
2022年度内定者

内定体験記



 

はじめに 
本資料は、林野庁への入庁を希望する皆様へ参考にしていただくために、2022年度林野庁一般

職大卒内定者（2023年度新規採用者）から、勉強方法や採用面接対策、志望理由等を聞き取り、
取りまとめた「内定体験記」です。 

 
体験記は内定者の中でも割合を多く占める試験区分「林学」を専攻した方、「林学」を独学で受

験された方、そして、行政の方と３つに分類しました。 
 
体験記からわかるように、林野庁の内定者は様々な分野の学問に励みながら、多様な志を抱き

つつ、それぞれに適した方法で試験に臨んでいます。また、林野庁でも同様に、多様な人材を求
めています。 

 
試験・面接対策に正解はありません。対策に励む中で不安になった時、先輩たちが工夫を凝ら

している姿や奮闘する姿を参考にしていただければ幸いです。 
 
 
 

一般職試験（大卒程度）について  
 採用までに２つのプロセスがあります。１つ目は人事院が行う国家公務員試験で、２つ目は各
府省で行う官庁訪問等の採用活動です。これらに通過することで晴れて国家公務員として採用さ
れます。林野庁の官庁訪問は、職場の雰囲気を感じてもらうだけでなく、入庁するにあたっての
疑問を解決する場としても設けており、その後に採用面接を行います。 
 

2022 年度試験日程（参考） 

3月 18日～4月 4日 申込受付期間 

6月 12日 一次試験 

7月 6日 一次試験合格発表、官庁訪問予約開始 

 

 

 

 
 

7月 8日～7月 12日 官庁訪問・採用面接① 

7月 13日～8月 29日 二次試験（人物） 

8月 10日～8月 12日 官庁訪問・採用面接② 

8月 16日 最終合格発表・内定 
 



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 森林生態学 併願先 東京都庁

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

面接カードはExcelで入力し、質問してもらいたいポイントをいくつか用意して記入しま
した。面接カードでの失敗談としては、資格などを入力する欄に自動車免許を書き損じた
ことです。事前面談で自動車免許の有無を確認されたので、既に所有している方は忘れず
に記入なさった方が良いかと思われます。

幼少期より森林を利用したキャンプ、ハイキング、山登りといったレクリエーションが好
きで、その延長で森林に関わる学科を有する大学へ進学しました。入学後、大学で開催さ
れた森林・林業白書説明会で林野庁の業務内容を聞いて興味を持ち、関東森林管理局で開
催された春期インターンシップに参加し、林野庁への志望が確固たるものとなりました。

公務員試験は民間企業の就活に比べて時期が遅く、周りの友人が内定をもらって遊び始め
ている時に本番なので、試験前は気持ち的に焦りが出てくると思います。しかし、周りと
比べるのではなく自分のペースで目標に向かって努力できる人が最終的に内定や合格を掴
み取ることができると思うので、諦めずに最後まで頑張ってください。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

教養科目は数的処理(判断・数的・空間・資料)が得意だったので一番勉強時間を費やし、
試験本番でも他の科目より多めに時間配分を取りました。数的処理は典型的な問題は絶対
落とさないように解法を暗記するくらいまで演習し、あとは試験当日までにどれだけの解
法パターンを経験できるかがカギになってくると思うので、教養科目の中では一番最初に
取り組むことをお勧めします。

専門試験は過去問(R３〜H24)を中心に暗記するような勉強法で、過去問を解くために林業
白書や実務必携を利用しました。過去問で出たところを中心にマーカーや付箋を貼って対
策をしましたが、今思うと専門試験に関しては他の範囲と関係性があったりするので、最
初から一部分だけの対策を行うのではなく隅から隅まで全部読み込み、全体的な流れを把
握してからの方がその後の勉強がスムーズに進むと感じました。

私は官庁訪問１日目の午前に予約ができ、事前面談・採用面談合わせて大体4時頃までか
かりました。全体を通して緊張はしましたが、職員の方々は穏やかな印象で話しやすい環
境にあったと思います。待合室では、パンフレットや入庁後の案内の資料などが置いてあ
り面接までの時間で自分が働いている姿をイメージできる有意義な時間にできました。

採用面接は１対３の形式で、基本的には面接カードから聞かれます。面接では常に問われ
て内容に対して簡潔に答えて、自分が職員になった時にどのように活躍できるかを面接官
に想像させられるように対策しました。また、個人的にインターンシップに参加した時に
お世話になった職員の方が面接官だったので、リラックスして自分の思いが伝えられたと
思います。



学年 修士２年 試験区分 林学

専攻 森林生態学 併願先 県庁(林業区分)

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

　「結論→理由→背景」という文章構成を意識して書きました。また、面接カードに書い
た内容を基に模擬面接(注１)を行い、伝わりにくいと思う部分や、自分がすらすら喋られ
ない部分の改善を繰り返して面接カードを完成させました。
（注１：ここで指す模擬面接とは、誰かに面接官役を頼んで面接練習することではなく、
自分１人で面接官役と受験者役を担いつつ面接練習することです。）

　地域の森林における課題解決に取り組むことで、国有林野に多く見られる生物多様性に
富む優れた森林生態系を保全する業務に携わりたいと考えたためです。具体的には、広大
な面積の森林に影響をもたらす可能性がある、ニホンジカによる食害や病虫害への被害対
策に取り組みたいと考えております。「豊かな自然を将来に受け渡すことで、次世代の
方々にも森林に対する感動を味わってほしい」という思いから、林野庁への入庁を決意し
ました。

　私の場合、研究室の教授や卒業された先輩、家族等、応援してくださる方に囲まれつ
つ、受験勉強や面接対策を進められました。就活中は将来に不安を感じてストレスを抱え
やすいと思いますが、信頼する方々に応援してもらえることは、精神的な支えになりま
す。「周りの方を大切にしながら、日々を過ごす」ということが公務員試験を成功させる
上で重要であると考えています。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

　実務教育出版で発行されている「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６」を用いまし
た。文章読解（現代文・英文）を得点源にするために、問題形式ごとに効率が良い読み方
を定着させました。数的推理・判断推理を第２の得点源とするために、「解く→正しい解
き方の確認→忘れた頃に再度解く」というプロセスを繰り返しました。他科目は高校在学
時にやった内容の復習が有効かと思います。

