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　国立大学は、個性豊かな優れた人材の育成と社会の文化、芸
術、科学、技術の向上、発展に貢献するとともに、21世紀に飛躍
する国家及び社会の形成に寄与することを目的としています。
　近年、学術研究は高度化、国際化、情報化時代を迎える一方、
高齢化社会の中で生涯学習など、教育研究活動に対する期待は
これまで以上に高まりつつあります。
　開かれた魅力ある大学として、特色ある教育研究活動を行って
いくために、教育活動の見直しや改善を行い、積極的な組織改革
に取り組んでいます。 

国立大学法人

　国立高等専門学校は、産業の目覚しい発展に伴い、科学技術者
の需要に即応するため、中学卒業者を対象に５年間の一貫教育を
行い実践的な技術の習得を重視し、高度の理論を実際面に生かせ
る能力を持つ者を養成することを目的とした高等教育機関です。
　高専卒業者等を対象とした2年課程の専攻科も設置され、また
国際交流に伴う留学生の受け入れや発展途上国等への技術教育
の教育信頼等、高専の役割は増え続けています。そのためにも、目
的意識をもったアグレッシブな人材が求められています。 

独立行政法人国立高等専門学校機構

国立高等専門学校

　国立青少年交流の家は、青少年健全育成のための団体の研修
受入や、現在の青少年の課題等に焦点を当てた主催事業を実施す
るなど、多趣多様な活動を実施しています。
　国立青少年自然の家は、21世紀を担う子供たちが大自然の中
での様々な体験活動を通じて、自己の成長を図っていくことがで
きるよう、子供たちのために一層充実した活動を推進しています。
　九州・沖縄地区には、自然環境に恵まれた山や海の景勝の地に
２つの国立青少年交流の家と３つの国立青少年自然の家が設置
されており、各施設とも学校、各種団体、ファミリー等を対象にそ
れぞれの環境や地域の特色を生かした事業を展開しています。 

　独立行政法人国立文化財機構は、東京国立博物館、京都国立
博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館の４博物館を設置し、
有形文化財を収集・保管して国民の皆様の観覧に供するととも
に、４博物館と東京文化財研究所、奈良文化財研究所、アジア太
平洋無形文化遺産研究センターの計7施設にて調査及び研究等
を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存と活用
を図ることを目的としています。
　これにより文化財の保存と活用をより一層効率的かつ効果的に
推進し、文化財保護行政を支えています。

独立行政法人国立文化財機構

　九州地区の国立大学法人等には、国立大学法人（11機関）、独立行政法人国立高等専門学校機構（9機関）、独立
行政法人国立青少年教育振興機構（5機関）、及び独立行政法人国立文化財機構（1機関）があります。
　近年、国立大学法人等を取り巻く環境は大きく変化しており、各機関はそれぞれの強みや個性を活かした改革・
運営に取り組んでいます。国立大学法人等は、自ら果たすべき役割を考え、積極的に行動する人が活躍できる職場
です。

組
織
図
・
業
務
内
容国立大学法人等とは

　上記の機関のうち九州地区にある国立大学法人並びに独立行政法人国立高等専門学校機構（国立高等専門学
校）等で事務系、図書系及び技術系の業務に従事する職員を採用するための試験です。

職員採用試験について

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立青少年交流の家
国立青少年自然の家

先
輩
職
員
の
声



02

機
関
紹
介

技
術
職
員
仕
事
案
内

勤
務
条
件
等
・

　
　
　採
用
試
験
概
要

ア
ン
ケ
ー
ト

ワ
ー
ク・
ラ
イ
フ・

バ
ラ
ン
ス

研
修

先
輩
職
員
の
キ
ャ
リ
ア

■組織図・業務内容

■先輩職員の声

■先輩職員のキャリア

■技術職員仕事案内

■研修

■ワーク・ライフ・バランス

■アンケート

■勤務条件等・採用試験概要

■機関紹介

令和2年度 九州地区国立大学法人等

職 員 仕 事 案 内

03

05

13

15

17

19

21

23

25

contents

　国立大学は、個性豊かな優れた人材の育成と社会の文化、芸
術、科学、技術の向上、発展に貢献するとともに、21世紀に飛躍
する国家及び社会の形成に寄与することを目的としています。
　近年、学術研究は高度化、国際化、情報化時代を迎える一方、
高齢化社会の中で生涯学習など、教育研究活動に対する期待は
これまで以上に高まりつつあります。
　開かれた魅力ある大学として、特色ある教育研究活動を行って
いくために、教育活動の見直しや改善を行い、積極的な組織改革
に取り組んでいます。 

国立大学法人

　国立高等専門学校は、産業の目覚しい発展に伴い、科学技術者
の需要に即応するため、中学卒業者を対象に５年間の一貫教育を
行い実践的な技術の習得を重視し、高度の理論を実際面に生かせ
る能力を持つ者を養成することを目的とした高等教育機関です。
　高専卒業者等を対象とした2年課程の専攻科も設置され、また
国際交流に伴う留学生の受け入れや発展途上国等への技術教育
の教育信頼等、高専の役割は増え続けています。そのためにも、目
的意識をもったアグレッシブな人材が求められています。 
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運営に取り組んでいます。国立大学法人等は、自ら果たすべき役割を考え、積極的に行動する人が活躍できる職場
です。

組
織
図
・
業
務
内
容国立大学法人等とは

　上記の機関のうち九州地区にある国立大学法人並びに独立行政法人国立高等専門学校機構（国立高等専門学
校）等で事務系、図書系及び技術系の業務に従事する職員を採用するための試験です。

職員採用試験について

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立青少年交流の家
国立青少年自然の家

先
輩
職
員
の
声



施設利用者の受入渉外の業務を行う
●施設利用者に対する研修計画の指導助言 
●施設利用者の受入、健康・衛生管理、生活時間の管理　●主催事業の企画立案、実施

一般の患者さんと直接接する職場で医療や看護の現場がスムーズに進められるように事務を行う
●患者受付　●社会保険診療報酬請求　●病歴カルテ管理 
●医療費等相談窓口　●医療情報システムの開発・運用・保守 

業務系

医療系

学生系

学生の入学から卒業までの学業・生活面等をサポートする  
教務 ●学生の入学・卒業手続き等　●カリキュラム編成・履修手続き
学生生活 ●学生の生活指導　●奨学金・授業料等免除手続き　●サークル活動等の支援・施設管理
入試 ●学生募集・入試業務の実施　●入学者選抜に関する広報
留学生 ●学生の国際交流・海外留学　●外国人留学生受入、アドバイザー

会計系

大学等の運営に必要な財務上の計画や管理等に関する業務を行う
財務 ●予算の立案・配分・決済
経理 ●収入・支払業務　●共済組合関係業務
契約 ●備品等の購入契約等
資産 ●土地・建物等の財産の取得等管理 
情報処理 ●事務用システムの企画・立案・運用

事務局

事務組織役　員

総務部

庶務系

■ 庶務系　■ 会計系　■ 学生系　■ 医療系
■ 業務系　■ 図　書　■ 施設系　■ 研究系

総務課

企画課学長 理事

監事

附属図書館

○○学部

○○研究所

附属病院

学内共同教育研究施設

人事課

試験区分／事務

試験区分／図書

試験区分／ 電気、機械、土木、建築、化学、物理、電子・情報、資源工学、農学、林学、生物・生命科学

組織を円滑に運営し、そこで働く職員を支えるため幅広い分野にわたる業務を行う
企画 ●大学の将来構想についての企画立案　●大学の評価に関すること
庶務 ●会議や諸行事の運営　●規則・規定等の制定　●大学の広報に関すること
人事 ●職員の採用、人事異動等　●研修の企画立案等　●健康・安全管理等
研究協力 ●産学連携に関すること　●公開講座の企画立案等 
国際交流 ●国際交流に関する内外の諸機関との交流及び連絡　●外国人研究者の受入

図　書

図書館等に所属し、図書を専門とする職員が図書の管理からネットワークを利用した
情報提供等様々なサービスを行う
●図書館資料の選択、受入登録　●資料の目録作成　●カウンター貸返作業
●閲覧室・書庫等の管理　●学術文献の検索・複写業務　●図書館利用統計 
●図書館利用案内・広報 

建築・電気・機械等を専門とする施設系技術職員が、各機関のキャンパス内の
多種多様な施設に関する計画、施工から保全等の業務を行う
●施設実態調査　●施設の長期整備計画の策定　●施設整備の企画立案・予算要求
●施設の基本設計実施設計及び積算　●工事の入札及び請負契約　
●工事の施工、監督及び工事用資材の検収　●施設の維持保全及び改修

専門的な知識をもった技術職員が、各機関配置部署において、教育・研究における重要な役割を担う
さまざまな業務を行う
●学生の実験、実習の技術的指導　●研究実験用設備機器の開発・設計・維持管理
●研究実験の実施・測定・分析の補助　●研究実験用各種資料の採取、保存、標本作製

研究国際部

研究協力課

国際課

留学生課

財務部

財務課

経理課

契約課

学生支援部

学生生活課

教務課

入試課

キャリアサポート課

施設部

施設企画課

施設整備課

環境整備課

情報管理課

情報サービス課

事務部

○○研究部門

○○研究施設

事務部

○○研究部門

○○研究施設

総務課

管理課

医事課

○○センター

○○実習施設

　国立大学法人等の組織は、大別して、事務局、附属図書館、学部・研究所、附属病院等があり、その規模に応じて部、課
等の事務部門が組織されています。
　ここでは、大学法人の組織、事務部門の一例を紹介します。

施設系

研究系

業務内容組織図 Organization chart Business outline
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施設利用者の受入渉外の業務を行う
●施設利用者に対する研修計画の指導助言 
●施設利用者の受入、健康・衛生管理、生活時間の管理　●主催事業の企画立案、実施

一般の患者さんと直接接する職場で医療や看護の現場がスムーズに進められるように事務を行う
●患者受付　●社会保険診療報酬請求　●病歴カルテ管理 
●医療費等相談窓口　●医療情報システムの開発・運用・保守 

業務系

医療系

学生系

学生の入学から卒業までの学業・生活面等をサポートする  
教務 ●学生の入学・卒業手続き等　●カリキュラム編成・履修手続き
学生生活 ●学生の生活指導　●奨学金・授業料等免除手続き　●サークル活動等の支援・施設管理
入試 ●学生募集・入試業務の実施　●入学者選抜に関する広報
留学生 ●学生の国際交流・海外留学　●外国人留学生受入、アドバイザー

会計系

大学等の運営に必要な財務上の計画や管理等に関する業務を行う
財務 ●予算の立案・配分・決済
経理 ●収入・支払業務　●共済組合関係業務
契約 ●備品等の購入契約等
資産 ●土地・建物等の財産の取得等管理 
情報処理 ●事務用システムの企画・立案・運用

事務局

事務組織役　員

総務部

庶務系

■ 庶務系　■ 会計系　■ 学生系　■ 医療系
■ 業務系　■ 図　書　■ 施設系　■ 研究系

総務課

企画課学長 理事

監事

附属図書館

○○学部

○○研究所

附属病院

学内共同教育研究施設

人事課

試験区分／事務

試験区分／図書

試験区分／ 電気、機械、土木、建築、化学、物理、電子・情報、資源工学、農学、林学、生物・生命科学

組織を円滑に運営し、そこで働く職員を支えるため幅広い分野にわたる業務を行う
企画 ●大学の将来構想についての企画立案　●大学の評価に関すること
庶務 ●会議や諸行事の運営　●規則・規定等の制定　●大学の広報に関すること
人事 ●職員の採用、人事異動等　●研修の企画立案等　●健康・安全管理等
研究協力 ●産学連携に関すること　●公開講座の企画立案等 
国際交流 ●国際交流に関する内外の諸機関との交流及び連絡　●外国人研究者の受入

図　書

図書館等に所属し、図書を専門とする職員が図書の管理からネットワークを利用した
情報提供等様々なサービスを行う
●図書館資料の選択、受入登録　●資料の目録作成　●カウンター貸返作業
●閲覧室・書庫等の管理　●学術文献の検索・複写業務　●図書館利用統計 
●図書館利用案内・広報 

建築・電気・機械等を専門とする施設系技術職員が、各機関のキャンパス内の
多種多様な施設に関する計画、施工から保全等の業務を行う
●施設実態調査　●施設の長期整備計画の策定　●施設整備の企画立案・予算要求
●施設の基本設計実施設計及び積算　●工事の入札及び請負契約　
●工事の施工、監督及び工事用資材の検収　●施設の維持保全及び改修

専門的な知識をもった技術職員が、各機関配置部署において、教育・研究における重要な役割を担う
さまざまな業務を行う
●学生の実験、実習の技術的指導　●研究実験用設備機器の開発・設計・維持管理
●研究実験の実施・測定・分析の補助　●研究実験用各種資料の採取、保存、標本作製

研究国際部

研究協力課

国際課

留学生課

財務部

財務課

経理課

契約課

学生支援部

学生生活課

教務課

入試課

キャリアサポート課

施設部

施設企画課

施設整備課

環境整備課

情報管理課

情報サービス課

事務部

○○研究部門

○○研究施設

事務部

○○研究部門

○○研究施設

総務課

管理課

医事課

○○センター

○○実習施設

　国立大学法人等の組織は、大別して、事務局、附属図書館、学部・研究所、附属病院等があり、その規模に応じて部、課
等の事務部門が組織されています。
　ここでは、大学法人の組織、事務部門の一例を紹介します。

施設系

研究系

業務内容組織図 Organization chart Business outline
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先輩職員の声
!

　　　 この仕事を選んだ理由

　もともと就職先として公務員系全般を考
えていましたが、筆記試験後の業務説明会
で大学職員として働く先輩方の話を聞き、自
分でも大学について調べたりするうちに、大
学職員として教育・研究・地域貢献に携わ
りたいと思うようになりました。面接時の印
象が一番良かった長崎大学から採用の連
絡をいただき、即決しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に学部や研究科等の教育組織の設置・
改廃に係る業務を担当しています。内容とし
ては、関係する部局の担当者と連携し、提出
された書類のチェックや取りまとめ作業を
行い、文部科学省へ必要な書類を提出しま
す。その他には、看護師や保育士養成の指
定学校としての変更申請や届出も行ってい
ます。また、学内外の調書対応なども担当し
ています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　複数の提出書類の期限に追われてバタバ
タすることがありますが、関係する部局の担
当者と連絡調整を重ね、チェックを終えて書

類を提出し、その後無事に認可等の通知が
来た時には、次もまた頑張ろうという気持ち
になります。学部や研究科の設置・改廃と
いった大学の重要な部分に係る仕事ですの
で、とてもやりがいがあります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　文部科学省などに提出する書類や資料
をチェックする上で、提出書類作成の手引
に定められている事項を満たしているかな
どを注意して確認した後、確認・修正を要
する箇所があれば書類の作成元の部局等
に連絡をして修正等を依頼します。一連の
作業をできる限り丁寧かつ迅速に行い、書
類に不備がない状態にするよう心がけてい
ます。

　　　 今後の目標

　今の部署に異動してまだ日が浅いです
が、前の部署とは全く異なる業務に携わるこ
とができ、新鮮でとても勉強になることばか
りです。今後も定期的な人事異動で多様な
業務を経験することになると思いますが、そ
の都度しっかり知識を蓄え、大学職員として
大学の円滑な運営、発展に貢献できるよう
な人材になりたいと思っています。

One day of mine.

One day of mine.

