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について



①第一校舎

④第二校舎

②智明寮（寄宿舎）

③図書館

キャンパス

気象大学校は、気象庁の中核となる職員を養成するための気象庁
の教育研修機関です。

気象大学校
について

国家公務員気象大学校学生採用試験によって採用された学生は、気象業務の基盤となる地球科学、
基礎学術、一般教養に加えて、防災行政などの知識・技術の教育を受けます。
卒業後は、将来の幹部職員候補として気象業務の第一線で活躍することが期待されています。

About Us

　・気象業務に直結した教育
　・現場での実習
　・少人数制による教育

教育の特徴
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Curriculum

学年 1年 2年 3年 4年
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特修
課程

授業は、気象業務の基盤となる一般教養、基礎学術、気象学などの
専門からなる「教育課程」と、防災行政や実習などを中心とした「特
修課程」からなります。

気象庁業務への知識を深め、防災行政分野の知識を幅広く習得します。
気象庁内外で活躍中の講師による講義、
職場実習など気象庁で働くための実践的な授業です。

教育
課程

教育課程は教養、基礎、専門の 3 系列で構成されています。
本校の特色は、専門系列の気象、地震火山、海洋等の分野において、
気象業務に密接に関連した専門的な教育が行われているところです。

学年

専
門

基
礎

教
養

1 年 2 年 3年 4年
気象業務概論
情報リテラシー
気象官署見学
地上気象観測実習

気象防災概論
気象官署見学
火山観測実習

防災行政論
気象庁本庁職場実習

気象業務論、防災社会学、
コミュニケーション演習、防災
気象業務演習、防災機関見学、
地方気象台職場実習

必
修
科
目

必
修
科
目

気象学概論
気象基礎演習Ⅰ
地震火山学概論

英語 A・B 英語 C 英語 D 英語 E

気象基礎演習Ⅱ
気象力学Ⅰ
大気物理学Ⅰ・Ⅱ

メソ気象学Ⅱ
気象解析予測論Ⅱ
気象学演習
地震学演習
卒業研究

気象力学Ⅱ、大気物理学Ⅲ、気象観測
ネットワーク、地球物理学実験、総観気象
学、メソ気象学Ⅰ、気象解析予測論Ⅰ、
地震学Ⅰ、火山学、気候システムⅠ、
海洋物理学

情報通信
数値モデル入門

物理数学A～C、振動波動論、電磁気
学、流体力学、弾性体力学、物理学実
験、化学実験、数理統計学、データ解
析、化学通論

微分積分学Ⅰ・Ⅱ、線形代数学、
数学演習、力学、熱学Ⅰ、
情報処理演習Ⅰ

専
門

基
礎

教
養

選
択
科
目

科学史、哲学、論理学、法学、社会学、外国語（中国語か仏語） 心理学、文学、地理学、政治学、経済学、公共経営学

地球電磁気学、地球化学

電子工学、情報科学実験、情報
処理演習Ⅲ、データ解析演習

物理学演習、力学演習

カリキュラム

教育方針

教育課程

将来の気象庁の中核職員として職務遂行に必要な素養を培う。
気象業務に関する技術開発や企画・指導に寄与しうる能力を養う。

※教育課程は大学設置基準に沿っていますので、卒業生には学士（理学）の学位が授与されます。

特修課程

教育を支える教官 ◆専任教官 26 名　◆非常勤講師 15 名

教養
人文科学、社会科学、
外国語

Meteorological College

基礎
数学、物理学
化学、情報科学

専門
気象学、地震・火山学、
海洋学、セミナーなど

防災行政に関する科目、
業務演習、観測実習
など

物理数学D、熱学Ⅱ、
物理学特論、情報処理演習Ⅱ

データベース技法

データ同化、地震学Ⅱ、
気候システムⅡ、数値予報論



授業形態は、講義が主体となりますが、それ以外にも様々な実験や

演習、さらには出張による観測実習等があります。気象庁の天気予

報等の職場で実習をすることもあります。

風洞実験 官署見学
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年間を通じて様々な行事があり、中には学生が主体的に運営する
行事もあります。日常生活は寮生活を基本とし、規則正しい生活と
チームワークを身に付けます。