　専門試験(択一)では、「過去問5年分・最新の林業白書・様々な学術参考書」を用いま
した。過去問を解き、正解の文章の内容を覚えました。次に不正解の文章のどの部分が誤
りなのか、林業白書や学術参考書を調べて改めるようにしました。専門試験(記述)では、
択一問題で必要な知識をある程度習得した後、過去問を解きました。「60分で解答する→
じっくり考えて自分なりの最適解を書く」ということをしました。

　事前面談では、取得していた資格が林野庁においてどのように活かされているのか等を
質問しました。本番の面接では、面接カード(Excel入力)への記載情報を基に質問されま
した。林野庁に入庁したい理由とその背景、将来の展望、自分の経験とそこから学んだこ
とを分かりやすく伝えられるように心掛けました。対策として、頭の中で伝わりやすい文
章を作り聞きやすい声で話す練習をしました。

　面接カード(手書き)を当日提出し、記載情報を基に質問されました。また、適性検査か
ら推測される私自身の性質に関する質問もされました(緊張したときは、どのように対処
するか等)。対策は官庁訪問の時と同様です。自分の志望や魅力をアピールするために、
これまでの経験の振り返りと価値観の把握に努めました。また、相手に分かりやすく伝え
る能力を養うため、模擬面接(注１)を数十回行いました。



学年 修士２年 試験区分 林学

専攻 木質科学 併願先 都道府県庁、民間企業

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

手書きと比べて読みやすく、情報量も増やせると感じたためExcelで作成しました。周囲
もExcel入力が多数派でした。基本的な構成は民間企業のESと同様に結論ファーストで、
全体（特にアピールポイントと長所/短所、努力したこと）の一貫性を意識しました。曖
昧で抽象的な表現は避け、なるべく簡潔に記入すること、誤字脱字に気をつけることも重
要で、内容自体は「何が理想とされるか」等あまり気にせず、自身の経験から得たことを
素直に書けば良いと思います。

幼少期から身近に感じていた大好きな樹木、ひいては森林の保全と利活用に携わる仕事に
就きたいと望み、入庁を決めました。広大な国有林を対象とした幅広い業務に関わること
ができる点や、林業の中枢となる政策の企画立案に採用区分を問わず参加できるチャンス
がある点が林野庁ならではの魅力だと思います。また、木製品に囲まれた職場環境や、説
明会等でお世話になった職員の方々の和やかな雰囲気が自分に合っていると感じたことも
大きな要因です。

まず、民間企業の就活と比べて長丁場なうえチャンスも限られる公務員試験のプレッ
シャーは大きくて当然です。はなから一人で全部乗り越えようとせず、悩みや不安を吐露
できる相手（家族や受験仲間、就活支援センターの職員など）を見つけて頼ってくださ
い。もし受験勉強の途中でやる気がなくなったり、計画どおりに進められなくても、諦め
なければ大丈夫です。肝要なのは「怠惰な自分と上手く付き合いながら地道に継続する」
ことです。道は必ず拓けるので、気楽に構えてください。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

予備校や講座には通わず、具体的な勉強計画はエクシア出版の「公務員試験　受かる勉強
法・落ちる勉強法」という本を参考に約半年間で設定しました。私は平均して１日３時間
ほどしか勉強できなかったので、誰もが解けそうな基礎問題は最低限マスターすること、
何度も躓く問題は潔く捨てて解きやすい問題に専念することを意識しました。勉強時間の
確保が困難＆専門試験・面接に自信がある人は足切り突破を目標に割り切って対策するの
もありかと思います。模試は直前期に一度だけ受けました。

教材は過去問集、森林・林業白書、森林・林業実務必携の３点で記述試験も含めて十分対
策できると思います。私はまず数年分の過去問から各分野の頻出問題を洗い出し、それら
の解答に必要な知識（正答以外の選択肢も参考にする）から優先的に勉強しました。政策
や経済の動向に関する問題は内容が毎年更新されるので、過去問で大体の傾向を掴み内容
自体は最新版白書で学ぶと良さそうです。必要とされる知識は記述試験でも大差ないの
で、強いて言えば文章力を鍛えることが重要だと思います。

私は人事院面接後に設けられた後半枠を予約して臨みました。午前中に事前面談が１対１
で20分ほど、午後に採用面接が１対３で10分ほど行われました。事前面談では職員の方が
受験生の緊張をほぐすつもりで様々な不安や疑問へ優しく丁寧にご回答くださるので、あ
らかじめ質問を整理しておくと貴重な機会を有効活用しつつリラックスできると思いま
す。控室では他の受験生と自由に雑談しましたが、お互いの緊張感を共有できたことで孤
独が解消され、励みになりました。

質問は基本的に面接カードの内容に沿って雑談ベースで行われました。私の場合はまず志
望動機を聞かれ、その後に趣味や研究テーマの意義、配属先の希望順位について聞かれま
した。途中どうしても緊張して上手く言葉が出ない場面もありましたが、面接官の方々は
こちらの動揺に理解を示してくださったので、焦らずゆっくりと会話のキャッチボールを
心がけました。ポイントは「困った時ほど笑顔で明るく話す。質問には相手の顔を見て端
的に答える」ことだと思います。



学年 修士２年 試験区分 林学

専攻 森林生態学 併願先 都道府県庁（林業）、林木育種センター

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

Excelで記入しました。面接官の方に興味をもってもらえるような内容や書き方で、１文
が長くならないよう、簡潔に書くことを意識しました。

幼い頃から自然豊かな環境で生活していたため、自然の中で働き、人の役に立つ仕事に就
きたいと考えていました。高校生の時、将来について考えていたところに森林官という職
業を知り、それがきっかけで目指すようになりました。日本全国の国有林で働くことがで
き、より多くの人の生活を支える仕事に魅力を感じ、林野庁に決めました。