起床
業務開始
まずはメールや新聞記事を
チェックし、急ぎの仕事から優先
的に行います。打合せなどがあ
ることもあります。
昼休み
お弁当を食べた後は、たまに大
学内を散歩することもあります。
業務再開
午前中の業務の続きを行いま
す。打合せなどがあることもあり
ます。
業務終了
急ぎの仕事が無ければ、定時で
退勤します。
帰宅
夕食・お風呂などを済ませます。
就寝

Q4

Q5

Q1

Q2

Q3

05：30
08：45

12：00

13：00

17：30

19：00

23：00

起床
メールチェック。午前中に行う業務に
優先順位をつけ、前日に計画したや
ることリストをこなしていきます。委員
会開催日は運営を行います。
昼休み。
業務再開。メールチェック。委員会委
員長や関連部署との打ち合わせを行
うこともあります。委員会開催日は運
営を行います。
業務終了。次の日に行う業務を付箋
紙にメモ書きをして帰宅します。委員
会前後は残業をすることもあります。
帰宅。本を読んだり、テレビを見たり、
お友達と食事に行ったりしてリフレッ
シュしています。
就寝

06：30
08：30

12：00
13：00

17：15

19：00

24：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　大学は教育を行う機関であると思っていました
が、地域に貢献する仕事がしたいと思い調べる中
で、大学という組織は教育以外にも研究活動や
社会貢献を多くしていることを知り、現在の仕事
を希望しました。また、大学職員は学生や先生方
の活動のサポートを行うことができるため、大学
で働くことはとても魅力的だと感じました。

　　　 現在の仕事内容

　研究者が人を対象とする研究を実施する前に、
倫理的な観点から審査を行うための倫理審査委
員会の運営や審査前後の事務手続き、申請書類
のチェックを行っています。研究者とのやりとりが
多く、特に、審査前の事務局での書類チェックで
は、委員会でのスムーズな審議のため研究計画や
関連規則を読み込むことを重視しています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　委員会で承認された研究の結果がホームペー
ジなどで紹介されていると嬉しく思います。倫理
審査は表には出ない部分ですが、この審査がな
ければ良い研究結果が出ても適切な研究とは言
えないものになってしまいます。研究開始から終
了まで手続きが多く、大変なこともありますが、研
究者が研究を実施する上でとても重要な業務だ
と感じています。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　倫理審査や研究実施は法律や指針、学内規程
など様々な規則に則り行われるため、研究者から
の問い合わせも多くあります。迅速な対応や事務
局としての適切な判断ができるよう規則の十分な
理解を心がけています。研究者が研究を実施し
やすい環境づくりも大事だと考えていますので、
私も日々成長していきたいと思っています。

川畑 乃絵
かわばた のえ

採用年月▶平成27年11月採用（試験区分：事務）
所　　属▶琉球大学 総合企画戦略部
　　　　　研究推進課 研究推進係 係員 　　
趣味・特技▶ライブ参戦

庶務系
（研究協力） 　大学で働くということは学生と接するというイメー

ジがありますが、実は様々な分野の業務があります。
各担当部署によって業務内容は異なりますが、そ
のどれもが、教育・研究・地域貢献に役立つ仕
事だと思います。また、多岐にわたる業務は自身
の成長にもつながります。上司や先輩、周りの方も
優しく楽しい職場です！

Message

One day of mine.
起床（語学勉強や趣味などはすべて
静かな朝にやるようにしています。）
出勤
昼休み
業務再開
退勤
運動（デスクワークなので、身体は
意識的に動かすようにしています。）
就寝

05：30

09：00
12：00
13：00
17：45
20：00

22：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　大学という場所が知の拠点であり、知的好奇
心・探求心に溢れた教員・学生に囲まれて仕事
をすることで、いつまでも明るい気持ちで精神的
に若く働き続けることができるのではないかと考
え、大学で働くことを決意しました。

　　　 現在の仕事内容

　国費留学生という文部科学省の奨学金によっ
て本学へ留学してくる学生の受入手続きにかかる
業務を主に行っています。文部科学省と学生の受
け入れ先となる各学部・学部の学生担当係との
様々な調整を行います。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　本学への入学の問い合わせの対応をしていた
学生が、無事に選考を経て渡日をし、新しい生活

をスタートさせている様子を見たときに、嬉しく思
うのと同時に、これからの彼らの人生の発展の起
爆剤となれるような経験を本学で積んでもらいた
いというあたたかい気持ちになります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　戦略的な国際化が避けられない中で、留学生
数の増減は国際化の指標としてまず注目されま
す。数値から現れる傾向を常に意識して、戦略を
立てるための材料（データ）を集めるようにしてい
ます。

丹生 知里
にう ちさと
採用年月▶平成２３年８月採用（試験区分：事務）
所　　属▶九州大学 国際部
　　　　　留学課国際学生交流係 係員 　　
趣味・特技▶語学学習
　　　　　（現在は中国語の勉強をしています！）

庶務系
（国際交流） 　大学は学生だけでなく、職員に対しても、自身の関

心・意欲に応じて、様々な成長の機会を与えてくれる
とても魅力的な職場です。私自身、採用当時は英語
にも海外にも全く無縁でしたが、様々な「国際化」「海
外」研修を通じて、これまで知らなかった自分に出会
うことができました。学び、挑戦し続ける向上心を持
ちながら働くことができることが大学職員の素晴らしい
ところだと思います。

Message

私の1日

私の1日

私の1日

Q4

Q4

Q1

Q1

Q2

Q2

Q3

Q3

内定はどのくらいの時期に出ますか？
各機関においてそれぞれの事情により異なりますが、合格発表の翌日～翌週
に選考を開始し、８月～９月の間に内定がでる機関が多いようです。

職員の年齢層や平均年齢はどのようになっていますか？
こちらも各機関において実情は異なりますが、おおよそ各年代の職員がバラ
ンス良く在職しており、平均年齢も中間層に当たる40代前半となっているよう
です。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。

はしっこ

溝口 亮
みぞぐち りょう
採用年月▶平成27年11月1日採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶長崎大学 総務部
　　　　　総務企画課企画室企画班
　　　　　（企画） 班員
趣味・特技▶散歩

庶務系
（企画）

　大学職員は、教員など他職種の方や他
部署の職員と協働して、大学という大きな
組織の運営に携わることができる、やりが
いのある職業だと感じています。また、休
日はしっかり休んで趣味や家庭など、プラ
イベートな時間を充実させられる環境も
魅力の1つだと思います。大学職員になっ
た皆さんとお会いできる日を楽しみにして
います。

Message

Senior sta�'s Voice
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先輩職員の声
!

　　　 この仕事を選んだ理由

　もともと就職先として公務員系全般を考
えていましたが、筆記試験後の業務説明会
で大学職員として働く先輩方の話を聞き、自
分でも大学について調べたりするうちに、大
学職員として教育・研究・地域貢献に携わ
りたいと思うようになりました。面接時の印
象が一番良かった長崎大学から採用の連
絡をいただき、即決しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に学部や研究科等の教育組織の設置・
改廃に係る業務を担当しています。内容とし
ては、関係する部局の担当者と連携し、提出
された書類のチェックや取りまとめ作業を
行い、文部科学省へ必要な書類を提出しま
す。その他には、看護師や保育士養成の指
定学校としての変更申請や届出も行ってい
ます。また、学内外の調書対応なども担当し
ています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　複数の提出書類の期限に追われてバタバ
タすることがありますが、関係する部局の担
当者と連絡調整を重ね、チェックを終えて書

類を提出し、その後無事に認可等の通知が
来た時には、次もまた頑張ろうという気持ち
になります。学部や研究科の設置・改廃と
いった大学の重要な部分に係る仕事ですの
で、とてもやりがいがあります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　文部科学省などに提出する書類や資料
をチェックする上で、提出書類作成の手引
に定められている事項を満たしているかな
どを注意して確認した後、確認・修正を要
する箇所があれば書類の作成元の部局等
に連絡をして修正等を依頼します。一連の
作業をできる限り丁寧かつ迅速に行い、書
類に不備がない状態にするよう心がけてい
ます。

　　　 今後の目標

　今の部署に異動してまだ日が浅いです
が、前の部署とは全く異なる業務に携わるこ
とができ、新鮮でとても勉強になることばか
りです。今後も定期的な人事異動で多様な
業務を経験することになると思いますが、そ
の都度しっかり知識を蓄え、大学職員として
大学の円滑な運営、発展に貢献できるよう
な人材になりたいと思っています。

One day of mine.

One day of mine.

起床
業務開始
まずはメールや新聞記事を
チェックし、急ぎの仕事から優先
的に行います。打合せなどがあ
ることもあります。
昼休み
お弁当を食べた後は、たまに大
学内を散歩することもあります。
業務再開
午前中の業務の続きを行いま
す。打合せなどがあることもあり
ます。
業務終了
急ぎの仕事が無ければ、定時で
退勤します。
帰宅
夕食・お風呂などを済ませます。
就寝

Q4

Q5

Q1

Q2

Q3

05：30
08：45

12：00

13：00

17：30

19：00

23：00

起床
メールチェック。午前中に行う業務に
優先順位をつけ、前日に計画したや
ることリストをこなしていきます。委員
会開催日は運営を行います。
昼休み。
業務再開。メールチェック。委員会委
員長や関連部署との打ち合わせを行
うこともあります。委員会開催日は運
営を行います。
業務終了。次の日に行う業務を付箋
紙にメモ書きをして帰宅します。委員
会前後は残業をすることもあります。
帰宅。本を読んだり、テレビを見たり、
お友達と食事に行ったりしてリフレッ
シュしています。
就寝

06：30
08：30

12：00
13：00

17：15

19：00

24：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　大学は教育を行う機関であると思っていました
が、地域に貢献する仕事がしたいと思い調べる中
で、大学という組織は教育以外にも研究活動や
社会貢献を多くしていることを知り、現在の仕事
を希望しました。また、大学職員は学生や先生方
の活動のサポートを行うことができるため、大学
で働くことはとても魅力的だと感じました。

　　　 現在の仕事内容

　研究者が人を対象とする研究を実施する前に、
倫理的な観点から審査を行うための倫理審査委
員会の運営や審査前後の事務手続き、申請書類
のチェックを行っています。研究者とのやりとりが
多く、特に、審査前の事務局での書類チェックで
は、委員会でのスムーズな審議のため研究計画や
関連規則を読み込むことを重視しています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　委員会で承認された研究の結果がホームペー
ジなどで紹介されていると嬉しく思います。倫理
審査は表には出ない部分ですが、この審査がな
ければ良い研究結果が出ても適切な研究とは言
えないものになってしまいます。研究開始から終
了まで手続きが多く、大変なこともありますが、研
究者が研究を実施する上でとても重要な業務だ
と感じています。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　倫理審査や研究実施は法律や指針、学内規程
など様々な規則に則り行われるため、研究者から
の問い合わせも多くあります。迅速な対応や事務
局としての適切な判断ができるよう規則の十分な
理解を心がけています。研究者が研究を実施し
やすい環境づくりも大事だと考えていますので、
私も日々成長していきたいと思っています。

川畑 乃絵
かわばた のえ

採用年月▶平成27年11月採用（試験区分：事務）
所　　属▶琉球大学 総合企画戦略部
　　　　　研究推進課 研究推進係 係員 　　
趣味・特技▶ライブ参戦

庶務系
（研究協力） 　大学で働くということは学生と接するというイメー

ジがありますが、実は様々な分野の業務があります。
各担当部署によって業務内容は異なりますが、そ
のどれもが、教育・研究・地域貢献に役立つ仕
事だと思います。また、多岐にわたる業務は自身
の成長にもつながります。上司や先輩、周りの方も
優しく楽しい職場です！

Message

One day of mine.
起床（語学勉強や趣味などはすべて
静かな朝にやるようにしています。）
出勤
昼休み
業務再開
退勤
運動（デスクワークなので、身体は
意識的に動かすようにしています。）
就寝

05：30

09：00
12：00
13：00
17：45
20：00

22：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　大学という場所が知の拠点であり、知的好奇
心・探求心に溢れた教員・学生に囲まれて仕事
をすることで、いつまでも明るい気持ちで精神的
に若く働き続けることができるのではないかと考
え、大学で働くことを決意しました。

　　　 現在の仕事内容

　国費留学生という文部科学省の奨学金によっ
て本学へ留学してくる学生の受入手続きにかかる
業務を主に行っています。文部科学省と学生の受
け入れ先となる各学部・学部の学生担当係との
様々な調整を行います。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　本学への入学の問い合わせの対応をしていた
学生が、無事に選考を経て渡日をし、新しい生活

をスタートさせている様子を見たときに、嬉しく思
うのと同時に、これからの彼らの人生の発展の起
爆剤となれるような経験を本学で積んでもらいた
いというあたたかい気持ちになります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　戦略的な国際化が避けられない中で、留学生
数の増減は国際化の指標としてまず注目されま
す。数値から現れる傾向を常に意識して、戦略を
立てるための材料（データ）を集めるようにしてい
ます。

丹生 知里
にう ちさと
採用年月▶平成２３年８月採用（試験区分：事務）
所　　属▶九州大学 国際部
　　　　　留学課国際学生交流係 係員 　　
趣味・特技▶語学学習
　　　　　（現在は中国語の勉強をしています！）

庶務系
（国際交流） 　大学は学生だけでなく、職員に対しても、自身の関

心・意欲に応じて、様々な成長の機会を与えてくれる
とても魅力的な職場です。私自身、採用当時は英語
にも海外にも全く無縁でしたが、様々な「国際化」「海
外」研修を通じて、これまで知らなかった自分に出会
うことができました。学び、挑戦し続ける向上心を持
ちながら働くことができることが大学職員の素晴らしい
ところだと思います。

Message

私の1日

私の1日

私の1日

Q4

Q4

Q1

Q1

Q2

Q2

Q3

Q3

内定はどのくらいの時期に出ますか？
各機関においてそれぞれの事情により異なりますが、合格発表の翌日～翌週
に選考を開始し、８月～９月の間に内定がでる機関が多いようです。

職員の年齢層や平均年齢はどのようになっていますか？
こちらも各機関において実情は異なりますが、おおよそ各年代の職員がバラ
ンス良く在職しており、平均年齢も中間層に当たる40代前半となっているよう
です。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。

はしっこ

溝口 亮
みぞぐち りょう
採用年月▶平成27年11月1日採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶長崎大学 総務部
　　　　　総務企画課企画室企画班
　　　　　（企画） 班員
趣味・特技▶散歩

庶務系
（企画）

　大学職員は、教員など他職種の方や他
部署の職員と協働して、大学という大きな
組織の運営に携わることができる、やりが
いのある職業だと感じています。また、休
日はしっかり休んで趣味や家庭など、プラ
イベートな時間を充実させられる環境も
魅力の1つだと思います。大学職員になっ
た皆さんとお会いできる日を楽しみにして
います。

Message
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　　　 この仕事を選んだ理由

　就職活動をする前は、「公務員系でかつ地
元周辺で働きたい」という思いしか特に持っ
ていませんでしたが、就職活動を進める中で
国立大学法人等について調べていくうちに
「学校で働くこと」に興味が湧いてきたのでこ
の仕事を希望いたしました。

　　　 現在の仕事内容

　主に発注や資産管理などの業務を担当し
ています。教職員が入力した購入依頼をもと
に発注を行うほか、購入した備品への管理
シールの貼付や、不要になった資産の処分
の手続きをしています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　平成29年７月に契約係に異動になった際、
ちょうどロボコンに出場するロボットを制作
するために必要な物品等を調達する時期と
重なり、初めての仕事で慣れない中一生懸
命発注を行いました。そしてその年、北九州
高専がロボコンの全国大会で優勝し、非常
に嬉しく思ったのを覚えています。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　予算に関わらず購入依頼のあった際に
は、その内容が予算の使用目的に合致して
いるかどうか、外部資金であれば交付元の経
費取扱要領に反していないかなどを必ず考
えるようにしています。そういった点で、特に
予算を管理する係や外部資金の受け入れに
携わっている係と連携を密にし、業務を行う
ことを心がけています。

　　　 今後の目標

　平成26年に採用され、財務係、契約係と会
計系の係を経験させていただいています。こ
れから先、他の色々な係も経験することにな
るかと思いますが、「会計系の仕事のことな
ら永久さんが詳しい」と教職員の方に言って
いただけるような職員になりたいと思ってい
ます。

One day of mine.
起床
自宅を出発　通勤中はいつも
好きなバンドの曲を聴いてい
ます。
学校着　毎朝必ず車庫の
シャッターを開け、メールと購入
依頼のチェックを行います。ま
た、納品に来られた業者さんの
対応も随時行います。
昼休み　
業務再開　先生からの購入依
頼は随時あるので、逐一チェッ
クし、発注を行います。同時に業
者さんからの電話の対応や、い
ただいた請求書などの不備の
確認も行います。
業務終了　明日しなければなら
ないことのリストを作成し、帰宅
します。
帰宅　
就寝

06：00
06：40

08：00

12：15
13：00

17：00

19：00
23：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　地元に残って働きたいということを考えた
ときに、様々な業務に取り組んでみたいとい
う思いがあり、公務員系を志望していました。
その中で大学職員は、学務･研究･病院等
様々な業務があること、出身大学を通じて地
域に貢献出来ることという理由がありこの仕
事を選びました。