年間
行事

入学式  前期授業開始

春季体育祭

1年生気象庁本庁授業

1年生地上気象観測実習・地方気象台授業

2年生地震火山観測実習・研究機関授業

3年生気象庁本庁職場実習

4年生地方気象台職場実習

オープンキャンパス

前期末試験

後期授業開始

学校祭（紫雲祭）

後期末試験、4年生卒業研究発表

卒業式

4 月

5 月

6 月

7 ～ 8 月

9 月

10 月

11 月

2 月

3 月

授業
昼食、休憩
授業
課外授業

  8:30～12:00
12:00～13:00
13:00～16:30
16:30～17:15

学校生活

Meteorological College

入学入学

卒業研究ポスター発表

体育祭体育祭

卒業式

一日の生活



軽音楽部

School Life
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国土交通省共済組合員として、医療・年金制度
等の保障があります。

体育会系・文化系のサークルがあります。

野球部、サッカー部、テニス部、陸上部、

天気の会、軽音楽部、リコーダーアンサンブ

ル部、星をみる会等

校舎から徒歩 1分。気象大学校の敷地内にあります。

保
険

卒業時には独立行政法人大学改革支援・学位授
与機構より学士（理学）の学位が授与されます。

学
位

入学金、授業料は必要ありません。但し、教科書
代、食費等は自己負担です。

授
業
料

入学により、気象庁職員（国家公務員）として採用されます。給与（毎月約15万円）の他、諸手当（地域手当、年2回
の期末勤勉手当（いわゆるボーナス等）が支給されます。

給
与

一般の国家公務員と同様、1年に20日の年次休
暇、特別休暇（夏季休暇、忌引等）があります。

休
暇

自炊施設、浴室、トイレ、洗濯乾燥機室、談話室等が

あります。

原則として全員入寮です。申請により、自宅やアパー

トから通うこともできます。

《場　所》

《入寮制》

《部屋》

《寮内設備》

《女性用施設》

【寮生活】

【課外活動】

【待遇】

サッカー部

独立したエリアに部屋、浴室、トイレ、洗濯室があり

ます。

リコーダーアンサンブル部
上級生と下級生の 2 人 1 部屋です。各部屋には冷暖

房機、2段ベッド、ロッカー等が備え付けられています。

年に２回部屋替えを行います。

　※ 令和４年 5月現在、新型コロナウイルス感染対策の

　　ため１人１部屋としています。
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毎年８月の上旬には、気象大学校に興味を持っている学生さんや
そのご家族に、気象大学校を紹介するオープンキャンパスを実施
しています。また 11 月には紫雲祭という学園祭も行っています。