実際に就職活動を行う中で、林野庁は官庁訪問での採用面接が最も重要だと感じました。
筆記試験に力を入れて取り組んでも、採用面接で落ちる可能性は十分にあります。早い時
期から勉強を始めることも大切ですが、時間に余裕のあるうちに日本の自然遺産や国有林
に足を運び、そこで働く自分をイメージすることが面接で話す内容につながるのかなと思
います。公務員であるため、業務を行った先に、国民の生活に役に立つということを第一
優先に、携わりたい業務を考えるといいと思います。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

勉強は試験の半年前ぐらいから始めました。文章理解（現代文と英文）は毎日必ず５問ず
つ解いて慣れるようにしていました。一般知能は数的処理と判断推理を中心に過去問を解
きました。一般知識は、人文科学と社会科学は捨てて、自然科学に専念しました。時事に
ついては、試験２か月前から、youtubeで寝る前に勉強しました。

５年分の過去問を森林・林業白書と森林・林業実務必携を参考に何度も解きました。各年
の過去問を２部ずつ用意して、１部は解く用に、もう１部は書き込みを入れて参考書代わ
りに使用していました。何度解いても覚えられない内容は、ノートにまとめて暗記するよ
うにしていました。

事前面談は15分ほどで、職員の方が話しやすい空気を作ってくださり、リラックスして話
すことができました。面接カードの内容の掘り下げをしてもらえて、採用面接直前の内容
整理を手伝ってもらえました。その後は、職員の方に実際に経験した業務について聞かせ
ていただき、有意義な時間でした。

１対３の面接で、すごく話しやすかったのが印象に残っています。卒業研究の内容や、携
わりたい業務、普段の生活、希望する勤務地について聞かれました。全国転勤についても
少し触れられました。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 森林資源科学 併願先 関東地方整備局、民間企業

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

私は民間企業にも何社かエントリーして、自分の考えや長所短所、取り組みたいことを文
章でまとめる練習をしました。志望理由はしっかり書いた方がいいと思いますが、自分が
語りたいことは少し抽象的に書いて質問を誘導する作戦もありだと思います。

まず、大学入学当初から自然に関わる仕事、様々な人や土地に出会える全国転勤の仕事が
したいと思っていました。その後新型コロナウイルスが蔓延し、多くの活動が制限され歯
がゆい思いをする中、唯一思う存分にできたことが大学で専門としていた森林・林業の勉
強だったので、そこで得たものを十分に活用することが４年間の一番有効な使い方だと思
い、これら全てが叶う林野庁を目指しました。

多くの人が半年から１年以上の長い時間をかけて対策を行うかと思われます。周りの人た
ちより就職先が決定するのが遅くなるかもしれませんが、あせらずにどっしりと構えて試
験に挑んでください。疲れたら自然に触れましょう。癒されると同時に闘志もみなぎって
くるはずです。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

最初はほとんど全ての科目が全くと言っていいほどできませんでした。数的処理・判断推
理は大学３年の８月くらいまでは簡単な問題で基礎的な公式などを身に着け、その後、
徐々に難しい問題にチャレンジして頭を柔らかくする訓練をしました。資料解釈、文章理
解も同じく、難しめの問題にも果敢にチャレンジしてコツを掴むことが大切です。

５年分の過去問を繰り返し解きました。その上で森林・林業白書、森林・林業実務必携が
必須アイテムとなりますので、試験に出そうなページは隅々まで読み込んで覚えておきま
しょう。過去問で満点に近い点数が取れるようになってきたら、さらに細部の確認をして
おくと高得点を狙うことができ、試験の後安心できます。

まず、予約は慌てず落ち着いて行い、他省庁や民間企業の面接と被らないように注意して
ください。官庁訪問では待ち時間が長くなりますが、職員の方や他の受験生の方々と趣味
や学校のことなど、思いの他気軽に話せますのでそこで肩の力を抜きましょう。

面接官は３名でした。特に緊迫した雰囲気になることはなく、面接カードに書いてあるこ
とを掘り下げていく形になりますので、自分がやってきたこと、これからやりたいこと、
思っていることを落ち着いて伝わりやすく話せば大丈夫です。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 生態学 併願先 環境省、東京都

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

まずは大まかにノートにひたすら少しでも書けそうと思ったことを書いていきました。そ
の中でどのエピソードが最も強く面接官の方に興味を持ってもらえるか、自分の気持ちを
伝えることができるかを吟味しそのエピソードを深掘りしていきました。現在林野庁で
行っている政策にしっかりと目を通して、そこから自分だったらさらにどんなことがして
みたいかを考えてまとめました。

私は元々自然が好きで、自然と関わる仕事がしたいと考えていました。森林は多くの生物
が生息地として利用している一方で二酸化炭素の固定機能による地球温暖化の防止にも貢
献します。これらの重要な機能を兼ね備えた森林を日本全体の規模で管理し、世界との連
携も行っている林野庁であれば世界が抱える課題を森林の適切な管理といった立場から解
決できると考えたからです。

公務員試験は大学入試とは異なりとても孤独です。さらに専門科目が林学であればより一
層周りで同じ境遇の人は少なくなります。ただ、毎日少しでもいいので継続していくこと
で必ず結果は出てきます。私も去年上記のようなアドバイスを読んで本当なのかと不安に
思っていましたが、今は実体験として言えます。必死に努力した人には必ず結果が出てき
ます。学業との両立で大変だとは思いますが頑張って下さい。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

年が明けるまではひたすら数的処理と判断推理を継続していました。そして年明けから文
章理解を進めて、自然科学や人文科学等の科目は２～３月から始めたためかなり直前での
スタートになりました。数的処理と判断推理に関しては学内講座で使用しているテキスト
を使い、その他の科目は使いやすいものを講座と市販のテキストの中で使い分けていまし
た。

過去問を人事院から取り寄せて、大学の図書館で調べながら解答を作成していました。問
題をノートに貼ってその下に正解を選ぶ根拠を書き、そのノートを自分で何度も見ながら
問題を繰り返し解くということを継続していました。

とにかくとても緊張していました。ただ、面接官の方はとても穏やかな雰囲気で対応して
下さったので、私の思いもしっかりと伝えることができたのではないかと感じています。
当日は周りの方が全員優秀に見えますが、緊張しているのはみんな同じなのでぜひ待ち時
間に話しかけてみるといいと思います。