　　　 現在の仕事内容

　病院内における患者数、稼働額等の経営
管理指標の作成やHOMAS(国立大学病院
管理会計システム)を用いた収支分析、全国
ベンチマークを用いての自大学の傾向など経
営分析及び経営戦略に関する事が業務内容
となります。主に、Excel、Access等を用いて
業務に取り組んでいます。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　経営戦略課の業務には、病院執行部が的
確な議論･決断ができるような判断材料を提

示させることです。判断材料として、どれだけ
伝わりやすい資料を作るかという事が大事
になります。執行部の判断を左右するという
事は、責任は大きいですがやりがいはあると
思います。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　収入及び費用の増減にはどのような要因
が影響しているのかを即時に分析し対応し
ていかなければなりません。そのため、指標
の変更に関与しそうな新薬･制度改訂の
ニュース等には特に気をつけて生活するよう
心掛けています。

　　　 今後の目標

　今後人事異動を通じて様々な部署へと配
属されると思います。特定の分野にとらわれ
ず幅広い知識を身につけ、頼りにされる大学
職員になることが目標です。また、直近として
は配属後3年経ち日々の業務にも慣れてきて
いるので、自分の仕事のみを行うのではなく
周囲の仕事をカバーしていければと思って
います。

One day of mine.
起床
業務開始。まずはメールを
チェックし、臨時の業務がない
か確認します。
臨時の業務が無い場合は、通
常業務に優先順位を決めて取
り組みます。
昼休み
業務再開。午前中の業務の続き
から取りかかります。
会議や打ち合わせが入ることも
よくあります。
業務終了。忙しい時期は残業を
する事もあります。
夕食
就寝

07：00
08：30

12：00
13：00

17：15

19：00
24：00

具体的な給与の金額はどのくらいですか？
基本給は各機関により異なりますが、学歴や職務経験に応じて決定されます。新卒 22歳の方の場合、182200円ほどが初任給の基本給にな
りますが、これに通勤手当、住居手当、扶養手当等が実態に応じて支給されます。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。
他機関への出向について教えてください。
他機関への出向については出向先、出向元機関の人事計画に応じて状況が変わってきますが、大学法人等職員として勤務する間、少なくとも1
回は同県の機関を含む人事交流を行っている方が多いようです。もちろん、全く出向することなく定年される方もいれば、文部科学省や海外機関
といった様 な々機関へ出向する方もいます。

はしっこ

永久 勇一
ながひさ ゆういち
採用年月▶平成26年4月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶北九州工業高等専門学校
　　　　　総務課 契約係 係員
趣味・特技▶楽器演奏

会計系
（資産）

　高専職員は本当に様 な々内容の仕事
があり、毎日が勉強で覚えることも数多
くありますが、そのぶん日々 成長を実感
できる職業だと思います。また、コミュ
ニケーションのとりやすい環境でもある
ため、とても働きやすいと思います。
みなさんと一緒に仕事ができることを楽
しみにしています。

Message

中村 仁
なかむら じん
採用年月▶平成29 年４月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶熊本大学病院事務部
　　　　　経営戦略課経営戦略担当
趣味・特技▶読書･映画鑑賞

会計系
（予算）

　大学職員の業務は、多岐にわたってお
り様 な々経験を積むことが可能です。様々
な業務を経験する中で、スキルアップしな
がら自分の個性に合った業務を見つけるこ
とが出来ます。また、休暇等の福利厚生も
整っており、働きやすい環境だと思います。
皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしてい
ます。

Message

先輩職員の声
!
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　　　 この仕事を選んだ理由

　就職活動をする前は、「公務員系でかつ地
元周辺で働きたい」という思いしか特に持っ
ていませんでしたが、就職活動を進める中で
国立大学法人等について調べていくうちに
「学校で働くこと」に興味が湧いてきたのでこ
の仕事を希望いたしました。

　　　 現在の仕事内容

　主に発注や資産管理などの業務を担当し
ています。教職員が入力した購入依頼をもと
に発注を行うほか、購入した備品への管理
シールの貼付や、不要になった資産の処分
の手続きをしています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　平成29年７月に契約係に異動になった際、
ちょうどロボコンに出場するロボットを制作
するために必要な物品等を調達する時期と
重なり、初めての仕事で慣れない中一生懸
命発注を行いました。そしてその年、北九州
高専がロボコンの全国大会で優勝し、非常
に嬉しく思ったのを覚えています。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　予算に関わらず購入依頼のあった際に
は、その内容が予算の使用目的に合致して
いるかどうか、外部資金であれば交付元の経
費取扱要領に反していないかなどを必ず考
えるようにしています。そういった点で、特に
予算を管理する係や外部資金の受け入れに
携わっている係と連携を密にし、業務を行う
ことを心がけています。

　　　 今後の目標

　平成26年に採用され、財務係、契約係と会
計系の係を経験させていただいています。こ
れから先、他の色々な係も経験することにな
るかと思いますが、「会計系の仕事のことな
ら永久さんが詳しい」と教職員の方に言って
いただけるような職員になりたいと思ってい
ます。

One day of mine.
起床
自宅を出発　通勤中はいつも
好きなバンドの曲を聴いてい
ます。
学校着　毎朝必ず車庫の
シャッターを開け、メールと購入
依頼のチェックを行います。ま
た、納品に来られた業者さんの
対応も随時行います。
昼休み　
業務再開　先生からの購入依
頼は随時あるので、逐一チェッ
クし、発注を行います。同時に業
者さんからの電話の対応や、い
ただいた請求書などの不備の
確認も行います。
業務終了　明日しなければなら
ないことのリストを作成し、帰宅
します。
帰宅　
就寝

06：00
06：40

08：00

12：15
13：00

17：00

19：00
23：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　地元に残って働きたいということを考えた
ときに、様々な業務に取り組んでみたいとい
う思いがあり、公務員系を志望していました。
その中で大学職員は、学務･研究･病院等
様々な業務があること、出身大学を通じて地
域に貢献出来ることという理由がありこの仕
事を選びました。

　　　 現在の仕事内容

　病院内における患者数、稼働額等の経営
管理指標の作成やHOMAS(国立大学病院
管理会計システム)を用いた収支分析、全国
ベンチマークを用いての自大学の傾向など経
営分析及び経営戦略に関する事が業務内容
となります。主に、Excel、Access等を用いて
業務に取り組んでいます。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　経営戦略課の業務には、病院執行部が的
確な議論･決断ができるような判断材料を提

示させることです。判断材料として、どれだけ
伝わりやすい資料を作るかという事が大事
になります。執行部の判断を左右するという
事は、責任は大きいですがやりがいはあると
思います。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　収入及び費用の増減にはどのような要因
が影響しているのかを即時に分析し対応し
ていかなければなりません。そのため、指標
の変更に関与しそうな新薬･制度改訂の
ニュース等には特に気をつけて生活するよう
心掛けています。

　　　 今後の目標

　今後人事異動を通じて様々な部署へと配
属されると思います。特定の分野にとらわれ
ず幅広い知識を身につけ、頼りにされる大学
職員になることが目標です。また、直近として
は配属後3年経ち日々の業務にも慣れてきて
いるので、自分の仕事のみを行うのではなく
周囲の仕事をカバーしていければと思って
います。

One day of mine.
起床
業務開始。まずはメールを
チェックし、臨時の業務がない
か確認します。
臨時の業務が無い場合は、通
常業務に優先順位を決めて取
り組みます。
昼休み
業務再開。午前中の業務の続き
から取りかかります。
会議や打ち合わせが入ることも
よくあります。
業務終了。忙しい時期は残業を
する事もあります。
夕食
就寝

07：00
08：30

12：00
13：00

17：15

19：00
24：00

具体的な給与の金額はどのくらいですか？
基本給は各機関により異なりますが、学歴や職務経験に応じて決定されます。新卒 22歳の方の場合、182200円ほどが初任給の基本給にな
りますが、これに通勤手当、住居手当、扶養手当等が実態に応じて支給されます。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。
他機関への出向について教えてください。
他機関への出向については出向先、出向元機関の人事計画に応じて状況が変わってきますが、大学法人等職員として勤務する間、少なくとも1
回は同県の機関を含む人事交流を行っている方が多いようです。もちろん、全く出向することなく定年される方もいれば、文部科学省や海外機関
といった様 な々機関へ出向する方もいます。

はしっこ

永久 勇一
ながひさ ゆういち
採用年月▶平成26年4月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶北九州工業高等専門学校
　　　　　総務課 契約係 係員
趣味・特技▶楽器演奏

会計系
（資産）

　高専職員は本当に様 な々内容の仕事
があり、毎日が勉強で覚えることも数多
くありますが、そのぶん日々 成長を実感
できる職業だと思います。また、コミュ
ニケーションのとりやすい環境でもある
ため、とても働きやすいと思います。
みなさんと一緒に仕事ができることを楽
しみにしています。

Message

中村 仁
なかむら じん
採用年月▶平成29 年４月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶熊本大学病院事務部
　　　　　経営戦略課経営戦略担当
趣味・特技▶読書･映画鑑賞

会計系
（予算）

　大学職員の業務は、多岐にわたってお
り様 な々経験を積むことが可能です。様々
な業務を経験する中で、スキルアップしな
がら自分の個性に合った業務を見つけるこ
とが出来ます。また、休暇等の福利厚生も
整っており、働きやすい環境だと思います。
皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしてい
ます。

Message
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　　　 この仕事を選んだ理由

　大学時代の経験から教育に関する仕事が
したいと思いました。大学職員の業務内容
は多岐にわたっている為、学生を様々な面
からサポートすることができ、次世代を生き
抜く力をもった人材育成に携われる点に魅
力を感じました。また優秀な人材を輩出す
ることで、地元大分の発展に貢献できる点
にも魅力を感じ志望しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に学部入試に関する業務を担当してい
ます。学部入試には、一般選抜、学校推薦
型選抜、総合型選抜などがあります。入試
ごとに募集要項の作成から願書受付、関係
部署との打ち合わせ、試験の実施、合格発
表までの一連の業務を行います。また、オー
プンキャンパスや進学説明会など入試広報
業務も行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　入試を無事にやり終えた時です。入試課
の業務は失敗が許されません。入試を適正

に実施するために多くの時間と労力をかけ
準備し、試験実施の際にトラブルが起こっ
たとしてもミスなく対応することが要求され
ます。責任の大きな仕事ですがその分合格
発表を終えた瞬間には大きな達成感を得る
ことができます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　正しい情報を発信することです。入試課
には日々受験者や保護者等様々な方から問
い合わせがあります。相手の求めている情
報を理解し正しく伝えなければ、受験者の
努力が無駄になりかねません。少しでも迷う
ことがあれば、必ず課内で確認し1人で判断
しないようにしています。

　　　 今後の目標

　大学入学共通テストの導入に伴いこれま
での業務をなぞるだけでは、入試を行うこ
とが難しく、変化に合わせて柔軟に対応す
る必要が生じました。自分を成長させてくれ
る機会と捉え、新たな方法を模索し何が必
要かをシミュレーションしながら準備を行
い、滞りなく入試を完遂させたいです。

One day of mine.
起床
業務開始。メールチェック及び
その日行う業務リストを確認し
ます。
書類の作成や関係部署との連
絡を行います。
昼食。ローテーションで電話当
番があります。
業務再開。
引き続き書類の作成を行います。
業務終了。帰宅前にメール
チェックと次の日に行う業務リ
ストを作成します。時期によっ
ては残業することもあります。
就寝

07：00
08：30

12：00

13：00

17：15

24：00

　　　 現在の仕事内容

　課外活動支援、奨学金、授業料免除、就職
支援、窓口での学生対応など学生生活のサ
ポート業務をしています。業務の幅が広く同
時進行で様 な々業務に取り組むので、覚える
ことも多く、毎日たくさん勉強しています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　学生系の部署に限ったことではありませ
んが、行事やイベントに携わる機会が多く、会
場設営や運営に詳しくなれます。教職員、学
生と協力しながら準備してきた行事が、トラ
ブルもなく段取り良く無事終了した時はやり
がいというか達成感があります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　緊張した様子で窓口を訪ねてくる学生も多
いので、こちらから積極的に声をかけ不安を
解消しながら対応するよう心掛けています。
また、学生だけでなく教員や保護者、企業の
担当者など多くの人と接する機会がある部署
なので、受け答えや言葉遣いは丁寧にする
よう意識しています。

　　　 今後の目標

　学生系の部署にいると、様々なところで活
躍する学生の情報に触れる機会が多々あり
ます。活躍する学生の姿をもっとたくさんの
人に知ってもらいたいので、工夫しながら仕
事に取り組みたいです。また、仕事をするう
えで自分が経験した苦労やもどかしさを後任
に経験させないよう知識やノウハウの共有
を意識しながら仕事に取り組みたいです。

One day of mine.
起床
通勤　
業務開始　学生が朝から窓口
を訪ねてきます。１日のスタート
は窓口対応からです。
昼休み　学生が窓口を訪ねてく
るため時間をずらして昼食をと
ります。
業務再開　学生が授業を受け
ている時間帯に集中してデスク
ワークに取り組みます。
業務終了　翌日以降の予定を
確認し、切りのいいところで帰
宅します。
帰宅　妻と一緒においしいご
飯を食べます。
就寝

06：00
07：00
08：30

12：00

13：00

17：15

19：00

23：00

はしっこ

推奨される資格などはありますか？
このパンフレットにあるとおり、国立大学法人等の業務は多岐にわたります。直接業務に反映されるような資格はあまりないかもしれませんが、
これから益々重視される国際化に対応するため、外国語、特に英語のスキルを向上させておくことはどの機関でも推奨しているところです。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。

有給休暇の取得について教えてください。
機関、部署によっても違いはありますが、基本的には自由に取得することが可能です。繁忙期など休みが取りにくい時期がある部署などは繫忙期
が終わった後などにまとまった休みを取る職員も多くいるようです。

濵田 健太
はまだ けんた
採用年月▶平成29年４月1日採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶大分大学学生支援部入試課
　　　　　入試企画グループ 一般職員
趣味・特技▶テニス

学生系
（入試）

　大学には多種多様な仕事があり、どの
部署にいっても経験豊富な先輩方が熱
心に教えてくれるため、日々の学びの
中で自分自身を成長させてくれる職場
だと思います。また、休みも取得し
やすいので、仕事も遊びも充実し
た日々を送ることができます。皆
さんと一緒に働ける日を楽しみに
しています。

Message

武田 圭由
たけだ よしゆき
採用年月▶平成２３年８月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶都城工業高等専門学校
　　　　　学生課学生係 係員
趣味・特技▶映画鑑賞

学生系
（教務）

　国立大学法人等の職員は定期的な人事
異動で様々な仕事を経験できます。また、
人事交流で他機関での勤務を経験する機
会もありますので、視野の広がりを実感し
ながら成長することができます。働きなが
ら、所属する組織の新たな面を発見する
機会もたくさんあり、新鮮な気持ちを抱き
ながら仕事をすることができます。
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　　　 この仕事を選んだ理由

　大学時代の経験から教育に関する仕事が
したいと思いました。大学職員の業務内容
は多岐にわたっている為、学生を様々な面
からサポートすることができ、次世代を生き
抜く力をもった人材育成に携われる点に魅
力を感じました。また優秀な人材を輩出す
ることで、地元大分の発展に貢献できる点
にも魅力を感じ志望しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に学部入試に関する業務を担当してい
ます。学部入試には、一般選抜、学校推薦
型選抜、総合型選抜などがあります。入試
ごとに募集要項の作成から願書受付、関係
部署との打ち合わせ、試験の実施、合格発
表までの一連の業務を行います。また、オー
プンキャンパスや進学説明会など入試広報
業務も行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　入試を無事にやり終えた時です。入試課
の業務は失敗が許されません。入試を適正

に実施するために多くの時間と労力をかけ
準備し、試験実施の際にトラブルが起こっ
たとしてもミスなく対応することが要求され
ます。責任の大きな仕事ですがその分合格
発表を終えた瞬間には大きな達成感を得る
ことができます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　正しい情報を発信することです。入試課
には日々受験者や保護者等様々な方から問
い合わせがあります。相手の求めている情
報を理解し正しく伝えなければ、受験者の
努力が無駄になりかねません。少しでも迷う
ことがあれば、必ず課内で確認し1人で判断
しないようにしています。

　　　 今後の目標

　大学入学共通テストの導入に伴いこれま
での業務をなぞるだけでは、入試を行うこ
とが難しく、変化に合わせて柔軟に対応す
る必要が生じました。自分を成長させてくれ
る機会と捉え、新たな方法を模索し何が必
要かをシミュレーションしながら準備を行
い、滞りなく入試を完遂させたいです。