※感染症の流行状況によっては、オンライン開催となることがあります。

学校公開

Meteorological College

Public Events

模擬授業 個別面談

会場入口

展示コーナー

溶岩流の実験

気象大学校を希望する生徒やご家族の方を対象に模擬授業・実験体験・個別相談・寮見学などを行います。

定員制で予約が必要です。気象大学校ホームページからお申し込みください。

オープンキャンパス　（8月上旬）

クラブ活動の紹介、実験、模擬店などを行います。予約の必要はありません。

誰でも参加できますので、お気軽にお越しください。

学校祭（紫雲祭）　（11月頃）



気象庁

予報

地震
火山

地球環
境・海洋

研究・
開発

国際
協力

観測

気象警報・予報の発表、
台風の解析・予報

津波警報の発表、
地震や火山の監視

季節予報の発表、
海水温や地球温暖
化の解析･監視

気象衛星・アメダス・
レーダーなどを使った
観測・監視

世界気象機関を通じ
た気象情報の交換、
発展途上国への支援

気象・地震・火山の研究、
モデル化技術等の開発

卒業生は、気象庁本庁を始め全国各地の官署に配属されます。
様々な分野でキャリアを積んだ後には、気象庁本庁等の幹部職員
として活躍することが期待されています。

卒業後の活躍

After Graduation
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地上気象観測（南極）

地震現業（気象庁本庁）

気象大学校で４年間学んだ後は、いよいよ気象庁の現場での

勤務です。気象庁の勤務先は、北は稚内から南の石垣島まで全

ての都道府県にあります。そのため、多くの卒業生は各地方気

象台等に配属され、気象、地震・火山、海洋等の観測、予報、防

災、調査、技術開発等を行います。その後、本庁、管区気象台等

で企画立案、調査研究など、あるいは各省庁や自治体との協議・

調整業務を行いながら、ステップアップしていきます。また、世

界気象機関（WMO）、南極観測隊、他省庁や自治体に出向して

活躍している卒業生もいます。なお、卒業後に人事院の制度等

を利用することにより、海外への留学の道も開かれています。

主な勤務地

気象庁での主な仕事

（令和４年４月現在）

予報現業（気象庁本庁）



Meteorological College

卒業研究ポスター発表 卒業式

8

現在、気象庁の様々な部署・官署で活躍している９名の卒業生か
ら、気象大学校に興味を持っている学生さんに向けたメッセージ
です。

卒業生より

　私は気象大学校では主に気象学や海洋学を学び、卒業研究では気象研究所の計算機も利用させても
らうなど、学生の頃から気象庁の業務に触れる機会があり、将来の進路を決めるのにも役立ちました。
卒業後は地方気象台や気象庁予報課に配属され、予報業務や雨量分布解析等の開発業務に従事しまし
た。地方勤務では暴風による列車転落事故や集中豪雨による同時多発する土砂災害を経験し、技術的に
限界があるなかでも災害発生前からの気象情報の発信や救助復旧支援のための自治体等への情報提供
に最善を尽くすための準備と状況か刻々と変わる際の判断の重要性を痛感しました。
　気象衛星などの観測技術と数値予報技術の進展により予想技術は改善されてきていますが、まだ十
分とは言えない状況です。温暖化が進行中で中長期的に気象現象が激しさを増しており、また気象庁か
ら発表される情報が住民の適切な避難に必ずしもつながっていない課題もあって防災気象情報の改善
を進めています。
　皆さんも気象大学校で学び、卒業後に気象庁や気象台において観測予報技術や情報の改善、関係機関
との連携等に取り組んで、地域の気象防災力向上、交通の安全向上に貢献しませんか。

気象防災と交通の安全に貢献する

気象庁大気海洋部
予報課長

黒良 龍太

昭和 61 年卒業

　私は、高校生の頃、将来は自然科学に関わる仕事がしたいと漠然と思い、卒業後に気象庁で働くこと
ができる気象大学校を受験しました。大学校では第一線の方々から気象庁の業務や背景にある科学知
識について学ぶ講義・実習などがありました。振り返ると、このような体験を通じて同期、先輩、後輩の
皆さんとの間に気象庁の取り組みに対する姿勢や想いなど共通の土台ができ、そのことが今の仕事に
生かされていると感じます。
　卒業後は、気象観測、調査、統計、広報、指定河川洪水予報の指定、応用気象情報、温室効果ガス解析、企
画立案、潮汐情報の各業務を経験し、現在は気象警報など防災気象情報を発表するシステムの開発チー
ムの一員として予報課に在籍しています。
　自然現象は複雑で正確に予測することが困難な中、気象庁は自ら技術開発も進めています。技術と社
会のあり方を踏まえた時代に即した情報発信を考え、実行します。大学校卒業生は各部署に配置され、
ここから大小様々なアドバイスをいただけるネットワークを生かし、業務を進めていくことができま
す。それでは、皆さんと一緒にお仕事をする日がくることを楽しみにしています。