本番は緊張して体感としてはとても一瞬でした。やはり自分はどんな人間であるか、そし
て林野庁で何をしていきたいかをまとめておくことが良いと思います。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 森林科学、森林資源化学 併願先 秋田県庁、秋田県警

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

官庁訪問に使うものはExcelで入力し、人事院面接に使うものは手書きのものを使用しま
した。印象に残っている出来事を書き出し、そこから得たことや学んだことを整理すると
書きやすいです。完結に書き、詳しいことは面接の中で説明するようにするとよいと思い
ます。書いた自分が混乱しないように官庁訪問と人事院面接の面接カードには同じ内容の
ことを書きました。

出身地に関係なく様々な場所で仕事ができることに魅力を感じたからです。転勤しながら
植生の違いや気候の違い、食文化の違いを知りたいと思います。

試験勉強ばかりでナーバスになることがあるかと思いますが、そんな時には友達とお話し
たり遊んだりした方がいいです。自分のストレス解消方法を見つけて息抜きすることがと
ても重要だと思います。また、就活が終わった後のご褒美を作ってモチベーションを保ち
ました。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

大学の公務員講座を受講していたのでそのテキストを使用して勉強しました。数的処理は
テキストを一周した後に分からなかったところだけ２、３周しました。英語には毎日触れ
るようにして苦手意識をなくすようにしました。社会科学、人文科学は試験３か月前くら
いから詰め込むようにし、自然科学に関しては高校で学んだ知識で十分だったのでほとん
ど手を付けませんでした。日ごろからニュースを見ていると時事問題にも対応できるよう
になるはずです。

過去問３年分を解き、５択のうちのどこが間違っていてどこが正解なのかを白書と照らし
合わせながらノートにまとめました。数年分やると出題の傾向がつかめます。白書のデー
タやグラフを切り取ってノートに貼るとノートだけで完結させられるのでお勧めです。

午前の事前面談では入庁後不安なことを質問できました。評価には影響しないとは聞いて
いましたが緊張しました。午後の面接担当者はよく笑ってくれる方だったので緊張せずに
お話できたと思います。基本的に面接カードに沿って聞かれるため、書いたことに関する
エピソードを整理しておくといいと思います。

面接カードに沿って質問される上に深堀りされることもなかったため、笑顔や話し方、姿
勢といった基本的なことができていれば大丈夫だと思います。官庁訪問との共通点とし
て、卒論について詳しく聞かれることが多いので、自分が今後何を研究してどんなデータ
が欲しいのかなどを説明できるようにしておくといいです。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 森林計画学 併願先 環境省、都道府県庁（林学職）

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

Excelで記入しました。誇張した内容は避け、深堀りされてもいいように正直に記述しま
した。質問をしてもらえるように具体的に書き過ぎないことと、枠に対して余白がなるべ
く無くなるように意識しました。また、講師や友人など多くの人に見てもらい、添削をす
るとより熱意が伝わる文章が出来ると思います。

幼少期からキャンプや虫取りで自然と関わり、自然についてもっと知りたいと考えたた
め、大学では森林・林業について学び、その知識を活かしたいと考えていました。林野庁
は、国有林という現場をもっており、直接自然に触れながら仕事が出来る上、全国に出先
機関があるため、日本の様々な森林で幅広い業務の経験が出来ることから林野庁を志望し
ました。

公務員試験を通して情報収集がとても大切だと感じました。試験で使う科目や希望の職種
の業務内容、日程などを把握し、先に先に行動していけば余裕をもって臨むことが出来る
と思います。公務員は内々定が出る時期が遅く、周りが就活していく中で焦ったり、官庁
訪問の際にライバルが全員頭が良さそうに見えて自分なんかと思うことがあるかもしれま
せんが、あなた自身の努力は必ず力になっているので、最後まで自分を信じて走り抜けて
下さい。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

数的処理や判断推理に力を入れて取り組みました。最初の頃は、一問ごとに時間をかけ過
ぎていたため、時間を計り本番のスピード感に慣れるようにしました。暗記科目について
は、時事問題と大学受験で選択した科目に絞り勉強していました。

森林・林業白書と森林・林業実務必携、過去問を使用しました。過去問は、間違った問題
だけではなく、正解した問題も全て誤った選択肢の内容は調べるようにして、どこが間違
いなのかをノートにまとめました。また、友達と過去問を出し合うことで自分が見落とし
ていた箇所に気づくことや、後一点を狙いにいくことができました。

控室に着くと職員の方から当日の流れを説明していただき、事前面談の順番を待ちまし
た。待ち時間は職員の方が「質問はありませんか」と話す場を設けて下さり、和やかな雰
囲気でした。事前面談は１対２で面接カードに沿った内容で行われました。回答に詰まっ
ても、こちらの気持ちを汲み取ろうとして下さっていることが分かりました。終盤にはこ
ちらからの質問も受けて下さるため、準備していくとスムーズに進むと思います。

面接は１対３で15分程度、面接カードに沿った内容で行われました。緊張していました
が、面接の待機場所まで職員の方が会話をしながら案内してくださったので緊張が多少ほ
ぐれました。面接カードに書いたことから聞かれるため、内容を事前に再度確認しておく
と良いと思います。また、対策としては模擬面接を何度も受けて、自信をつけることが一
番だと思います。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 食品化学 併願先 国土地理院

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

Excelで入力し提出しました。採用面接でも面接カードに沿って質問されるため、一番ア
ピールしたいことを自分が話しやすいよう、簡潔に伝わるよう書くのが良いと思います。

慣れ親しんだ自然の保全に関心を持ったのがきっかけです。食品化学を学んでいく中でジ
ビエに関心を持ち、それについて調べていく中で、資源利用の視点から大本となる山林の
保全へと関心が広がり、それに関われる仕事として林野庁を志望しました。

公務員試験ではモチベーション維持と情報の取得が要点だと思います。今はネットやSNS
でも多くの公務員に関する情報が発信されています。集中が切れた時や隙間時間などに気
分転換として情報収集するのもオススメです。特に独学の人は自分の状況確認ツールとし
ても利用できます。
長丁場になりますが、自分のペースを崩さず頑張ってください！