One day of mine.
起床
業務開始。メールチェック及び
その日行う業務リストを確認し
ます。
書類の作成や関係部署との連
絡を行います。
昼食。ローテーションで電話当
番があります。
業務再開。
引き続き書類の作成を行います。
業務終了。帰宅前にメール
チェックと次の日に行う業務リ
ストを作成します。時期によっ
ては残業することもあります。
就寝

07：00
08：30

12：00

13：00

17：15

24：00

　　　 現在の仕事内容

　課外活動支援、奨学金、授業料免除、就職
支援、窓口での学生対応など学生生活のサ
ポート業務をしています。業務の幅が広く同
時進行で様 な々業務に取り組むので、覚える
ことも多く、毎日たくさん勉強しています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　学生系の部署に限ったことではありませ
んが、行事やイベントに携わる機会が多く、会
場設営や運営に詳しくなれます。教職員、学
生と協力しながら準備してきた行事が、トラ
ブルもなく段取り良く無事終了した時はやり
がいというか達成感があります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　緊張した様子で窓口を訪ねてくる学生も多
いので、こちらから積極的に声をかけ不安を
解消しながら対応するよう心掛けています。
また、学生だけでなく教員や保護者、企業の
担当者など多くの人と接する機会がある部署
なので、受け答えや言葉遣いは丁寧にする
よう意識しています。

　　　 今後の目標

　学生系の部署にいると、様々なところで活
躍する学生の情報に触れる機会が多々あり
ます。活躍する学生の姿をもっとたくさんの
人に知ってもらいたいので、工夫しながら仕
事に取り組みたいです。また、仕事をするう
えで自分が経験した苦労やもどかしさを後任
に経験させないよう知識やノウハウの共有
を意識しながら仕事に取り組みたいです。

One day of mine.
起床
通勤　
業務開始　学生が朝から窓口
を訪ねてきます。１日のスタート
は窓口対応からです。
昼休み　学生が窓口を訪ねてく
るため時間をずらして昼食をと
ります。
業務再開　学生が授業を受け
ている時間帯に集中してデスク
ワークに取り組みます。
業務終了　翌日以降の予定を
確認し、切りのいいところで帰
宅します。
帰宅　妻と一緒においしいご
飯を食べます。
就寝

06：00
07：00
08：30

12：00

13：00

17：15

19：00

23：00

はしっこ

推奨される資格などはありますか？
このパンフレットにあるとおり、国立大学法人等の業務は多岐にわたります。直接業務に反映されるような資格はあまりないかもしれませんが、
これから益々重視される国際化に対応するため、外国語、特に英語のスキルを向上させておくことはどの機関でも推奨しているところです。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。

有給休暇の取得について教えてください。
機関、部署によっても違いはありますが、基本的には自由に取得することが可能です。繁忙期など休みが取りにくい時期がある部署などは繫忙期
が終わった後などにまとまった休みを取る職員も多くいるようです。

濵田 健太
はまだ けんた
採用年月▶平成29年４月1日採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶大分大学学生支援部入試課
　　　　　入試企画グループ 一般職員
趣味・特技▶テニス

学生系
（入試）

　大学には多種多様な仕事があり、どの
部署にいっても経験豊富な先輩方が熱
心に教えてくれるため、日々の学びの
中で自分自身を成長させてくれる職場
だと思います。また、休みも取得し
やすいので、仕事も遊びも充実し
た日々を送ることができます。皆
さんと一緒に働ける日を楽しみに
しています。

Message

武田 圭由
たけだ よしゆき
採用年月▶平成２３年８月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶都城工業高等専門学校
　　　　　学生課学生係 係員
趣味・特技▶映画鑑賞

学生系
（教務）

　国立大学法人等の職員は定期的な人事
異動で様々な仕事を経験できます。また、
人事交流で他機関での勤務を経験する機
会もありますので、視野の広がりを実感し
ながら成長することができます。働きなが
ら、所属する組織の新たな面を発見する
機会もたくさんあり、新鮮な気持ちを抱き
ながら仕事をすることができます。
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　　　 この仕事を選んだ理由

　学生さんや先生方の研究活動を幅広く支
援できることから大学図書館の仕事を選び
ました。大学生の頃は理学部で火山学を専
攻しており、研究者への憧れもありました。
その中で、卒業研究をサポートしてくださる
色々な方との出会いがあり、様々な分野で研
究を支援するという生き方に魅力を感じた
ことがきっかけです。

　　　 現在の仕事内容

　購入・寄贈された図書の書誌データ（タ
イトル、出版年等の本を同定する情報）作成
や、分類・配架登録等の所蔵データ作成と
いった目録業務が中心です。図書館に並ぶ
もののほか、先生方の研究室に置かれる図
書も扱います。書誌データは NACSIS-CAT
というシステムで、全国の大学図書館が協働
して蓄積しています。データ作成後は、ラベ
ル貼り等の装備も行います。その他、図書館
の広報活動等、係の枠を超えたチームでの
業務もあります。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　数百年以上前の和漢書や、先生方が海外
で収集された古書等、大変貴重な資料の

データを整備する
機会もあり、身が引
き締まる思いになり
ます。「巨人の肩の
上に立つ」という言
葉があるように、科
学の発展は常に先
人たちの知の積み
重ねがあってのもの
です。目録業務を通して世界中の研究者の
活動に触れていると、そんな知の蓄積に関
わることができる喜びを感じます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　一に正確に、二に手早く。本と利用者を繋
ぐ、陰の支えになれればと思います。記述
ルールを誤ると本がうまく検索にヒットしな
くなることもあるため、細部にまで気を配る
ことが大切です。利用者の方と接する機会
が少ない係だからこそ、常に自分の業務の
先にいる利用者の存在を意識するよう心掛
けています。

　　　 今後の目標

　今は目録業務の
経験を積み、どんな
形態・言語の図書
でもスムーズに読み
解けるようになるこ
とが目標です。ま
た、今後はオープン
サイエンスの推進
等、学術情報流通
の在り方が大幅に変わっていく流れにある
ため、学術業界全体や大学の戦略等の最新
動向にアンテナを張り、広い視点を持つ人
材でありたいと思っています。

One day of mine.

One day of mine.

起床
通勤
子どもを保育園へ送り、職場へ。
出勤中は英語教材を聴いて仕事
モードに。
業務開始
まずはメールチェックとToDo確認。
作業の優先順位をつけ、待機中
の図書のデータ作成を開始。
昼食
事務室に販売に来られるお弁当
を買って食べます。
同僚と野球の練習をすることも。
業務再開
購入図書・寄贈図書のデータ作
成、ラベル装備等が中心。
図書館の広報業務等、参加して
いるチームの業務も並行します。
業務終了
退勤前に翌日のToDoを記録。
保育園のお迎えへ。
帰宅
子どもを遊ばせながら夕食準備。
フルタイムで働く妻の帰宅までが
頑張りどころ。
就寝
休日は家族で遊びに出かけたり、
職員の野球チームで社会人野球
のリーグ戦に挑んでリフレッシュ
します。

私の1日

06：00
07：45

09：00

12：00

13：00

16：15

17：30

23：30

起床
業務開始　精算機の準備や時間外
受付からの引継ぎを行います。
書類作成を中心に問い合わせがある
場合は随時対応します。
昼休み
業務再開　午後からは当日分の未収
金の入力作業を行います。
締作業　１日の収入を計算、集計をし
ます。
業務終了　お金が合ったら帰宅します。
夕食　　　
就寝

06：00
08：00

12：00
13：00

17：00

18：45
20：00
23：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　大学法人の説明会に参加した際に、学生のサ
ポートだけでなく会計系や国際的な活動など大学
を運営していくために幅広い業務を経験できると
ころに興味を持ちました。また、あらゆる分野で専
門性を高めることができ、自身のスキルアップも図
れる魅力的な仕事だと感じ、志望しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に病院の収入に関する業務を行っています。
具体的には、１日の収入を集計したり、患者さんや
保険者などの各関係機関への診療料金請求書類
の作成、入院に伴う預り金の管理を行っています。
また、患者さんが機械で支払いをされる際のサ
ポートや支払いの相談など患者さんとの関わりも
深い部署です。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　配属当初、医療知識はほとんどなく、医療用語が

飛び交っている中で、日々 学習しながら仕事をして
います。そのため、患者さんから問い合わせを受け
てもすぐに答えることができず、上司に確認を取り
ながら返答をしていました。最近では、自分の言葉
で説明や案内ができたときに自己の成長を感じま
す。また、患者さんから「ありがとう。助かったよ。」
などの声掛けをしていただいたときはとても嬉しく
思います。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　常に相手の立場に立って考えることを意識して
います。患者さんや関係機関に送る書類を作成す
るときに誰が見てもわかるように、付箋やコメントを
つけて工夫しています。また、患者さんは特に診療
料金に不安を持たれている方が多いので、少しで
も不安を解消し、安心
して治療に専念でき
るようにという思いで
仕事をしています。

石松 優佳
いしまつ ゆうか

採用年月▶平成３１年４月採用（試験区分：事務）
所　　属▶佐賀大学医学部 医事課 収入主担当
趣味・特技▶旅行・食べること・習字

医療系
　１年前、私も皆さんと同じようにこのパンフレット
を見ていました。最初は不安でしたが、いつも優
しく教えてくれる上司や先輩方、何でも相談できる
同期と周りの環境にも恵まれ、やりがいをもって働
くことができています。福利厚生も整っており、仕
事もプライベートも充実させられると思います。ぜひ、
私たちと一緒に働きましょう！

Message

One day of mine.
起床
通勤　自然の家は山の中腹にあるの
で、車で出勤です。
業務開始　朝礼の後に宿泊室の点
検や退所手続きがあります。
利用者の到着に合わせて到着手続き
を行います。
昼休み
業務再開　送迎の予定が入っている
場合、マイクロバスの運転も行います。
業務終了　なるべく残業せずに帰宅
します。
帰宅
夕食
就寝

06：30
07：30

08：30

12：00
13：00

17：15

19：00

22：00

　　　 現在の仕事内容

　諫早自然の家の受付業務、統計業務、施設の整
備及び安全点検、広報活動等を行っています。ま
た、宿直業務で宿泊もあります。広報活動では、諫
早自然の家のマスコットキャラクター「タラッキー」
と一緒に地域のイベントに参加し、体験活動の楽し
さを体感してもらうとともに、自然の家の紹介を
行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　利用者から、「ありがとう！」、「また来たい！」とい
う声があり、喜んでもらったとき、とても嬉しく感じま
す。広報活動では、地域のイベントに参加し、子ど
もから大人まで多くの方々に興味を持って喜んで
もらったときなど、またその広報により利用申込に
つながったときなどとてもやりがいを感じます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　「おもいやりのリレー」　諫早自然の家では、利
用者に「次に来る方たちが気持ちよく利用できるよ
う思いやりを持って清掃・片付けを行いましょう」
と協力をお願いしています。私も業務を行う中で利
用者に寄り添い、信頼や安心感を持ってもらえるよ
うに対応し、気持ちよく利用してもらえるよう心掛け
ています。

樋口 達也
ひぐち たつや

採用年月▶平成18年4月採用（試験区分：事務）
所　　属▶独立行政法人国立青少年教育振興機構 　　
　　　　　国立諫早青少年自然の家 事業推進係 主任
趣味・特技▶自然散策

業務系 　自然の家は、大自然に囲まれ、子どもから高齢者ま
で幅広い年齢層の方々に登山や沢登り、野外炊事な
ど様々な自然体験活動のプログラムを提供しています。
自然体験やキャンプが好きな方には、楽しくやりがいを
持って働ける職場だと思います。皆さんと一緒に働け
る日を楽しみにしています。

Message

※育児のため、8:30-9:00、16:15-17:15に
　部分休業を取得中

残業の目安はどのくらいですか？
機関、部署、時期によって大きく違いがありますが、全く残業のない部署もありますし、繁忙期はかなりの残業をしている部署もあります。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。

はしっこ

北島 光朗
きたじま みつろう
採用年月▶平成23年１1月採用
　　　　　（試験区分：図書）
所　　属▶九州大学附属図書館 
　　　　　収書整理課図書目録係
趣味・特技▶野球、楽器、語学

図書系
　学術情報に特化した専門性を身につけていけ
る所が図書系職員の魅力です。専攻に関わらず、
卒業研究等を通して資料の検索・入手や論文執
筆に関してあらゆる引き出しを持っておくと、きっ
と業務の助けになります。また、大学や図書館協
会には、様 な々研修制度があります。私は自分で
課題や行先を設定できる海外研修で、自力でイ
ギリスの大学図書館と交渉して訪問するという貴
重な経験もできました。是非一緒に、図書館業界
で働きましょう。
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　　　 この仕事を選んだ理由

　学生さんや先生方の研究活動を幅広く支
援できることから大学図書館の仕事を選び
ました。大学生の頃は理学部で火山学を専
攻しており、研究者への憧れもありました。
その中で、卒業研究をサポートしてくださる
色々な方との出会いがあり、様々な分野で研
究を支援するという生き方に魅力を感じた
ことがきっかけです。

　　　 現在の仕事内容

　購入・寄贈された図書の書誌データ（タ
イトル、出版年等の本を同定する情報）作成
や、分類・配架登録等の所蔵データ作成と
いった目録業務が中心です。図書館に並ぶ
もののほか、先生方の研究室に置かれる図
書も扱います。書誌データは NACSIS-CAT
というシステムで、全国の大学図書館が協働
して蓄積しています。データ作成後は、ラベ
ル貼り等の装備も行います。その他、図書館
の広報活動等、係の枠を超えたチームでの
業務もあります。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　数百年以上前の和漢書や、先生方が海外
で収集された古書等、大変貴重な資料の

データを整備する
機会もあり、身が引
き締まる思いになり
ます。「巨人の肩の
上に立つ」という言
葉があるように、科
学の発展は常に先
人たちの知の積み
重ねがあってのもの
です。目録業務を通して世界中の研究者の
活動に触れていると、そんな知の蓄積に関
わることができる喜びを感じます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　一に正確に、二に手早く。本と利用者を繋
ぐ、陰の支えになれればと思います。記述
ルールを誤ると本がうまく検索にヒットしな
くなることもあるため、細部にまで気を配る
ことが大切です。利用者の方と接する機会
が少ない係だからこそ、常に自分の業務の
先にいる利用者の存在を意識するよう心掛
けています。

　　　 今後の目標

　今は目録業務の
経験を積み、どんな
形態・言語の図書
でもスムーズに読み
解けるようになるこ
とが目標です。ま
た、今後はオープン
サイエンスの推進
等、学術情報流通
の在り方が大幅に変わっていく流れにある
ため、学術業界全体や大学の戦略等の最新
動向にアンテナを張り、広い視点を持つ人
材でありたいと思っています。

One day of mine.

One day of mine.