（現・気象庁情報基盤部情報利用推進課民間予報業務監理官）

大学校は“チーム気象庁”の礎を担うもの

気象庁予報部予報課
量的予報管理官

横井 貴子

平成 9 年卒業

　私は、卒業後に本庁に配属されてから、日々の天気予報を行うために必要な外国との気象データの交
換に関する国際的な情報システムを構築するプロジェクトに携わりました。その後、交代制勤務である
沿岸防災業務、地球温暖化に関係する海面水位の変化の調査に従事し、現在は、海洋の状況を知るため
に不可欠な海洋観測データの処理を担当しています。
　業務を行うようになってから、気象大学校では、気象・地震・海洋といった業務に必要な知識を習得
できるようカリキュラムが組まれていたことに、改めて気付きました。また、気象大学校の学生は少人
数ですが、その分、学生と先生方の距離が近く、経験豊かな先生方から、関心ある分野について深く学ぶ
ことができます。卒業後は、行政・技術開発・研究等の分野で、即戦力として業務を行うことが期待さ
れています。その際は、気象大学校での経験が、きっと糧になると思います。
気象庁では、自然現象に対し、科学技術を活かして、国民の生命・財産を守るという非常に責任が大き
く、その分やりがいのある仕事ができます。関心を持たれた方は、是非、受験してみてください。意欲あ
る皆様と、一緒に働けるのを楽しみにお待ちしています。

（現・気象庁大気海洋部気候情報課異常気象情報センター異常気象情報係長）

意欲ある皆様の受験をお待ちしています

気象庁地球環境・海洋部
海洋気象課海洋気象情報室
技術専門官

奥中 裕佳

平成 21 年卒業

（※ 役職はメッセージ執筆時のもの。その後異動している場合があります）



　卒業後は、地方気象台や管区気象台で、観測や予報業務に従事しました。その時に現場で習得した予報技術は、気
象大学校で得た気象の知識とともに、その後の気象庁生活の中で大いに役立つものでした。
　本庁数値予報課へ異動後は、スーパーコンピュータを用いて毎日の天気や台風を予測するプログラムの技術開発
に従事し、予報精度の向上に取り組みました。その後、自治体へ出向し気象庁の防災気象情報を利用する立場で仕事
を経験し、次に管区気象台や本庁で予報官として天気予報や防災気象情報の発表する経験した際には、防災気象情報
の重要性を認識しました。そのほか、本庁で予算担当を経験した際には、技術的な視点だけでなく、気象行政といった
広い視点で気象庁の業務を見る機会が得られました。
　現在は管区気象台の業務課長として、管内の各気象官署における、地域防災支援をはじめとした様々な気象庁の業
務を確実に進めるための調整を行う部署で仕事をしています。
　毎年にように大規模な自然災害が発生する中、気象庁の業務は、国民生活の安心安全に直結しており、重要かつや
りがいのある仕事です。気象大学校の４年間の生活で得られた経験や知識、人とのつながりは、卒業後に気象庁の業
務に従事するにあたっては、重要で有意義だと感じています。気象大学校への入学し、一緒にこのやりがいのある仕事
ができることを期待しています。　　　　　　　　　　　（現・気象庁大気海洋部業務課気象情報企画官）
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Messages from Graduates

　私は茨城県つくば市にある気象研究所で地震を研究しています。研究所には気象、海洋はもちろん、
地震津波火山の研究も行っており、卒業生も多く在籍しています。
私は気象大学校卒業後、沖縄気象台、気象庁地震火山部、そして気象研究所で、地震観測・解析、地震波
形の調査研究やシステム開発に携わってきました。また、京都大学防災研究所に半年ほど滞在する機会
があり、大学の研究者と緊急地震速報の技術開発にも取り組みました。これらの成果が社会インフラの
一部として実用化されていることは、やりがいとともに大きな責任を感じます。また、実用化の経験を
通じて、個々のアルゴリズムの高度化だけでなく、全体を俯瞰して枠組みを構築するバランス感覚も重
要だと感じています。
　気象大学校で学んだ気象学やその礎となる数学、物理学、様々な実地研修等は、地震にも応用できま
す。また、先輩、同期、後輩、ときには恩師と、職場で一緒に働く機会があるため、気軽に議論ができる環
境は大変ありがたいです。
　気象大学校は経済面や就活等の心配がなく、学業に専念できる非常に貴重な環境です。また、課外活
動も活発で、やる気次第で様々な経験を積むことができます。
　みなさんとともに働けることを心からお待ちしております。
　　　　　　　　　　　