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

過去問500を中心に数的処理の対策を行いました。分からない部分や効率の良い解き方な
どは解説動画を見て、実際に使えるまで繰り返し解きました。時事や社会科目は、空き時
間に一問一答をしていました。本番では時間配分に失敗してしまったため、勉強中も時間
を計って進めていくべきだったと思います。

大学のキャリア課で貰った過去問を繰り返し解きました。特に間違えた部分は、森林・林
業実務必携と森林・林業白書を使って、用語や数値で不明な部分が無くなるまで見直しま
した。覚える分量も多いので、解いて見直すことを何度も繰り返し、忘れないようにして
いました。用語の意味や内容だけでなく、経緯なども関連づけて覚えると記述の対策にも
なると思います。

事前面談は面接カードに沿った雑談形式で行われました。自分の疑問に直接答えていただ
ける貴重な機会なので、事前に質問を考えて行くと円滑に進み、後の採用面接への自信に
も繋がると思います。待機が長時間となることもあるので、本等の時間潰しの手段を用意
することをお勧めします。

１対３形式の15分程度の面接で、面接カードに沿って質問が行われます。私自身も面接が
本当に苦手で何度も言葉に詰まりましたが、とにかく自分はなぜ林野庁に入りたいのかを
自分の言葉で面接官に伝えることを意識して話すことが大切だと思います。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 農学 併願先 都道府県庁(林業職)

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

森林を学ぶ学部ではなかったため、志望動機ではなぜ森林に興味を持ったかが分かるよう
に書きました。自分の長所や短所、強みなどは日頃からよく考えて添削してもらい、最も
自分らしいものを書けるようにしました。面接カードには、自分の素直な気持ちを書くと
良いと思いました。

幼い頃から自然に慣れ親しんでおり、森林が大好きでした。大学では植物全般について広
く学べる農学部に入りましたが、就職を考えたときにやはり森林に関わりたいと強く思い
ました。そして、調べていく中で出会ったのが林野庁でした。公務員か民間企業かも決め
ていませんでしたが、全国の森林の現場で働けるというのがとても魅力的で、すぐに第１
志望が林野庁になりました。その時から試験を受けるまで思いは変わらず、内定をいただ
けたので林野庁に決めました。

私の周りの公務員志望の友人は恐らく全員が農学で受けていたので、正直孤独な就職活動
でした。やる気が続かず勉強が手に付かないときや、合格できるか不安で辛い時期も多く
ありました。ただ、「絶対に林野庁に入りたい」という思いだけは消えませんでした。皆
さんにも辛いことがあると思いますが、確固たる思いを持って行動すれば良い結果につな
がるはずです。私がそうであったように、この体験記が少しでも皆さんのお役に立てれば
と思います。どうか最後まで諦めずに頑張ってください。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

知能分野はスーパー過去問ゼミを使いました。数的処理は私の苦手分野だったので勉強時
間のほとんどを費やし、スーパー過去問ゼミを５～６周ほどやりました。自分が得意と感
じた文章理解は全問正解できるようにしました。知識分野は、高校のときに選択した科目
のみに集中し、人文科学はやりませんでした。数的処理は本番でも満足に解くことができ
ませんでしたが、他の科目で補えるようにしました。

大学では林学に全く触れなかったので、一から独学で勉強しました。使用したものは、森
林・林業実務必携、ニューフォレスターズ・ガイド、森林・林業白書、過去４年分の林学
の過去問です。ただ、ニューフォレスターズ・ガイドはそれほど使いませんでした。過去
問の各選択肢について以上の本を使って解説を作り、その解説を読み直して知識を覚えて
いきました。記述は白書を読むことで対応できました。自分の分からないところを無くし
ていけば広い知識を持って記述ができると思います。

私は８月の日程で参加しました。事前面談は１対１の30分間で、いくつか質問を受けまし
たが面接カードの内容の確認のようなものでした。終始穏やかな雰囲気で話してくださ
り、会話をするという形でした。こちらからは、詳しい業務内容について質問ができまし
た。控え室では他の参加者の方々や職員の方とお話でき、明るい雰囲気でした。

１対３の約15分間で、質問は面接カードに沿ったものでした。緊張していましたが、笑顔
での受け答えと相手の目を見て話すことは忘れませんでした。配属先について、私は全国
で経験を積みたいと思ったため全ての欄に「どこでもよい」と記入しました。このことは
面接官の方々にとって好印象だったように思われました。面接は自分では気づかない欠点
が多いため、面接練習を行い修正していくことが大切だと思います。



学年 修士２年 試験区分 林学

専攻 医療倫理学 併願先 林野庁（総合職）

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

とにかく時間にゆとりをもって作成してください（自戒をこめて）。技術系区分の場合、
配属希望森林管理局を第三希望まで記入するので、あらかじめ自分がどの地域で仕事がし
たいか考えておくとよいです。

高校の授業で入会争論に関する古文書を読んだり、趣味で民俗学関係の書籍を読んだりす
る中で、日本人と山との関係に関心をもっていました。大学では異なる専攻を選んだもの
の、課外プログラムで中山間地域の活性化に取り組んだり、林業体験会に参加したりした
ことから、森林・林業業界に貢献したいと考えるようになりました。そこから、国有林と
いう広大なフィールドを持っており、いろいろな地域でさまざまな業務を経験しながら専
門分野を作っていくことが可能だと知り、林野庁に決めました。

私は諸事情で参加できませんでしたが、異分野から林野庁を目指す方は、インターンシッ
プに参加することをお勧めします。林学を専攻している方よりも「何で林野庁（森林・林
業業界）なの？」と聞かれる、もしくは自問自答する機会が多いので、その際に具体的な
経験がベースにあると納得につながりやすいと思います。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

数的推理と判断推理については、『スーパー過去問ゼミ』と『過去問500』で対策しまし
た。
それ以外の資料解釈や知識問題については、直近５年分の過去問を解く以上の対策はしま
せんでした。時事問題は『速攻の時事』を直前に２回読みました。