起床
通勤
子どもを保育園へ送り、職場へ。
出勤中は英語教材を聴いて仕事
モードに。
業務開始
まずはメールチェックとToDo確認。
作業の優先順位をつけ、待機中
の図書のデータ作成を開始。
昼食
事務室に販売に来られるお弁当
を買って食べます。
同僚と野球の練習をすることも。
業務再開
購入図書・寄贈図書のデータ作
成、ラベル装備等が中心。
図書館の広報業務等、参加して
いるチームの業務も並行します。
業務終了
退勤前に翌日のToDoを記録。
保育園のお迎えへ。
帰宅
子どもを遊ばせながら夕食準備。
フルタイムで働く妻の帰宅までが
頑張りどころ。
就寝
休日は家族で遊びに出かけたり、
職員の野球チームで社会人野球
のリーグ戦に挑んでリフレッシュ
します。

私の1日

06：00
07：45

09：00

12：00

13：00

16：15

17：30

23：30

起床
業務開始　精算機の準備や時間外
受付からの引継ぎを行います。
書類作成を中心に問い合わせがある
場合は随時対応します。
昼休み
業務再開　午後からは当日分の未収
金の入力作業を行います。
締作業　１日の収入を計算、集計をし
ます。
業務終了　お金が合ったら帰宅します。
夕食　　　
就寝

06：00
08：00

12：00
13：00

17：00

18：45
20：00
23：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　大学法人の説明会に参加した際に、学生のサ
ポートだけでなく会計系や国際的な活動など大学
を運営していくために幅広い業務を経験できると
ころに興味を持ちました。また、あらゆる分野で専
門性を高めることができ、自身のスキルアップも図
れる魅力的な仕事だと感じ、志望しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に病院の収入に関する業務を行っています。
具体的には、１日の収入を集計したり、患者さんや
保険者などの各関係機関への診療料金請求書類
の作成、入院に伴う預り金の管理を行っています。
また、患者さんが機械で支払いをされる際のサ
ポートや支払いの相談など患者さんとの関わりも
深い部署です。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　配属当初、医療知識はほとんどなく、医療用語が

飛び交っている中で、日々 学習しながら仕事をして
います。そのため、患者さんから問い合わせを受け
てもすぐに答えることができず、上司に確認を取り
ながら返答をしていました。最近では、自分の言葉
で説明や案内ができたときに自己の成長を感じま
す。また、患者さんから「ありがとう。助かったよ。」
などの声掛けをしていただいたときはとても嬉しく
思います。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　常に相手の立場に立って考えることを意識して
います。患者さんや関係機関に送る書類を作成す
るときに誰が見てもわかるように、付箋やコメントを
つけて工夫しています。また、患者さんは特に診療
料金に不安を持たれている方が多いので、少しで
も不安を解消し、安心
して治療に専念でき
るようにという思いで
仕事をしています。

石松 優佳
いしまつ ゆうか

採用年月▶平成３１年４月採用（試験区分：事務）
所　　属▶佐賀大学医学部 医事課 収入主担当
趣味・特技▶旅行・食べること・習字

医療系
　１年前、私も皆さんと同じようにこのパンフレット
を見ていました。最初は不安でしたが、いつも優
しく教えてくれる上司や先輩方、何でも相談できる
同期と周りの環境にも恵まれ、やりがいをもって働
くことができています。福利厚生も整っており、仕
事もプライベートも充実させられると思います。ぜひ、
私たちと一緒に働きましょう！

Message

One day of mine.
起床
通勤　自然の家は山の中腹にあるの
で、車で出勤です。
業務開始　朝礼の後に宿泊室の点
検や退所手続きがあります。
利用者の到着に合わせて到着手続き
を行います。
昼休み
業務再開　送迎の予定が入っている
場合、マイクロバスの運転も行います。
業務終了　なるべく残業せずに帰宅
します。
帰宅
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　　　 現在の仕事内容

　諫早自然の家の受付業務、統計業務、施設の整
備及び安全点検、広報活動等を行っています。ま
た、宿直業務で宿泊もあります。広報活動では、諫
早自然の家のマスコットキャラクター「タラッキー」
と一緒に地域のイベントに参加し、体験活動の楽し
さを体感してもらうとともに、自然の家の紹介を
行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　利用者から、「ありがとう！」、「また来たい！」とい
う声があり、喜んでもらったとき、とても嬉しく感じま
す。広報活動では、地域のイベントに参加し、子ど
もから大人まで多くの方々に興味を持って喜んで
もらったときなど、またその広報により利用申込に
つながったときなどとてもやりがいを感じます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　「おもいやりのリレー」　諫早自然の家では、利
用者に「次に来る方たちが気持ちよく利用できるよ
う思いやりを持って清掃・片付けを行いましょう」
と協力をお願いしています。私も業務を行う中で利
用者に寄り添い、信頼や安心感を持ってもらえるよ
うに対応し、気持ちよく利用してもらえるよう心掛け
ています。

樋口 達也
ひぐち たつや

採用年月▶平成18年4月採用（試験区分：事務）
所　　属▶独立行政法人国立青少年教育振興機構 　　
　　　　　国立諫早青少年自然の家 事業推進係 主任
趣味・特技▶自然散策

業務系 　自然の家は、大自然に囲まれ、子どもから高齢者ま
で幅広い年齢層の方々に登山や沢登り、野外炊事な
ど様々な自然体験活動のプログラムを提供しています。
自然体験やキャンプが好きな方には、楽しくやりがいを
持って働ける職場だと思います。皆さんと一緒に働け
る日を楽しみにしています。
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※育児のため、8:30-9:00、16:15-17:15に
　部分休業を取得中

残業の目安はどのくらいですか？
機関、部署、時期によって大きく違いがありますが、全く残業のない部署もありますし、繁忙期はかなりの残業をしている部署もあります。

受験生の方が気になる情報を先輩職員にお聞きしました。
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北島 光朗
きたじま みつろう
採用年月▶平成23年１1月採用
　　　　　（試験区分：図書）
所　　属▶九州大学附属図書館 
　　　　　収書整理課図書目録係
趣味・特技▶野球、楽器、語学

図書系
　学術情報に特化した専門性を身につけていけ
る所が図書系職員の魅力です。専攻に関わらず、
卒業研究等を通して資料の検索・入手や論文執
筆に関してあらゆる引き出しを持っておくと、きっ
と業務の助けになります。また、大学や図書館協
会には、様 な々研修制度があります。私は自分で
課題や行先を設定できる海外研修で、自力でイ
ギリスの大学図書館と交渉して訪問するという貴
重な経験もできました。是非一緒に、図書館業界
で働きましょう。
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現在の仕事内容
　校内の会議の議題調整・資料の作成・
準備、入学式・卒業式等の式典関係の事務、
学則その他の規則等の事前調整等を行う
ほか、複数の部署にまたがる業務の総括
や、学校の窓口として校外からの問合せ・
依頼等への対応や、他の部署への取次ぎを
行うなど、幅広い業務を行っています。

この仕事の苦労及びやりがい
　会議の調整や複数の部署にまたがる業
務の取りまとめを行う上で、同時に複数のこ
とを考えながら業務をこなす場面があり、大
変なこともありますが、その分、校長や他の
部署の職員とコミュニケーションを取ること
が多く、色んなお話を聞けるのは楽しみでも
あります。また、他の部署と協力して大変な
一つの業務が取りまとまったときなど、大き
な達成感を得られることが多いです。

将来の目標
　国立大学法人等の発展に貢献できるよう
に、更に幅広い知識・能力を身に付け、成長
し続けたいです。また、学生が安心して学生
生活を送ることができる環境を絶やさない
ように、地域の方々から必要とされる機関で
あり続けられるように、力を尽くしたいと考
えています。

私にとっての仕事
　生活の大半を占めるもので、楽しくもあ
り、ときには大変なこともありますが、それ
らの全てが人として成長できる経験や刺激
となっています。

平成１９年１０月１６日
　鹿児島大学学生部教務課教育センター
　総務係　採用
平成２２年４月１日
　鹿児島大学総務部総務課法規調査係
平成２５年７月１日
　鹿児島大学総務部人事課給与計画係
平成２８年４月１日
　鹿児島大学農学部・共同獣医学部等
　総務課総務係
平成２９年７月１日
　鹿児島大学農学部・共同獣医学部等
　総務課総務係主任
令和元年７月１日
　鹿児島工業高等専門学校総務課
　総務係長

One day of mine.
起床
出勤準備・通勤
業務開始　まずは校長・事務
部長を含めた数日間のスケ
ジュールの確認をします。
その後、優先順位の高いもの
から処理します。
午後から会議が予定されて
いれば、会議室のセッティン
グをします。
休憩　昼食を摂った後は、自
分のデスクでゆっくり過ごし
ます。
業務再開　午前中の業務の
続きの処理や、会議に陪席し
て進行の補助、記録等を行い
ます。
終業　翌日以降のスケジュー
ルを確認し、帰途につきます。
帰宅　夕食・子供たちとの
戯れ
子供たちを寝かしつけ
就寝

06：00

08：30

12：00

13：00

17：15

18：00

20：00
22：00

先輩職員のキャリア
!!

Senior sta�'s Career

これまでの略歴

平成１０年４月１日
　鹿屋体育大学庶務課人事係
平成１３年４月１日
　国立大隅少年自然の家事業課業務係
平成１５年４月１日
　国立大隅少年自然の家庶務課会計係
平成１６年４月１日
　鹿屋体育大学教務課入試係
平成１９年４月１日
　鹿屋体育大学教務課教務係
平成２０年４月１日
　鹿屋体育大学教務課教務グループ
平成２３年７月１日
　鹿屋体育大学教務課教務グループ主任
平成２４年７月１日
　鹿屋体育大学教務課キャリア支援係主任
平成２５年７月１日
　鹿屋体育大学財務課出納係主任
平成２６年７月１日
　鹿屋体育大学財務課出納係長
平成２８年４月１日
　鹿屋体育大学教務課キャリア支援係長

現在の仕事内容
　学生のキャリア形成支援として、教育実習
などの学外実習や教育職員免許状などの免
許・資格、就職ガイダンスやセミナーの運営
などの業務を行っています。学生が自身の大
学生活でのキャリアプランや大学卒業後の
キャリアプランを見出し、支援していくお仕
事です。

この仕事の苦労及びやりがい
　学生系の仕事は学生との関わりが大き
く、100 人いれば 100 通りの接し方が求め
られます。学生との接し方にルーチンワーク
は通用しません。すべてがうまくいくとは限
りませんが、学生の性格等を読み取り、その
人にあった距離感で接していかなければな
りません。結果的に、卒業式の日にお礼を言
いに会いに来てくれたり、卒業後も連絡をく
れたりすると、この仕事をやっていて良かっ
たと思える瞬間でもあります。

将来の目標
　現係に今後も居続けることは難しいです
が、せめて教務課のスペシャリストになって
みせたいと思います。

私にとっての仕事
　私にとって仕事とは自身の成長のために
あるものであり、一日の３分の１を占める仕
事は生活に欠かせないパーツの一つです。
大学職員になって２０年余り、仕事を通し
て、思考力、取り組み方、コミュニケーション

能力など一回りも二回りも成長できました。
定年まであと約２０年。今後、自分の何がど
のように成長するのか楽しみです。

One day of mine.
起床
ラジオを聞きながら車で通勤
始業　必ずメールのチェック
とその日の予定を確認
学生との対話も大事なお仕事
昼休み＆お昼ご飯　学食で
昼食（コスパ最強）、午後始
業に向け充電（雑談、運動、
時に昼寝）
午後始業　仕事柄、来客の
対応が多い
終業
不必要な残業はしないと決め
ている（係内での共通認識）
帰宅
晩ご飯
就寝
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08：00
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12：00
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24：00

これまでの略歴

教育機関という職場の中でも、「研究」という要素を持っているのは大学の特色であると思います。常に新しいことに
興味がある人、何かに一生懸命挑戦している人の手助けをしたいと思っている人にはお勧めの仕事だと思います。
（技術系／大学）

大学での業務は、多岐にわたり、その一つ一つが結びついて、地域を活性化させる大学づくりがなされています。その幅広い業務を多く経験し、同じ
職員同士だけでなく、教員や学生との関わりを通じて、自身が大きく成長できる機会に恵まれている環境が国立大学法人等にはあると思います。
（会計系／大学）

新採用職員から

志望者へ

川窪 健
かわくぼ たけし
採用年月▶平成１９年１０月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶鹿児島工業高等専門学校
　　　　　総務課総務係長
趣味・特技▶バレーボール

庶務系
係長

伊地知 貴之
いぢち たかゆき
採用年月▶平成１０年４月採用
　　　　　（試験区分：国家公務員
　　　　　  採用Ⅲ種試験　行政事務）
所　　属▶国立大学法人鹿屋体育大学 
　　　　　教務課 キャリア支援係長
趣味・特技▶スポーツ観戦

学生系
係長 　「離職率≒０％」

　世間一般の離職率は「３年３割（大学卒業後
３年以内の離職率が３割）」と言われていますが、
国立大学法人等の職員にいたっては採用後３年
のうちに退職する職員はほとんどいません。つま
り、大学職員の仕事内容や職場環境、人間関
係が非常に良く、職員個 が々「やりがい」や「面
白み」を見つけて仕事をしているからだと思いま
す。そのような職場に今後どのような後輩が誕
生するのか楽しみです。

Message

　国立大学法人等というと最初に思い
浮かべるのは教育だと思いますが、そ
の他にも研究、国際交流、地域貢献、
産学官連携等の幅広い活動を行ってい
ます。そして、その土台を支えている
のは私たち事務職員です。学生が安心
して学生生活を送ることができるように、
また、国立大学法人等の更なる発展の
ために、一緒に頑張りましょう！
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に、更に幅広い知識・能力を身に付け、成長
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となっています。
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平成２２年４月１日
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　鹿児島工業高等専門学校総務課
　総務係長
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業務開始　まずは校長・事務
部長を含めた数日間のスケ
ジュールの確認をします。
その後、優先順位の高いもの
から処理します。
午後から会議が予定されて
いれば、会議室のセッティン
グをします。
休憩　昼食を摂った後は、自
分のデスクでゆっくり過ごし
ます。
業務再開　午前中の業務の
続きの処理や、会議に陪席し
て進行の補助、記録等を行い
ます。
終業　翌日以降のスケジュー
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り、大学職員の仕事内容や職場環境、人間関
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　　　 この仕事を選んだ理由

　大学で建築を学び、設計や現場監理に興
味がありました。職場訪問に行った際、企画、
計画、監理、維持保全業務、施設マネジメント
等、自分が想像していたよりも業務内容が幅
広いと知り、様々な経験が出来ると思ったの
で、志望しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に、建物のスペース管理及び施設利用
の状況調査に関する業務を行っています。シ
ステムを用いて、約86万㎡のスペースの利用
者、利用目的、面積等を管理しています。シス
テムへ登録する建物の図面作成や、ユー
ザーによって入力されたデータの集計、分析
を行っています。また、建物劣化診断等も
行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　施設部の中では様 な々仕事を任されます。
自分が現場監理を行った建物が竣工した時
は何ものにも代えがたい達成感があります。
また、現在行っているスペース管理によって、
施設の有効活用が少しでも進んでいることに
やりがいを感じます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　システムを運用していく上で利用者からの
問い合わせが多く、その際、分かりやすい説
明と迅速な回答を心がけています。また、問
題が生じた場合は臆せず上司に報告・相談
するように心掛けて業務に当たっています。

　　　 今後の目標

　建物を建てた後の保全業務についての知
識を身につけたいです。その為に、建築の知
識を深めることと、電気、機械分野の基礎知
識についても幅広く学び、それを今後の業務
にも生かしていきたいです。

One day of mine.