研究成果が社会に貢献できる最前線！

気象研究所
地震津波研究部
第二研究室 研究官

溜渕 功史

平成２０年卒業

気大は国民生活に直結する仕事への第一歩

酒井 亮太

平成８年卒業

　気象に関心のある方だけでなく、多くの国民のみなさまに認知されるようになった線状降水帯。私が関
わった気象研究所での集中豪雨に関わる基礎研究の中で、2000 年前後に作り出された新しい用語です。
研究成果は研究者の自己満足ではなく、世の中で有効的に使われてこそ価値があります。その意味で、集中
豪雨のほぼ半数が線状の降雨域に伴うことを明らかにし、災害に直結する大雨の危険を啓発するために
も、線状降水帯をキーワードとして研究を進め、例えば平成 23 年７月新潟・福島豪雨の発生要因について
の報道発表を発生５日後に行うなど積極的に説明してきました。特に、2013 年度には大雨だけでなく、竜
巻も含めて100 件近い取材に対応しました。
　このような研究を行ってこられたのは、気象大学校で学んだ数学や基礎物理、特に理論的に大気現象を
理解できる力を養えたことがベースとなり、物事を何となくわかった気持ちになるのではなく、疑問を持って
対峙して解決しようという心がけを維持できたためです。大学校卒業後、気象観測船での海上気象観測業
務を経て、大半は研究業務に携わってきました。その傍ら気象庁での予報官の技術力向上への取組や筑波
大学連携大学院の教授を兼任するなど、人材育成にも力を注いできました。このように、行政的役割を担い
つつ、大学の先生のようなキャリアも歩むこともできます。