まず、直近５年分の過去問を解き、傾向をつかみました。知識については『森林・林業実
務必携』がコンパクトにまとまっているので、そちらと最新の『森林・林業白書』で対策
しました。加えて、生物と地学の知識に不安があり、また併願していた総合職試験で出題
があるため、高校の教科書を入手して勉強しました。

午前に20分ほどの事前面談、午後に採用面接を行いました。事前面談は、１対１で、最初
に面接カードの記載事項について簡単な質問を受けたのち、キャリアに関することなど自
分が気になる事柄について質問しました。昼食は地下の食堂を利用しました。待機時間が
それなりにあるので、『森林・林業白書』などを持参するとよいです。

３名の面接官と20分ほどの個人面接でした。志望動機については、林業体験プログラムの
内容を交えつつ、なるべく具体的に話すように心がけました。専攻が異なるため研究内容
については深くは聞かれないと思っていましたが、核心をついた質問をいただき、嬉しさ
半分驚き半分でした。終始和やかな雰囲気で進んでいたと思います。



学年 学士４年 試験区分 林学

専攻 臨床心理 併願先 なし

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

　修正ができるようにExcelで記入しました。伝えたいことを分かりやすく書くことを心
掛けました。大学のキャリアセンターで添削をしていただきました。

　自然に関わる仕事であれば熱をもって取り組めると思いました。森林資源を循環利用す
ることは地球環境を守るために重要だと知り、林野庁に決めました。

　私は文系ですが、林学で受験しました。周りに同じような受験の仕方をしている人はお
らず、知識も全くない状態からのスタートだったのでとても不安でしたが、最後まで信じ
てやりました。長い受験勉強の間には不安な気持ちになってしまうことも多々あると思い
ますが、最後まで諦めずに継続すると結果はついてくると思います。休むことも大切にし
ながら、自分のペースで進めていくと良いと思います。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

　試験の一年前くらいからゆっくりと開始しましたが、本格的にし始めたのは年が明けた
頃です。繰り返し、問題を解きました。苦手な所は、特に何度も解いたり覚えたりしまし
た。数的推理や判断推理は早めに取り組んだ方が良いと思います。

　森林・林業白書、森林・林業実務必携、高校の生物の資料集、過去問を使って独学で勉
強しました。過去問をプリントアウトして一問ずつ切ってノートに貼り、その下に自分で
解説を記入していました。

　事前面談では、質問できる時間が多くあるので、質問しておきたいことを事前に整理し
ておくと良いと思ます。待合室は、和やかな雰囲気でした。席の近かった方々や採用担当
の方との会話もできました。

　緊張感がありましたが、そこまで硬い雰囲気ではなかったです。面接官の質問をしっか
り聞いて、丁寧に答えることが大切だと思いました。準備していた返答内容にとらわれ過
ぎず、自分を信じて落ち着いて挑めば良いと思います。



学年 既卒 試験区分 行政

専攻 現代美術 併願先 他省庁、都道府県庁

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

私は手書きの方が気持ちが伝わると思い、マス目を作って丁寧に文章を書きました。（マ
ス目は鉛筆で薄く書いて、文章をボールペンで書いたらマス目を消しました。）大学時代
のグループワークでの経験など、仕事に活かせそうな体験を選んで書きました。第一志望
だったので、「インターンシップを通じてその職務に強く惹かれたため、貴庁を一番に志
望致しました」と、ストレートに思っていることを書きました。思いの強さや熱意を、包
み隠さずしっかり伝えられた内容になったと思います。

試験の約１年前の夏にインターンシップに参加して、職務の内容と魅力を身をもって体感
したことが、林野庁に決めた最大の理由です。元々自然や森林が大好きで職業にしたいと
思っていましたが、林学を学んでいるわけではなかったので、私が林野庁に入庁すること
など到底不可能だと思っていました。しかし、一般職なら行政区分でも少数ですが採用が
あり、しかも技術職と事務職の区別なく現場に赴いて作業ができることを知りました。多
様な人材を求めている等のホームページの記述を発見し、自分の持っている視点や経験を
職務に活かして働く姿をイメージできたことも大きな理由です。

行政区分であってもインターンシップに参加したほうがいいです。私はインターンシップ
に参加したことで職務のやりがいや重要性、魅力を知りました。そしてこの仕事は私に
合っていると感じました。職場の雰囲気がとても良くて、関わった職員さんのあたたかさ
や気遣いに、ここで働きたいと強く思いました。１年間の一次試験の勉強のモチベーショ
ンがずっと続いたのも、インターンシップで林野庁の職員として働くイメージが明確に
なったからです。確実に合格するために、最大限の努力ができました。自分の描く将来の
ために、インターンシップや官庁訪問などに臆することなく挑戦してください。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

専門学校での基礎的な勉強に加え、過去10年分以上の問題を本番さながらに取り組みまし
た。英文は対策時間に対して結果が出にくいので捨て科目になりました。数的推理は１年
間勉強しても苦手だったので分からない問題は時間をかけず勘でマークしました。得意な
現代文を１問も落とさないよう毎日１～３問過去問を解きました。判断推理と資料解釈
は、普段の勉強でも自分に素早く解ける問題か即座に判断して取り組みました。他知識系
科目は、自分の持っている知識で推理的に解いていました。

満点を目指して８科目の過去問題集を５周４周しました。過去問題集のテキスト部分や解
説部分に赤ペンやマーカーを引きまくって読み、１周するたびにインプットを強化してい
きました。正答か否かを全問記録していき、１周するごとに正答率を出して理解度の確認
と苦手問題の分析をしました。頻出度が低くても関係なく（低いものこそ出るはずだか
ら）問題集全体を頭に入れました。平日４時間休日10時間のこの勉強法で過去問模試では
満点に近い点数が取れていたので、徹底できていたと思います。

受付時間の30分ほど前に訪問先に着いてしまいましたが、自分から声を掛けたところ待機
場所に案内していただきました。テーブルや椅子、内装にたくさんの木材が使われていて
とても落ち着き、居心地が良かったです。事前説明や空き時間などでは、和やかで親切な
人事担当の方との会話を楽しみました。そのおかげで緊張が解れて終始自然体な自分で居
られたことが良かったです。もう１人の官庁訪問に来ていた受験生の方と空き時間や帰り
道ずっとお話していて、楽しい記憶に満ちた訪問でした。