起床。朝食、夕食準備等の家
事を行います。
出発。保育園に子どもを預け、
出勤します。
業務開始。メールチェック、ス
ケジュール確認をします。
課内連絡会で、担当業務の報
告や相談等をします。
その他、データ整理等の作業
を行います。
昼休み。デスクで昼食を食べ
ます。たまに学食に行きます。
業務再開。他の建物での打合
せ。キャンパスが広い為、自
転車で移動します。
打合せ後、資料の作成等を行
います。
業務終了。子どもを迎えに行き
ます。
帰宅。お風呂、夕食等を済ま
せます。
子どもを寝かしつけます。
就寝。

05：30

07：40

08：30

12：00

13：00

17：15

18：15

20：30
22：00

転職前（民間企業）に比べて、プライベートの時間は格段に増えました。子育て等、仕事
以外にやりたいことがある方にとっては上手に時間が使える良い職場だと思います。
（学生系／大学）

国立大学は、公共的な立場から世界の発展のために様 な々分野で研究・教育、社会貢
献を行っています。ここには、イノベーションを起こそうと向上心に溢れた人が集まり、
職員も多くの刺激を受けます。このイノベーションを起こすための環境を作るのが職員
のやりがいの一つです。研究、教育、社会貢献といった民間にも行政にもない魅力が
大学にはあり、その大学を運営していくというのは非常に魅力的です。
（庶務系／大学）

新採用職員から志望者へ新採用職員から志望者へ

技術職員仕事案内
Technical Sta� Work Guide

山下 愛子
やました あいこ
採用年月▶平成21年4月採用
　　　　　（試験区分：建築）
所　　属▶九州大学  施設部 施設管理課 
　　　　　施設活用係 主任　
趣味・特技▶テニス

　施設は大学の教育・研究を支える基
盤となるため、その整備は重要です。
また、企画、計画、監理、維持保全業
務等、様 な々業務があり、日々 勉強です。
何事にも興味を持って取り組むとよいか
と思います。よりよい施設になるよう、
共に切磋琢磨していきましょう。
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私の1日

One day of mine.
起床　
業務開始　実習や実習準備を行い
ます。
昼休み
業務再開
実習開始
実習終了　学生の怪我がないかを確
認して実習終了します。
その後実習の片づけと翌日の準備を
します。
帰宅
就寝

07：00
08：30

12：00
13：00

15：15

17：15
23：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　私は学生時代から将来的に人に教える立場の
仕事に就きたいと考えていました。
　北九州高専卒業後、数学の教員を目指して大
学編入を考えていましたが、技術職員という仕事
もあると知りました。
　学生時代に技術職員の方に実習や卒業研究な
どでお世話になったのと、学生をサポートできる
立場に魅力を感じ技術職員を目指しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に機械工学科、材料シ
ステム工学科、電気電子工
学科、制御情報工学科の実
習を担当しています。仕事内
容は機械工学科、材料シス
テム工学科の鍛造、溶接、電
気電子工学科の手仕上げ、
制御情報工学科のフライス
盤の実習を担当しています。
その他に卒業研究などの依
頼の一部も行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　実習中や実習終了後に学生が出来なかったこ
とが出来るようになったと聞いて、ものづくりの楽
しさを知ってもらえるとやりがいを感じます。将
来的に実習内容が仕事と関係ない内容でも、貴
重な経験になればと思い実習を行っています。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　非常に高い温度の火を扱ったり、工作機械を
扱ったりしますので学生の安全には細心の注意
を払って、楽しんで実習を行ってもらえるように心
掛けています。
　実習中に一方的に答えを教えるのではなくヒン
トを与えながら、学生自身に考えてもらうことも心
掛けています。

今泉 宏啓
いまいずみ こうけい

採用年月▶平成28年4月採用（試験区分：機械）
所　　属▶久留米工業高等専門学校　
　　　　　教育研究支援センター第一技術グループ
趣味・特技▶ボウリング ビリヤード 野球観戦

　自分が技術職員になった直後は、工作機械の扱い
に苦戦し、今まで経験したことない実習内容で右も左
もわからないことばかりでしたが、先輩職員の方々の
サポートもあり楽しく業務に取り組んでいます。
　今後も技術向上に取り組み、学生に的確なサポー
トが出来るようになりたいと思っています。一緒に学
生をサポートしていきましょう。

Message

One day of mine.
起床
天気予報チェック
業務開始
気温・風速等でハウスの開閉を調整
トマトの管理、データ記録、実習準備
昼休み
天気予報チェック
農場実習
ナスの管理・天敵観察・トラクター操作
…etc
作業の記録
各種データまとめ
翌週の作業予定をメモに書き出す
土日当番の職員への引継ぎ作成
天気予報チェック
夜間の気温、降水確率等でハウスの開
閉を調整
業務終了
釣りの準備
就寝
起床
釣りに出発
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　　　 この仕事を選んだ理由

　学生への実習指導や教員の研究補助が主な業
務であるとの説明を受け、大学で学んだことを還
元でき、それが最も実感できる業務内容であると
思ったからです。事務職ではなく専門職を選んだ
ことも同じ理由です。また、元々フィールドワーク
が好きだったこともあります。

　　　 現在の仕事内容

　宮崎大学農学部附属フィールドセンターは、農
業・牧畜・森林・海洋の 4部門で構成されており、
各部門により業務内容が異なります。現在は、農
業部門で施設園芸に関する教育・研究・地域貢
献業務に従事しています。簡単に言うと、学生の実
習や教員の研究に使用するトマトやナスを栽培し
たり、そのデータを収集したり、地域住民の方に
向けたイベントを企画したり、といった感じです。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　学生達の成長を実感できることですね。技術系
職員は実習等で学生と直接関わることが多いで
す。日々の業務はすべて学生の教育・研究材料
の為といっても過言ではないので、学生達が成長
していく姿を見ると毎日の人知れぬ苦労が報われ
ます。中には目を見張るほど熱心な学生もいて、
私の方が学ばせてもらうことも多々あります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　農業における基礎的な栽培技術を教える実習
に対し、座学は最新の研究成果を基に組立てられ
ます。その為、授業で教わる理論と現場での実践
との間にギャップが生じます。その差をできるだけ
小さくできるように、関連する教員の研究論文を読
む、研修会に参加するなどの工夫をしています。授
業で学んだことを現場で体感できるような環境を
学生に準備してあげたいと思っています。

福重 博貴
ふくしげ ひろき

採用年月▶平成20年8月採用（試験区分：農学）
所　　属▶宮崎大学農学部附属
　　　　　フィールド科学教育研究センター
趣味・特技▶釣り 俯瞰的に考えること

研究系 　技術系職員（農学）の業務は非常に多様です。フィールド
を活用した様々な教育研究業務に従事することになる為、
農学分野全般の幅広い知識が求められます。私の場合、植
物分野での採用でしたが、獣害関連の研究依頼の際には
野生のイノシシを捕獲することもありました。また、農学分野
と工学分野が連携した教育研究を行う機会も増えており、
より業務が多様化しています。「できるようになって損するこ
とは絶対にない」自分の専門分野に固執せずに、様々な経
験を積んで「できること」を増やしておくと、きっと役に立つと
きが来ますよ。
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　　　 この仕事を選んだ理由

　大学で建築を学び、設計や現場監理に興
味がありました。職場訪問に行った際、企画、
計画、監理、維持保全業務、施設マネジメント
等、自分が想像していたよりも業務内容が幅
広いと知り、様々な経験が出来ると思ったの
で、志望しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に、建物のスペース管理及び施設利用
の状況調査に関する業務を行っています。シ
ステムを用いて、約86万㎡のスペースの利用
者、利用目的、面積等を管理しています。シス
テムへ登録する建物の図面作成や、ユー
ザーによって入力されたデータの集計、分析
を行っています。また、建物劣化診断等も
行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　施設部の中では様 な々仕事を任されます。
自分が現場監理を行った建物が竣工した時
は何ものにも代えがたい達成感があります。
また、現在行っているスペース管理によって、
施設の有効活用が少しでも進んでいることに
やりがいを感じます。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　システムを運用していく上で利用者からの
問い合わせが多く、その際、分かりやすい説
明と迅速な回答を心がけています。また、問
題が生じた場合は臆せず上司に報告・相談
するように心掛けて業務に当たっています。

　　　 今後の目標

　建物を建てた後の保全業務についての知
識を身につけたいです。その為に、建築の知
識を深めることと、電気、機械分野の基礎知
識についても幅広く学び、それを今後の業務
にも生かしていきたいです。

One day of mine.

起床。朝食、夕食準備等の家
事を行います。
出発。保育園に子どもを預け、
出勤します。
業務開始。メールチェック、ス
ケジュール確認をします。
課内連絡会で、担当業務の報
告や相談等をします。
その他、データ整理等の作業
を行います。
昼休み。デスクで昼食を食べ
ます。たまに学食に行きます。
業務再開。他の建物での打合
せ。キャンパスが広い為、自
転車で移動します。
打合せ後、資料の作成等を行
います。
業務終了。子どもを迎えに行き
ます。
帰宅。お風呂、夕食等を済ま
せます。
子どもを寝かしつけます。
就寝。
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20：30
22：00

転職前（民間企業）に比べて、プライベートの時間は格段に増えました。子育て等、仕事
以外にやりたいことがある方にとっては上手に時間が使える良い職場だと思います。
（学生系／大学）

国立大学は、公共的な立場から世界の発展のために様 な々分野で研究・教育、社会貢
献を行っています。ここには、イノベーションを起こそうと向上心に溢れた人が集まり、
職員も多くの刺激を受けます。このイノベーションを起こすための環境を作るのが職員
のやりがいの一つです。研究、教育、社会貢献といった民間にも行政にもない魅力が
大学にはあり、その大学を運営していくというのは非常に魅力的です。
（庶務系／大学）

新採用職員から志望者へ新採用職員から志望者へ

技術職員仕事案内
Technical Sta� Work Guide

山下 愛子
やました あいこ
採用年月▶平成21年4月採用
　　　　　（試験区分：建築）
所　　属▶九州大学  施設部 施設管理課 
　　　　　施設活用係 主任　
趣味・特技▶テニス

　施設は大学の教育・研究を支える基
盤となるため、その整備は重要です。
また、企画、計画、監理、維持保全業
務等、様 な々業務があり、日々 勉強です。
何事にも興味を持って取り組むとよいか
と思います。よりよい施設になるよう、
共に切磋琢磨していきましょう。
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One day of mine.
起床　
業務開始　実習や実習準備を行い
ます。
昼休み
業務再開
実習開始
実習終了　学生の怪我がないかを確
認して実習終了します。
その後実習の片づけと翌日の準備を
します。
帰宅
就寝
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　　　 この仕事を選んだ理由

　私は学生時代から将来的に人に教える立場の
仕事に就きたいと考えていました。
　北九州高専卒業後、数学の教員を目指して大
学編入を考えていましたが、技術職員という仕事
もあると知りました。
　学生時代に技術職員の方に実習や卒業研究な
どでお世話になったのと、学生をサポートできる
立場に魅力を感じ技術職員を目指しました。

　　　 現在の仕事内容

　主に機械工学科、材料シ
ステム工学科、電気電子工
学科、制御情報工学科の実
習を担当しています。仕事内
容は機械工学科、材料シス
テム工学科の鍛造、溶接、電
気電子工学科の手仕上げ、
制御情報工学科のフライス
盤の実習を担当しています。
その他に卒業研究などの依
頼の一部も行っています。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　実習中や実習終了後に学生が出来なかったこ
とが出来るようになったと聞いて、ものづくりの楽
しさを知ってもらえるとやりがいを感じます。将
来的に実習内容が仕事と関係ない内容でも、貴
重な経験になればと思い実習を行っています。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　非常に高い温度の火を扱ったり、工作機械を
扱ったりしますので学生の安全には細心の注意
を払って、楽しんで実習を行ってもらえるように心
掛けています。
　実習中に一方的に答えを教えるのではなくヒン
トを与えながら、学生自身に考えてもらうことも心
掛けています。

今泉 宏啓
いまいずみ こうけい

採用年月▶平成28年4月採用（試験区分：機械）
所　　属▶久留米工業高等専門学校　
　　　　　教育研究支援センター第一技術グループ
趣味・特技▶ボウリング ビリヤード 野球観戦

　自分が技術職員になった直後は、工作機械の扱い
に苦戦し、今まで経験したことない実習内容で右も左
もわからないことばかりでしたが、先輩職員の方々の
サポートもあり楽しく業務に取り組んでいます。
　今後も技術向上に取り組み、学生に的確なサポー
トが出来るようになりたいと思っています。一緒に学
生をサポートしていきましょう。
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業務開始
気温・風速等でハウスの開閉を調整
トマトの管理、データ記録、実習準備
昼休み
天気予報チェック
農場実習
ナスの管理・天敵観察・トラクター操作
…etc
作業の記録
各種データまとめ
翌週の作業予定をメモに書き出す
土日当番の職員への引継ぎ作成
天気予報チェック
夜間の気温、降水確率等でハウスの開
閉を調整
業務終了
釣りの準備
就寝
起床
釣りに出発

07：00

08：30

12：00

13：00

16：00

17：00

17：15

19：00
21：00
27：00

　　　 この仕事を選んだ理由

　学生への実習指導や教員の研究補助が主な業
務であるとの説明を受け、大学で学んだことを還
元でき、それが最も実感できる業務内容であると
思ったからです。事務職ではなく専門職を選んだ
ことも同じ理由です。また、元々フィールドワーク
が好きだったこともあります。

　　　 現在の仕事内容

　宮崎大学農学部附属フィールドセンターは、農
業・牧畜・森林・海洋の 4部門で構成されており、
各部門により業務内容が異なります。現在は、農
業部門で施設園芸に関する教育・研究・地域貢
献業務に従事しています。簡単に言うと、学生の実
習や教員の研究に使用するトマトやナスを栽培し
たり、そのデータを収集したり、地域住民の方に
向けたイベントを企画したり、といった感じです。

　　　 この仕事のやりがい
　　　 （うれしかったこと）
　学生達の成長を実感できることですね。技術系
職員は実習等で学生と直接関わることが多いで
す。日々の業務はすべて学生の教育・研究材料
の為といっても過言ではないので、学生達が成長
していく姿を見ると毎日の人知れぬ苦労が報われ
ます。中には目を見張るほど熱心な学生もいて、
私の方が学ばせてもらうことも多々あります。

　　　 担当業務に対する思いや
　　　 心掛けていること
　農業における基礎的な栽培技術を教える実習
に対し、座学は最新の研究成果を基に組立てられ
ます。その為、授業で教わる理論と現場での実践
との間にギャップが生じます。その差をできるだけ
小さくできるように、関連する教員の研究論文を読
む、研修会に参加するなどの工夫をしています。授
業で学んだことを現場で体感できるような環境を
学生に準備してあげたいと思っています。

福重 博貴
ふくしげ ひろき

採用年月▶平成20年8月採用（試験区分：農学）
所　　属▶宮崎大学農学部附属
　　　　　フィールド科学教育研究センター
趣味・特技▶釣り 俯瞰的に考えること

研究系 　技術系職員（農学）の業務は非常に多様です。フィールド
を活用した様々な教育研究業務に従事することになる為、
農学分野全般の幅広い知識が求められます。私の場合、植
物分野での採用でしたが、獣害関連の研究依頼の際には
野生のイノシシを捕獲することもありました。また、農学分野
と工学分野が連携した教育研究を行う機会も増えており、
より業務が多様化しています。「できるようになって損するこ
とは絶対にない」自分の専門分野に固執せずに、様々な経
験を積んで「できること」を増やしておくと、きっと役に立つと
きが来ますよ。

Message

私の1日

私の1日

Q4

Q4

Q1

Q1

Q2

Q2

Q3

Q3

研究系

技
術
職
員
仕
事
案
内

技
術
職
員
仕
事
案
内

1615



研修

　私は平成30年に米国カリフォルニア州
で2週間実施された海外研修基礎コース
職員派遣研修に参加しました。この研修は
学生とともに米国の文化・歴史について学
ぶもので、米国の「多文化主義」や「格差と
社会福祉」等をテーマに実施されているも
のです。
　研修の前半はカリフォルニア州北部地
域のサンフランシスコ、サンノゼにおいて、
現地大学生とのワークショップや教会で
のボランティア活動等を経験し、後半はセ
バストポールで実際に現地大学の授業を
受講した後、フィールドワーク等でその地

域の文化・歴史について学習しました。こ
の研修を通して、様 な々場所に赴き現地の
方と交流する機会に恵まれ、異文化・歴史
を直接肌で感じることのできる貴重な体験
となりました。この体験は、自身の見識を深
めるだけでなく精神的成長にも繋がり、異
文化への理解の姿勢が培われたと感じて
います。現在、北米の海外拠点を運営する
業務に携わっていますが、この研修で得
た経験が多分に活かされています。また、
語学習得に対する意欲も増し、TOEICスコ
ア等にその成果が表れています。

One day of mine.

One day of mine.