線状降水帯～基礎研究が生み出した防災用語～

気象研究所
台風・災害気象研究部長

加藤 輝之

昭和 62 年卒業

大阪管区気象台
総務部業務課長



欧州中期予報センター
滞在研究員

室蘭地方気象台長

気象庁総務部企画課
国際室国際第一係

（現・気象庁情報基盤部数値予報課数値予報モデル技術開発室技術専門官）

（現・函館地方気象台長）

　卒業後は、主に地震分野で津波警報や地震情報等の提供に関わる仕事をしてきました。卒業から 30年以上が

経過しますが、東京の気象庁本庁勤務はそのうちの 8年間にすぎず、ほとんど、ローカルで仕事をしています。

現在私は「台長」と呼ばれています。気象台の長だからごく自然な呼び名なのですが、では、なぜ「台」なのでしょ

う。昔、目視観測の時代に、高いところから遠くを見渡す必要があったため、周りより高いところ（台）に居を構えた

ことによります。

　「遠くを見る」それは、科学技術が発達した現代でも変わることはありません。一般の方々が見えない「空間的」

「時間的」な遠くを我々が見て、地域の皆さんにお知らせし、地域の皆さんとともに被害の軽減に努めるのです。

この重要な役割の基礎を気象大学校では学ぶことができます。学問だけでなく、卒業後にも活かせる人と人との

つながりも得ることができます。これは少数精鋭の気象大学校ならではの利点です。

　「事件は現場で起きている」このドラマの名セリフを生で知らない世代の皆さん、是非、気象大学校で学び、

地域の方々が見ることのできない「遠く」を見つめて、その生命・財産を守る人になってください。

　私は気象大学校卒業後に気象庁本庁へ配属となり、日々の気象予報を支える技術基盤の一つである全球数

値予報モデルの開発に携わっています。現在は英国にある欧州中期予報センターに派遣され、多様なルーツを

持つ同僚たちと気象予報の精度向上に向けて努力しています。技術開発には困難がつきものですが、物事を

理解したとき、良い結果を得たときの喜びは格別ですし、その結果が社会に還元されていくことにやりがい

を感じています。

　大学校で学んだことが日々の仕事に役立っているか？もちろん Yes ですが、それだけでは十分ではないと

いう意味でNoでもあります。大学校では基礎を学びますが、卒業後こそ学ぶことが多く、日々勉強です。

大学校は土台作りの期間と言えます。私が学生のとき、ある教官は言いました：「大学校に入学したことで、

みなさんの未来は大きく狭まった」（肯定的に捉えてください）。経済面や就職面の心配がいらず、教官との

距離も近く、興味のおもむくままに勉強できる 4年間は非常に、非常に貴重なものです。在学中は意識しませ

んが、卒業すれば分かります。

　自然が好きで、世のため人のためになることをしたい方、一緒に気象予報の最前線に挑戦しませんか。

森川 博瑛

気象業務は地域の防災支援から国際協力まで幅広い
　私は気象大学校卒業後、観測網で捉えきれない竜巻などを現地で調査する突風調査業務や、
国土地理院で作成されたGPS をはじめとするGNSS（全球測位衛星システム）の受信データを
活用し、大気中の水蒸気量を推定する計算システムの更新、そして、気象防災のために気象庁
が作成した情報を自治体に活用いただく支援を行い、命を守るための地域防災支援などに関わ
りました。その後、人事院の制度で米国の大学院に留学する機会をいただき、現在は気象業務
における国際的な協力を推進し、気象業務を維持そして発展させる国際業務に従事しています。
　気象業務に国家公務員として従事する、と聞くとスコープがかなり限定されていると感じる
と思いますが、私の限られた経験の中でも、業務に必要とされること、そして実際に行う仕事も、
幅広いものであると感じています。
　気象大学校を含め、気象庁の仕事で行うことは、プログラムの作成をはじめ、自分で手を動
かす機会に恵まれています。このことは、仕事のあらゆる場面で役に立っています。もちろん、
自分だけで手を動かしてできることには限界があり、同僚、そして庁外の方と協力していくこ
とが不可欠です。利用可能な技術やサービスの変化が早い今日にあって、庁外の方々と協力し
ていく機会は今後ますます増えると思います。
　自ら手を動かすことを楽しみ、幅広く関心を持って、連携や協力を深めていける人、ぜひ気
象大学校で学び、気象庁で働いてみませんか。



よく質問される事項についてまとめてみました。

FAQ

FAQ

気象学などの特殊な知識は、入学してから勉強しますので、他の理系大学の受験と同様の勉強をしていれば、大丈

夫です。ただし、物理や数学の出題範囲は、高校3年生末までの内容です。

11Meteorological College

気象大学校の受験に必要な勉強は？

A

Q

オープンキャンパス（8月上旬）や学校祭（紫雲祭、11月頃）では、校内見学や実験、在校生と直接話をする等ができま

す。この日以外に、個別に見学を希望される方は、事前にご連絡ください。

気象大学校の見学はできますか？

A

Q

採用予定者の数は、毎年15名程度です。成績上位者からの採用となりますので、最終合格しても入学できない場合

もあります。

最終合格者名簿に記載されたら、必ず入学できますか？

A

Q

年によって異なりますが、最終合格者の倍率は2020年度は7.12倍、2021年度は8.15倍でした。

倍率はどのくらいですか？

A

Q

気象大学校に入学した時点で、気象庁職員となります。卒業後は、各地方気象台等に配属され、そこで数年間観測・

予報等の仕事を行ったのち、本庁や管区気象台等で技術・開発系の仕事を行う人が多数です。

卒業したら、気象庁で働くのですか？

A

Q

授業レベルは、国立大学の理系学部と同程度です。入学試験に合格した人が毎日予習復習していれば、充分授業に

ついていけます。

在学中の勉強は大変ですか？

A

Q

気象庁の仕事に関する知識を全て勉強します。気象のほかに地震・火山、海洋、地球環境等です。なお、1～2年生の

うちは、これらの基礎である数学や物理学を重点的に学びます。

気象大学校は、天気予報の勉強をするところですか？

A

Q

気象予報士の資格は、民間の方が予報するためのものです。そのため、気象庁職員が予報業務に携わる際には、資

格は必要ありません。個人的に勉強して資格を取っている人はいます。

気象予報士になれますか？

A

Q

例年、8月頃に受験申込の受付を行い、一次試験は10月末頃、二次試験は12月中旬頃に行っています。

試験科目や今年度の日程の詳細については、以下のホームページでも情報提供していますので、ご確認ください。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/recruit/index3.html

試験の日程について教えてください。

A

Q



長　官

気象防災監

総　務　部

情報基盤部

大気海洋部
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