あたたかく迎え入れてくださったので、リラックスして自然体で面接を受けることができ
ました。私は定型的な面接対策のようなものはせずに、初めてお会いする面接官の方との
コミュニケーションを重視し、真意や熱意を伝えに行こうと望みました。最後に併願先に
ついての質問があり、ここで語気を強めました。１年間林野庁に入りたいという気持ちで
全力で勉強に励んだこと、第一志望であり貴庁で働きたいと強く思っていること、採用を
心から願っている旨を切実に伝えました。伝わったと思います。



学年 学士４年 試験区分 行政

専攻 日本画 併願先 国税専門官、北海道庁など

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

一人で作っていると気付かない部分もあるので、予備校の先生や大学のキャリア支援課、
ハローワークの三つを利用し、なるべく多くの人に見てもらうようにしました。
また、書きあがってから違和感を感じることもあるので、文章はいつでも直せるようにス
マホのメモ機能を使って考えていました。

自分が思っている以上に森林にお世話になっていると気付いたことがきっかけです。大学
で専攻している日本画では、木を原料とする和紙や、エゾシカなど森に住む動物の皮を溶
かしたニカワという材料を扱います。それから振り返ってみると、森林は資材としてだけ
でなく防災や自然動物の保護など、多様な面から必要とされていると感じました。この恵
まれた美しい自然資源を次の世代にも残していきたいと思ったので、林野庁を志望しまし
た。また、試験区分に関わらず幅広い業務に携わることができることも大きな魅力だと思
います。

試験は結果が分かるまで長く、不安で押しつぶされそうになると思います。ですが過ぎた
ことは気にせず、かつ油断しないように次に向けて自分から動いていくことが大切です。
そしてその仕事で何をしたいのか、どんな自分になりたいのか、合格した後の具体的なビ
ジョンを持つことも大事だと思いました。
長い戦いになりますので、疲れてしまった時は無理せず好きな音楽を聞いたり友達と話し
たり息抜きして、体だけは壊さないように頑張ってください。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

数的処理と文章理解、資料解釈は積み重ねだと思ったので、一日何問解こうと決めて毎日
欠かさず勉強しました。知識系は範囲が膨大なので頻出の部分に絞って勉強していまし
た。特に人文科学は隙間時間に無料アプリで問題を解き、完璧に覚えるよりも時代や国の
雰囲気を見るようにしていました。

専門科目はとにかく問題集を回しました。特に経済系科目は最初のうちは全然わかりませ
んでしたが、解き方だけ覚えてひたすら解いていくというやり方でだんだん理解できるよ
うになりました。記述試験については、本屋で論文対策の本を買って模範解答にある文章
の型や論点をメモに要約し、それを元にまた自分で文章を書くという練習をしていまし
た。

面接の前に業務説明会があり、その後質疑応答の時間がありました。質問はあらかじめ準
備しておいたものに加え、業務説明の中で気になったことを適宜メモしていました。職員
の方も気さくに話しかけてくださり、全体的に雰囲気はとても和やかでした。気になって
いたことも気兼ねなく質問することができ、充実した一日でした。

面接官の方３人との個別面接でした。質問は基本的に面接カードの内容に関するもので
す。雰囲気は終始穏やかで落ち着いて話すことができました。自己分析をしっかりと行
い、なぜそうしたのか？という軸を持つことと、明るく元気に笑顔で相手に伝えることを
意識してお話することが大切だと思います。



学年 学士４年 試験区分 行政

専攻 地域経済学科・地域資源管理学 併願先 北海道庁、国税専門官

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

面接の回数は１回のみで、面接官は３人でした。雰囲気は終始和やかで、落ち着いて臨む
ことができました。面接カードに沿った内容や、ストレス耐性など、基本的な質問が多
かったように感じます。面接官の方からの質問をしっかり聞き、落ち着いて、ハキハキ答
えることを特に意識しました。自己分析をしっかり行い、自分のアピールポイントなどを
根拠を持って伝えられるように準備しておくとよいと思います。

志望動機、携わりたい仕事等の根拠を簡潔に書くことや、面接でどのように聞いてほしい
か、書いたことからどのような質問がされるかを意識しながら書くようにしました。どの
項目も、実体験を基に書くと、面接の際に自然に答えられるのではないかと感じます。

人々の生活を支える仕事がしたいと思い、公務員を目指す中で、大学のゼミナールで木育
について学んだ経験から、森林という分野において人々が安心して生活できる環境づくり
に携わりたいと考えるようになり、林野庁を志望しました。説明会などを通し、行政区分
でも現場の仕事に深く関わることが可能だと知ることができたこと、職員の方々の人柄の
よさを魅力に感じたことが大きな決め手となりました。

筆記試験の勉強は、予備校、学内講座、独学など様々な方法がありますが、自分で様々な
情報を集め、試して、合うものを組み合わせていくのもいいと思います。試験勉強や面接
対策を続けていると不安になることも多いと思いますが、友人と不安を共有したり、誰か
に相談するなど、自分なりの方法で解消しましょう。逆に私は周囲の状況を見聞きして不
安になりやすいタイプだったので、あえて必要な情報以外はシャットアウトして心の安定
を保ち、人と比べず自分の努力を信じるようにしました。

１次試験の勉強方法

数的・判断推理、文章理解はひたすら問題集を解きました。専門試験の比重が高いので、
数的・判断推理の勉強は長くても１日２時間くらいで切り上げるようにしました。文章理
解は、とにかくスピードを重視して１日３～５問ほぼ毎日解きました。知識系科目は高校
の頃の記憶と模試の復習を中心にあまり時間をかけずに勉強し、時事は参考書を読み込み
ました。

全科目、まず基礎を固めるために重要なポイントをノートにひたすら書きました。綺麗に
まとめようとすると時間が足りなくなってしまうので、時間をかけずにただ手を動かして
理解と記憶をすることを意識しました。それから問題集を解き、理解が浅い部分、知識が
抜け落ちてしまった部分を再びノートに書き出し、「書く」→「解く」を繰り返しまし
た。このようにして、民法・経済は７周程度、それ以外は４周～５周程度問題集をまわし
ました。