起床
授業（飢餓と貧困）
授業（   　〃　　 ）
キャンパスツアー
昼食
フィールドワーク
解散
夕食
就寝

07：00
09：00
10：00
11：00
11：30
13：00
17：00
19：00
22：00

起床　朝ご飯を食べて身支度をします
電車通勤　30分ほどで到着
所属の係で研修の準備を行います
研修開始
休憩　同期と昼食を取ります
研修終了
帰宅
就寝

06：30
07：40
08：30
09：00
12：00
17：15
18：30
22：00

　新採用事務系職員等研修は、５月に２日
間に渡って行われました。1日目は事務局長
の講話や先輩職員の講義を聴講し、午後に
は挨拶等の接遇マナーを学びました。2日
目は理事の講義を聴講したのち、仕事の進
め方についての講義を受講しました。
　研修では電話応対の際のメモの取り方、
名刺の渡し方などビジネスマナーの基礎か
ら指導をうけました。実務においても学内
外から問い合わせのある部署のため、電話
メモ作成のコツを思い出しながら書くよう
心掛けています。
　また理事をはじめ様々な立場の方から、
大学職員の在り方についてお話を伺うこと
ができました。現状に甘んじず、日々の業務
に前向きに取り組む姿勢が大切だと感じま
した。

　現在、経済学部の総務として学部行事の
運営、予算の管理、学部内への情報の周知
等を行っています。学部内外と連絡を取る
ことも多く、大学運営の一端を担っていると
感じられる部署です。皆さんと一緒に大分
大学の職員として仕事ができるのを楽しみ
にしています。

射場 絵吏
いば えり

採用年月▶平成３１年４月採用（試験区分：事務）
所　　属▶大分大学 経済学部総務係 係員 　　
趣味・特技▶スキー・音楽鑑賞

　業務が多岐にわたるため、幅広い大学規定
への理解が求められることが多く苦労もありま
すが、赴任当初より知識が身についてきたと実
感しています。研修でも法人文書・法規につ
いてのお話がありましたが、内部規則や手引き、
マニュアルをきちんと読み込み、業務に取り組
めるよう努めていきたいと思います。

Future’s Plan

One day of mine.
起床
出勤　文部科学省は始業時間が遅い
ため少しゆっくりできますが、電車はと
ても混みます
登庁　新聞で大学に関係するニュース
をチェックします
始業開始　省内からはもちろんのこと、
大学や一般の方からもメール・電話が
多数寄せられます。上司や先輩職員に
適宜相談しつつ対応します
昼休み　建物内の食堂やコンビニ以外
にも、近くに沢山の飲食店があります
業務再開　会議や説明会開催に伴う設
営や各種手配を、同じ課の研修生で協
力して行います
定時
退庁　国会の関係で帰りが遅くなることも
ありましたが、それも貴重な経験でした
夕食
就寝

07：30
08：30

09：10

09：30

12：00

13：00

18：15
20：00

22：00
24：30

　私は、文部科学省行政実務研修制度により、平
成30年4月から１年間文科省で勤務しました。研
修期間や配属先は個人毎で異なりますが、私の
場合は、前半が科学技術・学術政策局 産業連携・
地域支援課、後半が高等教育局 国立大学法人支
援課に配属され、半年ずつ業務を行いました。
　前半は、大学の産学連携体制の機能強化を目
的とする補助金事業の公募～審査～採択に携わ
りました。大学毎の取り組みや有識者の意見を直
接見聞きできる機会が多くあり、また行政としての
意思決定のプロセスを学ぶことができました。後
半は、法令や国会対応を担当する係に配属され、
スピードを求められる業務の中で効率化やコミュ

ニケーションの重要性を学ぶと同時に、大学関係
の施策や動向を幅広く知ることができました。ま
た、全体を通して、全国の大学から来ている多数
の研修生と交流を深めることができ、大変有意義
な研修でした。
　現在は所属大学に戻り、大学教員が民間企業と
行う共同研究等の産学連携関係の業務を担当し
ておりますが、研修時に知り合った方 と々は現在も
様 な々形で交流が続いています。
　九州から離れた地での研修は不安を感じること
もあると思いますが、是非積極的にチャレンジさ
れることをお勧めいたします。

舟木 大誠
ふなき たいせい

採用年月▶平成27年4月採用（試験区分：事務）
所　　属▶九州工業大学 研究協力課 産学連携係 　　
趣味・特技▶野球観戦・料理

　九工大に入職して５年目となり、文科省研修
以外では人事・教務(入試)・研究協力の分野を
経験してきました。複数の部署での勤務を通し
て、様 な々視点で業務を捉えることができるよう
になってきたと自らの成長を実感しています。今
後は、更に新しい分野にも挑戦しつつ、専門的
知識も深めていきたいです。

Future’s Plan

右田 紘士

海外研修

初任者研修

文科省研修

みぎた ひろし
採用年月▶平成25年9月採用
　　　　　（試験区分：事務）
所　　属▶鹿児島大学 学生部国際事業課
　　　　　国際事業係 係員
趣味・特技▶ピアノ 読書 海外ドラマ

　研修を受講するまでは異文化・言語等は遠
い海外のことと思っていましたが、研修の受
講をきっかけに、海外との距離がぐっと縮まっ
たように感じています。研修時には自分の考え
を英語でうまく相手に伝えられないことが課題
と感じたため、今後は実践的な語学能力をさ
らに磨きたいと思っています。将来的にはまた
国際関係の業務に携わりたいと考えているの
で、さまざまな部署で知識や経験を獲得し、
さらに成長していきたいと思います。

Future’s Plan

充実した研修
各機関が企画して行うものや、各機関で共催して行うもの及び外部機関が主催するものなどがあります。
役職や実務経験に応じて様々な研修が行われ、受講することによって自らのスキルアップを行うことができます。

❖ 全職員対象　事務情報化（パソコン）研修、語学研修、接遇（マナー）研修、自己啓発研修などがあります。
❖ 実務研修　　人事研修、国際交流関係研修、会計研修、図書系職員研修、技術系職員研修などがあります。
❖ 階層別研修　新採用職員研修、中堅職員研修、係長研修、幹部研修などがあります。
❖ 派遣研修　　民間企業派遣研修、海外派遣研修などがあります。
❖ その他　　　人事評価（評価者）研修、ハラスメント防止研修、安全衛生管理研修、救命救護研修、SD研修などがあります。

Training

私の1日

私の1日

私の1日

研
修

研
修
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　佐世保工業高等専門学校では、部署
の垣根を越えた様々な活動が行われてお
り、平日のお昼休みには幅広い年齢層の
職員が日々交流をしています。私は主に、
体育館でバスケットボールをしたり、休憩
室でボードゲームをしたりして和気あいあ
いと楽しんでいます。学内で行われた球
技大会では、職員チームとしてバドミント
ン競技へ参加しました。お昼休みに集
まって練習を行い、試合当日にはチーム
一丸となって充実した汗を流すことがで
きました。
　また、佐世保高専は海や山に囲まれた
地形であるため、休日には職員で集まって

登山をすることや、地元で開催されるマラ
ソンイベントへ参加することもあります。
　このような活発な活動は、職員同士の
円滑なコミュニケーションや信頼関係の
構築に繋がり、それらが仕事へも活かさ
れることで業務を効率的に行うことがで
きます。その結果、プライベートの充実へ
も繋がっています。
　私の場合、プライベートで趣味のキャン
プや旅行をする時間を確保するため、日
頃からいかに業務を効率的かつ円滑に行
うかを考えています。そうした意識から、
業務の質が改善され、これからの仕事へ
の活力を生み出すことができます。

One day of mine.

One day of mine.

起床　朝食は１日のエネルギー
源。毎日必ず食べます
通勤
業務開始　先ずはメールチェッ
ク。急ぎの案件がないかを確認
し、前日からの引継ぎ業務を含
めて優先順位を決め、計画的に
業務に取り組みます
昼休み　昼食後、他部署の職員
と一緒にバスケットボールや
ボードゲームをして交流を深め
ています
業務再開　午前中の業務の続
きを行います
業務終了　翌日以降の予定を
確認し、至急の業務がなければ
残業をせずに帰宅します
帰宅　友人と食事へ行ったり、
家でゲームをしたり自由な時間
を過ごします
就寝

06：30

07：45
08：30

12：00

13：00

17：15

18：00

23：00

起床・準備　起床の早い夫が主に朝の準
備を進めてくれます。
家を出発　小学生の息子も同じ時間に登
校します。
業務開始　グループウエア等で業務内
容を確認しつつ、優先度の高いものから
取りかかります。
休憩　売店や校内のレストランを利用し
て昼食をとります。
業務再開　午前中の業務の続きを行い
ます。退勤前には、翌日の業務を確認し資
料をまとめます。
業務終了　保育園と学童へお迎えで
す。残業になる場合は、夫にお願いして
います。
帰宅　家事を進めながら、宿題の採点や
今日のできごとについて子供から話を聞
きます。
就寝　寝る前は本の読み聞かせが日課
です。子供が寝た後に洗濯をしますが、寝
落ちしてしまうことも・・
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13：00

17：15

19：00

21：30

　私は現在、支払業務全般・預り金関係・一部
外部資金の報告に関することを主に担当していま
す。採用から庶務系部署での勤務が長く、会計
業務は私にとって初めて経験する分野であり試
行錯誤の毎日ですが、日々新しい経験を積ませ
ていただいています。
　私には現在４歳と７歳の息子がおり、それぞれ
半年と約１年の育児休業をいただきました。育児
に専念できる貴重な時間をいただき、非常にあり
がたかったです。
　復帰後は、子供が２歳頃までは急病が多い時
期でしたが、1時間単位で利用できる子の看護休
暇により細かく休みをいただくことができ、仕事
との両立の上で大変助かりました。
　また、保育園や学童への送りのために同じ職
場の夫が遅出出勤制度を利用させていただいて
います。
　前述の休暇等制度が利用できるのも、周りの
方の理解やサポートがあるおかげと日々感じて
います。私自身、育児休業復帰のタイミングにつ

いて、上司が希望を取り入れてくださったり、子供
の行事や病気などで休みが必要なときに同じ部
署の方に業務を協力いただいたりと、恵まれた環
境で働けることに感謝しています。
　復帰前と比べると時間に追われることが多く、
忙しい時期は焦ることもありますが、スケジュー
ル管理や業務効率について常に意識し、これか
らも仕事に取り組みたいと思っています。

前山 由香里
まえやま ゆかり

　採用後は、異動等により職場環境が変化するだ
けでなく、人それぞれに家庭環境も変化し、状況
によっては、それまでの仕事への取組み方を変え
ざるを得ない場合もあります。
　そのような場合でも高専は、仕事を続けていく
上で恵まれた職場環境だと思います。
　多様な業務を経験、またチャレンジできる高専
を職場として選んでみませんか？

Message

One day of mine.
起床　少し早起きして読書をしたり好きな
ラジオを聴いたりするなど、心をリラックス
させて一日の活動をスタートさせます
朝食　妻と手分けして子どもの身支度、保
育園の準備、食器の片付けをします
出発　保育園に子どもを預けて職場に出
勤します。子どもが起きてから出発するまで
はとても慌ただしいです。
業務開始　メールやスケジュールを確認。
午前中は特に考えて進める仕事に重きを
置いて取り組むようにしています。
昼休み　昼食の後はイヤホンで音楽を聴
きながら大学構内を散歩します。日々の運
動を兼ねていますが、リフレッシュして午後
の業務を始めることができます。
午後の業務開始　担当業務の資料作成や
学内外へのメール・電話の対応を行いま
す。日によって会議や委員会、打合せなどを
行うこともあります。
業務終了　子どもを迎えにいきます。
帰宅　夕食の準備、風呂、片付けを夫婦で分
担。就寝までの間、息つく暇がありません。
就寝　子どもを寝かし付けながら自分も一
緒に寝てしまいます。寝る前には必ず３冊
の絵本を読んであげるようにしています。
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09：00

12：00
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18：45

21：30

　私には４歳の息子と１歳の娘がいます。妻の職
場復帰に合わせ、息子が９ヶ月の時に１ヶ月間、
娘が８ヶ月の時に２ヶ月間の育児休業を取得しま
した。休暇取得にあたり職場の上司や同僚の理
解や大きなサポートもあり、不安なく育児に専念
することができました。
　休業期間の１日はあっという間。買い物や洗
濯、食事の準備や離乳食作りなど、時間の経過
がとても早かったのを記憶しています。大変な時
もありましたが、子どもの日々の成長を感じること
ができ、かけがえのない貴重な時間を共に過ご
すことができました。
　私の係では研究支援方策を企画して先生方の
研究活動を支援する業務を行っており、例えば

研究費を助成する制度や、海外研究者の招へい
や海外大学への派遣を支援する制度などを担当
しています。また、ノーベル賞受賞者の講演会や
セミナーなどを開催することもあります。
　夫婦で協働して子育てと仕事を両立していく中
で、育児は働き方を見直す機会にもなりました。
子育てをする前は時間内に終わらない仕事は時
間外にやればいいという意識が心のどこかにあり
ました。今は、保育園への迎えや急な子どもの発
熱で早退しなければならない時もあり、そういう
中では一日一日の時間を大切にし、優先順位と
時間内で何をどこまでやるかを常に意識して業
務に取り組むようになりました。

松尾 勇太
まつお ゆうた

　子どもが病気の時などには「子の看護休暇」
を利用し、状況に応じて半日単位や時間単位で
休暇を取って病院の付き添いや看病をすること
ができます。また、九州大学にはキャンパス内
に保育園がありとても便利です。子育てと仕事
のどちらも充実させたいと考える職員を応援して
くれる制度や環境が大学には整っていると思い
ます。

Message

採用年月▶平成２１年９月採用（試験区分：事務）
所　　属▶沖縄工業高等専門学校 総務課 財務係主任 　　
趣味・特技▶山登り、読書

採用年月▶平成20年8月採用（試験区分：事務）
所　　属▶九州大学 研究・産学官連携推進部
　　　　　研究企画課 研究企画係 主任 　　
趣味・特技▶ラジオを聴くこと、読書

長岡 彩花ステファニー

学内サークル

育児休業

育児休業

ながおか あやかすてふぁにー
採用年月▶平成３０年４月採用（試験区分：事務）
所　　属▶佐世保工業高等専門学校
　　　　　総務課企画係
趣味・特技▶映画鑑賞 ゲーム キャンプ 旅行

　採用から約２年が経ちましたが、高専
職員の業務内容は幅広く、若手職員で
も重要な役割の仕事を任されることが
あります。その分、達成できた時の
やりがいは大きいです。また、組織
の規模が小さい分、アットホームな
空間で仕事ができ、良好な人間関
係を築くことができます。皆さんも
高専で、公私ともに充実した毎日
を送りませんか！ 

Message

仕事と家庭生活の両立

ワーク・ライフ・バランス
Work.Life .Balance

仕事と家庭の両立を実現する環境づくりに取り組んでいます。

❖ 育児休業　　　　３歳未満の子どもを養育するために、職員の身分を保有したまま休業する制度で、男女問わず利用することが
　　　　　　　　　 できます。
❖ 育児短時間勤務　子どもの保育所送迎等のため、朝夕１時間ずつ休業する部分休業制度もあります。
❖ 子の看護休暇　　小学校就学前の子の看護のため、1年につき５日間の休暇を取得できます。
❖ 妻の出産休暇　　妻が出産のため入退院する際に、付き添い等のため２日間の休暇を取得できます。

私の1日

私の1日

私の1日
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　佐世保工業高等専門学校では、部署
の垣根を越えた様々な活動が行われてお
り、平日のお昼休みには幅広い年齢層の
職員が日々交流をしています。私は主に、
体育館でバスケットボールをしたり、休憩
室でボードゲームをしたりして和気あいあ
いと楽しんでいます。学内で行われた球
技大会では、職員チームとしてバドミント
ン競技へ参加しました。お昼休みに集
まって練習を行い、試合当日にはチーム
一丸となって充実した汗を流すことがで
きました。
　また、佐世保高専は海や山に囲まれた
地形であるため、休日には職員で集まって

登山をすることや、地元で開催されるマラ
ソンイベントへ参加することもあります。
　このような活発な活動は、職員同士の
円滑なコミュニケーションや信頼関係の
構築に繋がり、それらが仕事へも活かさ
れることで業務を効率的に行うことがで
きます。その結果、プライベートの充実へ
も繋がっています。
　私の場合、プライベートで趣味のキャン
プや旅行をする時間を確保するため、日
頃からいかに業務を効率的かつ円滑に行
うかを考えています。そうした意識から、
業務の質が改善され、これからの仕事へ
の活力を生み出すことができます。

One day of mine.

One day of mine.

