
【環境省を志望される方へのメッセージ】
パッと頭に思い浮かぶものに関連するものを調べ、次から次へと興味がわくことを探す
といいと思います。家族や友人など身近な人との会話の中で、少しでも気になったことを
調べてみるのもいいと思います。
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