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

地方の森林管理局に訪問し、業務説明、質疑応答、採用面接が１日で全て実施されまし
た。終始和やかな雰囲気だったことが印象的でした。官庁訪問以前の説明会に参加したこ
とがある方も、そうでない方も、質問をいくつか用意していった方がよいと思います。



学年 既卒 試験区分 林学

専攻 日本文学 併願先 環境省、市役所、大学職員、独立行政法人

基礎能力試験

専門試験・専門
記述試験

官庁訪問（採用
面接以外の事
前面談なども含
め１日を通して）

採用面接

面接カード（履
歴書）の書き方

林野庁に決め
た理由

後輩へのアドバ
イス

専門外出身のためなぜ林野庁を志望しているかについて面接官に納得してもらえるように
自分ならではの志望動機を書くように心掛けました。また、卒業論文の項目では専門外の
方でも意味がわかるように平易な表現にするように気を付けました。ハローワークの方に
も添削していただき客観的なアドバイスをいただきました。模擬面接なども利用し面接
カードに書ききれなかったことも伝えられるように練習しました。

小さい頃から自然が好きで自然に関わる仕事に就きたいと思っていました。しかし、大学
では文系に進んだこともあり自然に関わる仕事は諦め一般企業に就職しました。働く中で
やはり自然に関わる仕事がしたいという思いが強くなりました。林野庁の仕事を知り、全
国の森林を守ることを通じて人々の生活を支えることに関心を持ちました。また、林野庁
は試験区分によって仕事内容に違いが無いためより幅広い仕事が出来ると感じました。研
修等もしっかりしていると伺っていたこと、実際に現場の森林で働くことが出来ることに
魅力を感じ入庁を決めました。

私は、自然に関わる仕事をいくつか併願した関係で専門外の林学区分での受験を決めまし
た。林学区分は行政区分に比べて出題範囲も狭く全体の合格点も低いです。併願先なども
考慮してどちらで受けるか早めに決めると良いと思います。専門外から受ける場合、林学
を一人で勉強するのは大変ですし無謀だと反対されることもあるかもしれません。それで
も自然に関わる仕事に少しでも関心があるのであれば、私は挑戦してみるべきだと思いま
す。応援しています。

１次試験の勉強方法

官庁訪問・採用面接の雰囲気、対策や注意点

林学区分は合格点が低いため、文章理解と数的処理の資料解釈などで確実に点数を取るこ
とが出来ればあえて勉強はしなくても合格点を超えると思います。そのため、知識分野な
ども一回見る程度で殆ど勉強しませんでした。試験でも苦手な分野は早くに見切りをつ
け、時間をかければ解ける問題に多くの時間を使うようにしていました。戦略的に勉強の
計画や試験での時間配分を決めることが大切だと思います。

私は、林学は専門外のため勉強時間の殆どを専門試験対策にあてました。最新の『森林・
林業白書』と『ニューフォレスターズ・ガイド』で全体像を掴みました。その後に『森
林・林業実務必携』などを参考に人事院から取り寄せた５年分の過去問の解説を作る形で
勉強しました。択一の勉強で知識をつけた後記述試験の５年分の過去問を解き、自分で本
などを基に添削しました。また、白書を基に出る内容をいくつか予想し使えるデータ等を
暗記し客観的なデータを基に論じるように心掛けました。

１対１での面談でした。聞きたいことを事前に多めにリストアップし、出来るだけ疑問が
無い状態で採用面接を受けられるように心掛けました。和やかな雰囲気でとても質問しや
すかったです。面談の待ち時間で一人の職員の方と話し、ここでもお話を伺うことが出来
ました。コロナ禍のため受験者同士で話す機会は殆どなく、置かれていた林野庁の資料や
面接カード等を見直している方が多かったです。

１対３で15分程度でした。事前面談より堅い雰囲気で行われました。基本的に面接カード
に沿った質問です。志望動機や学生時代に取り組んだことを中心に質問があり、返答に困
るような質問はありませんでした。専門外出身であったため興味を持ったきっかけから志
望理由まで詳しく話すように心掛けました。知識面では他の受験生に敵わないと思ったた
め、とにかく明るく元気に話すように心掛けました。



（付録） 2023年度⼀般職（⼤卒程度）内定者の採⽤関連データ
併願先

全体の半数近くが都道府
県庁、２割超が環境省に併
願しています。
ただ、⾏政区分の⽅と⽐

べ、環境省以外の他省庁へ
併願している⽅は多くあり
ません。

例年に⽐べ市町村等に併
願した⽅は少ないものの、
地⽅公共団体という分類で
⾔えば３割を超える⽅が併
願しています。
技術系区分の⽅に⽐べ併

願をしている⽅が多く、全
体的に公務員志望が多い傾
向にあります。併願なし

⼤学院等進学

⺠間

市区町村

都道府県

他省庁（環境省除く）

環境省

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

併願状況（⾏政区分）

併願なし

⼤学院等進学

⺠間

市区町村

都道府県

他省庁（環境省除く）

環境省

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

併願状況（技術系区分）

業務説明会の参加状況

69%

31%

試験区分：技術系

参加経験あり 参加経験なし

54%46%

試験区分：⾏政

参加経験あり 参加経験なし

⼈事院や⼤学、林野庁等主催で⾏
われている業務説明会は、参加が必
須ではなく、もちろん、選考に影響
もありません。
しかし、林野庁について職員から

直接話を聞ける機会ですので、是⾮
積極的にご参加ください。

インターンシップの参加状況

10%

90%

内定者全体

参加経験あり
参加経験なし

インターンシップに参加していない
内定者が多いですが、実際に職場の業
務を体験することができる貴重な機会
です。各森林管理局署で実施していま
すので、是⾮ご参加ください。
みなさんの参加を⼼よりお待ちして

おります。



森林整備 木材利用

災害対策

国際協力山村振興

木材生産

特用林産物 鳥獣害対策

環境教育

人材育成