起床　朝食は１日のエネルギー
源。毎日必ず食べます
通勤
業務開始　先ずはメールチェッ
ク。急ぎの案件がないかを確認
し、前日からの引継ぎ業務を含
めて優先順位を決め、計画的に
業務に取り組みます
昼休み　昼食後、他部署の職員
と一緒にバスケットボールや
ボードゲームをして交流を深め
ています
業務再開　午前中の業務の続
きを行います
業務終了　翌日以降の予定を
確認し、至急の業務がなければ
残業をせずに帰宅します
帰宅　友人と食事へ行ったり、
家でゲームをしたり自由な時間
を過ごします
就寝
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07：45
08：30

12：00

13：00

17：15

18：00

23：00

起床・準備　起床の早い夫が主に朝の準
備を進めてくれます。
家を出発　小学生の息子も同じ時間に登
校します。
業務開始　グループウエア等で業務内
容を確認しつつ、優先度の高いものから
取りかかります。
休憩　売店や校内のレストランを利用し
て昼食をとります。
業務再開　午前中の業務の続きを行い
ます。退勤前には、翌日の業務を確認し資
料をまとめます。
業務終了　保育園と学童へお迎えで
す。残業になる場合は、夫にお願いして
います。
帰宅　家事を進めながら、宿題の採点や
今日のできごとについて子供から話を聞
きます。
就寝　寝る前は本の読み聞かせが日課
です。子供が寝た後に洗濯をしますが、寝
落ちしてしまうことも・・
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12：00

13：00

17：15
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21：30

　私は現在、支払業務全般・預り金関係・一部
外部資金の報告に関することを主に担当していま
す。採用から庶務系部署での勤務が長く、会計
業務は私にとって初めて経験する分野であり試
行錯誤の毎日ですが、日々新しい経験を積ませ
ていただいています。
　私には現在４歳と７歳の息子がおり、それぞれ
半年と約１年の育児休業をいただきました。育児
に専念できる貴重な時間をいただき、非常にあり
がたかったです。
　復帰後は、子供が２歳頃までは急病が多い時
期でしたが、1時間単位で利用できる子の看護休
暇により細かく休みをいただくことができ、仕事
との両立の上で大変助かりました。
　また、保育園や学童への送りのために同じ職
場の夫が遅出出勤制度を利用させていただいて
います。
　前述の休暇等制度が利用できるのも、周りの
方の理解やサポートがあるおかげと日々感じて
います。私自身、育児休業復帰のタイミングにつ

いて、上司が希望を取り入れてくださったり、子供
の行事や病気などで休みが必要なときに同じ部
署の方に業務を協力いただいたりと、恵まれた環
境で働けることに感謝しています。
　復帰前と比べると時間に追われることが多く、
忙しい時期は焦ることもありますが、スケジュー
ル管理や業務効率について常に意識し、これか
らも仕事に取り組みたいと思っています。

前山 由香里
まえやま ゆかり

　採用後は、異動等により職場環境が変化するだ
けでなく、人それぞれに家庭環境も変化し、状況
によっては、それまでの仕事への取組み方を変え
ざるを得ない場合もあります。
　そのような場合でも高専は、仕事を続けていく
上で恵まれた職場環境だと思います。
　多様な業務を経験、またチャレンジできる高専
を職場として選んでみませんか？

Message

One day of mine.
起床　少し早起きして読書をしたり好きな
ラジオを聴いたりするなど、心をリラックス
させて一日の活動をスタートさせます
朝食　妻と手分けして子どもの身支度、保
育園の準備、食器の片付けをします
出発　保育園に子どもを預けて職場に出
勤します。子どもが起きてから出発するまで
はとても慌ただしいです。
業務開始　メールやスケジュールを確認。
午前中は特に考えて進める仕事に重きを
置いて取り組むようにしています。
昼休み　昼食の後はイヤホンで音楽を聴
きながら大学構内を散歩します。日々の運
動を兼ねていますが、リフレッシュして午後
の業務を始めることができます。
午後の業務開始　担当業務の資料作成や
学内外へのメール・電話の対応を行いま
す。日によって会議や委員会、打合せなどを
行うこともあります。
業務終了　子どもを迎えにいきます。
帰宅　夕食の準備、風呂、片付けを夫婦で分
担。就寝までの間、息つく暇がありません。
就寝　子どもを寝かし付けながら自分も一
緒に寝てしまいます。寝る前には必ず３冊
の絵本を読んであげるようにしています。
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　私には４歳の息子と１歳の娘がいます。妻の職
場復帰に合わせ、息子が９ヶ月の時に１ヶ月間、
娘が８ヶ月の時に２ヶ月間の育児休業を取得しま
した。休暇取得にあたり職場の上司や同僚の理
解や大きなサポートもあり、不安なく育児に専念
することができました。
　休業期間の１日はあっという間。買い物や洗
濯、食事の準備や離乳食作りなど、時間の経過
がとても早かったのを記憶しています。大変な時
もありましたが、子どもの日々の成長を感じること
ができ、かけがえのない貴重な時間を共に過ご
すことができました。
　私の係では研究支援方策を企画して先生方の
研究活動を支援する業務を行っており、例えば

研究費を助成する制度や、海外研究者の招へい
や海外大学への派遣を支援する制度などを担当
しています。また、ノーベル賞受賞者の講演会や
セミナーなどを開催することもあります。
　夫婦で協働して子育てと仕事を両立していく中
で、育児は働き方を見直す機会にもなりました。
子育てをする前は時間内に終わらない仕事は時
間外にやればいいという意識が心のどこかにあり
ました。今は、保育園への迎えや急な子どもの発
熱で早退しなければならない時もあり、そういう
中では一日一日の時間を大切にし、優先順位と
時間内で何をどこまでやるかを常に意識して業
務に取り組むようになりました。

松尾 勇太
まつお ゆうた

　子どもが病気の時などには「子の看護休暇」
を利用し、状況に応じて半日単位や時間単位で
休暇を取って病院の付き添いや看病をすること
ができます。また、九州大学にはキャンパス内
に保育園がありとても便利です。子育てと仕事
のどちらも充実させたいと考える職員を応援して
くれる制度や環境が大学には整っていると思い
ます。

Message

採用年月▶平成２１年９月採用（試験区分：事務）
所　　属▶沖縄工業高等専門学校 総務課 財務係主任 　　
趣味・特技▶山登り、読書

採用年月▶平成20年8月採用（試験区分：事務）
所　　属▶九州大学 研究・産学官連携推進部
　　　　　研究企画課 研究企画係 主任 　　
趣味・特技▶ラジオを聴くこと、読書

長岡 彩花ステファニー

学内サークル

育児休業

育児休業

ながおか あやかすてふぁにー
採用年月▶平成３０年４月採用（試験区分：事務）
所　　属▶佐世保工業高等専門学校
　　　　　総務課企画係
趣味・特技▶映画鑑賞 ゲーム キャンプ 旅行

　採用から約２年が経ちましたが、高専
職員の業務内容は幅広く、若手職員で
も重要な役割の仕事を任されることが
あります。その分、達成できた時の
やりがいは大きいです。また、組織
の規模が小さい分、アットホームな
空間で仕事ができ、良好な人間関
係を築くことができます。皆さんも
高専で、公私ともに充実した毎日
を送りませんか！ 

Message

仕事と家庭生活の両立

ワーク・ライフ・バランス
Work.Life .Balance

仕事と家庭の両立を実現する環境づくりに取り組んでいます。

❖ 育児休業　　　　３歳未満の子どもを養育するために、職員の身分を保有したまま休業する制度で、男女問わず利用することが
　　　　　　　　　 できます。
❖ 育児短時間勤務　子どもの保育所送迎等のため、朝夕１時間ずつ休業する部分休業制度もあります。
❖ 子の看護休暇　　小学校就学前の子の看護のため、1年につき５日間の休暇を取得できます。
❖ 妻の出産休暇　　妻が出産のため入退院する際に、付き添い等のため２日間の休暇を取得できます。

私の1日

私の1日

私の1日

ワ
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ス

ワ
ー
ク・
ラ
イ
フ・

バ
ラ
ン
ス

2019



アンケート 各機関で働く採用１年目の職員を対象にアンケートを実施しました。
入職するにあたっての決め手や職場の雰囲気等、若手職員の生の声をお伝えします。
是非、参考にしてみてください。

新卒と既卒が大体半々に分かれる結果となりました。ですが、採用は同期
になりますので、年齢を気にせず仲良くされている方も多いようです。
既卒の中には卒業後数ヶ月で採用された方も含まれています。大学法人等
では、新卒・既卒に関わらず、新規採用として採用されることになります。

「仕事の内容に興味があったから」が３割弱で一番多い動機となりまし
た。国立大学法人等には、教育・研究・学生支援等他の組織では経験し
にくい多種多様な業務に携わることができるといった魅力もあります。大
学等職員の業務は多岐にわたりますので、あなたが面白いと思える仕事
にきっと出会えるはずです。

まじめな雰囲気、アットホームな雰囲気で半数を占め、残りはそれぞれ様々
な意見がありましたが、総じてメリハリのついた職場であるとの意見が多く
みられました。
既卒の方からは「ギスギスしていない」「息苦しくない」などといった意見も
みられ、職場の同僚は、ライバルというよりも同じ仕事に取り組む仲間とい
う意識を持った方も多いようです。

「旅行」「海外留学」「資格取得」の3つが2割を超える回答となりました。自
身の知見を深める経験や能力向上に資することを重視しているようです。
就職前の自由な時間があるときに自分のやりたいことに挑戦してもよいか
もしれませんね。ただ、就職した後は全くできなくなるということもなく、まと
まった休みを取りやすいのも大学法人等職員の大きな魅力の一つです。
毎年海外旅行を楽しんでいる職員や資格取得に励んでいる職員もたくさ
ん在籍しています。

新卒、既卒ともに様々な知識が身につくややりがいを感じるなど多くの意
見が見られましたが、既卒の方からは加えて職場の雰囲気がよい、プライ
ベートの時間もしっかり取れるなどの回答がとても多く寄せられました。
ワークライフバランスを重視できるところも大学法人等職員の大きな魅力
の一つです。

Q1 採用時は、新卒ですか？既卒ですか？ Q7（国立大学法人等職員以外にも内定があった方へ伺いました）
他に内定があったにも関わらず、国立大学法人等職員を選択した決め手は？

Q8 国立大学法人等で働くことの魅力（やりがい）は何ですか？

・学生時代、ほとんど資格を取る機会がなかったが、学内の研修や資格の取得や技術の習得のための機会がたくさんあり安心した。（技術系/大学）
・職場の雰囲気に馴染めるか、与えられる業務が自分にできるのかという不安はあったが、周りの先輩方が優しく丁寧に接して下さったことも
あり、解消された。また、スポーツ大会等のレクリエーションが多く、身近な先輩方と親交を深めたり、他部署の方とつながりを持てたりすること
ができた。（庶務系/大学）
・新卒ばかりで、既卒の自分は浮いてしまうのではないかと思っていました。入ってみると、既卒者が案外多かったです。（学生系/大学）
・出身大学ではないので、わからないことだらけでしたが、同じような境遇の同期もたくさんいて、上司や先輩も優しく教えてくださり、だんだん
といろんなことがわかってきました。（学生系/大学）

・出身大学であったことと、10年後、20年後も働いているイメージがすぐにできたことが決め手になりました。（会計系/大学）
・数年単位で異動があり、多様な業務を経験できる。また、広域での転勤が少ないこと。(学生系/大学)
・15歳から20歳以上の幅広い学生をサポートできることに魅力を感じたため。（学生系/高専）
・採用連絡の際、「社会人経験者も多い」と聞いたことです。新卒採用が多いのではないかと不安だったため、自分と同じような経験をしている
方が多いというのは心強く感じました。（学生系/大学）
・職員が明るかったから。施設内を見学したときに、学生も職員も生き生きしていたから。（学生系/大学）

Q9 採用までに不安だったことは？
その後、その不安は（どのように）解消されましたか？

・自分の時間がしっかりとれること。福利厚生が充実していること。(図書系/大学)
・職場の雰囲気が違います。前職ではピリピリした雰囲気でいつも焦っていましたが、現在は穏やかな環境で落ち着いて仕事が出来ています。
（庶務系/大学）
・休みがしっかりとれるので、前職のときと比較するとメリハリのある生活ができていると思います。女性の先輩方も多く、女性であっても長く働
けそうだと感じています。（学生系/大学）
・職員同士がサポートする体制が充実しています。また、自身の任された業務が他の同僚の業務にも繋がっていることを実感し、相手を意識し
て業務をこなしたり、私の後任になる職員が働きやすいように考えたりするようになりました。（庶務系/大学）  

Q10 どのような時に前職との違いを感じますか？（転職経験者）

・大学病院に勤務していますが、病院の経営分析まですることに驚きました。（医療系/大学）
・合同企業説明会の企画・運営を担当すること（一年前は就活していて逆の立場であったため驚きました）（庶務系/高専）
・海外の学生とのSkypeでの交流や、海外から招へいした学生や先生へのおもてなしなど、現在の部署ならではの仕事に驚いた。（学生系/高専）
・ショッピングモールでの中学生向けイベントの開催準備。会場使用の契約や各クラブの出展に使う物品の用意などを行った。（学生系/高専）
・学部の事務だが、学生よりも教員と関わることの方が思っていた以上に多い。（学生系/大学）

Q11 採用されてから「こんな仕事もあるの！？」と驚いたことは？

・毎日単調に過ごすのではなく、日々変化や挑戦があるので毎日充実しており、また、たくさんの職種の方 と々交流することで自分の刺激になる
ことです。（庶務系/大学）
・幅広い仕事があり、様 な々能力・知識を身に付けられるとともに学生が充実した学校生活をおくるための手伝いができる点（学生系/高専）
・最先端の研究や教育が行われている機関で働くことができること。意外に様々な業務があるので、それぞれ自分の持ち味を生かせそうなこ
と。（会計系/大学）
・民間であれば転職するしかないような幅広い業務に就けること、多様な同僚、学生と関われること（学生系/大学）

Q2 国立大学法人等の志望動機は何ですか？

就職前にしておけばよかったと思うことは？

今の職場に就職して「よかった」と思うことは？Q3 職場の雰囲気は？ Q4

Q5 学生時代等の経験で、仕事に役立っていることは？

既卒の方の多くが社会人経験を回答されていました。前職が他業種で
あったとしてもそこで培った経験は役立っていることが伝わります。また、
新卒の方はサークル・ボランティア活動や大学での勉強や経験といった
回答が多くみられました。今の立場がなんであれ、その時できることに精
一杯取り組んだことは様々な形で自身に還元されることでしょう。

Q6

新卒
47%

仕事の内容に興味があったから
（教育・研究・学生支援等）
29%

さまざまな知識が
身につく
22%

社会人・アルバイト・
インターンシップ経験

32%

大学での
勉強や経験

15%

パソコンスキル
14%

サークル・
ボランティア活動等
17%

日常生活における
心がけ 15%

留学（語学） 3%
資格取得 3%

プライベートの時間も
しっかり取れる 24%

職場の
雰囲気がよい
20%

いろんな職種の人と
関われる 14%

やりがいを感じる
11%

今の仕事が自分に
合っていて楽しい 9%

アットホームな
雰囲気
28%

資格取得
28%

旅行
25%

その他
3%

まじめな雰囲気
26%

メリハリ、
緊張感がある 11%

大学での
勉強
16%

海外留学
20%

サークル活動 3%

アルバイト・
インターンシップ 6%

にぎやか、
和気あいあい

18%

バタバタと忙しい
雰囲気 10%

個性的な雰囲気 8%

堅実で、安定性が
あるから 17%

多様な業務を
経験できるから 13%

身近に
感じたから 10%

出身大学（高専）へ
貢献したいから 8%

職場の雰囲気が
良さそうだから 12%

その他 2%

社会的に重要な仕事に
携われるから 8%

既卒
53%

その他 1%
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アンケート 各機関で働く採用１年目の職員を対象にアンケートを実施しました。
入職するにあたっての決め手や職場の雰囲気等、若手職員の生の声をお伝えします。
是非、参考にしてみてください。

新卒と既卒が大体半々に分かれる結果となりました。ですが、採用は同期
になりますので、年齢を気にせず仲良くされている方も多いようです。
既卒の中には卒業後数ヶ月で採用された方も含まれています。大学法人等
では、新卒・既卒に関わらず、新規採用として採用されることになります。

「仕事の内容に興味があったから」が３割弱で一番多い動機となりまし
た。国立大学法人等には、教育・研究・学生支援等他の組織では経験し
にくい多種多様な業務に携わることができるといった魅力もあります。大
学等職員の業務は多岐にわたりますので、あなたが面白いと思える仕事
にきっと出会えるはずです。

まじめな雰囲気、アットホームな雰囲気で半数を占め、残りはそれぞれ様々
な意見がありましたが、総じてメリハリのついた職場であるとの意見が多く
みられました。
既卒の方からは「ギスギスしていない」「息苦しくない」などといった意見も
みられ、職場の同僚は、ライバルというよりも同じ仕事に取り組む仲間とい
う意識を持った方も多いようです。

「旅行」「海外留学」「資格取得」の3つが2割を超える回答となりました。自
身の知見を深める経験や能力向上に資することを重視しているようです。
就職前の自由な時間があるときに自分のやりたいことに挑戦してもよいか
もしれませんね。ただ、就職した後は全くできなくなるということもなく、まと
まった休みを取りやすいのも大学法人等職員の大きな魅力の一つです。
毎年海外旅行を楽しんでいる職員や資格取得に励んでいる職員もたくさ
ん在籍しています。

新卒、既卒ともに様々な知識が身につくややりがいを感じるなど多くの意
見が見られましたが、既卒の方からは加えて職場の雰囲気がよい、プライ
ベートの時間もしっかり取れるなどの回答がとても多く寄せられました。
ワークライフバランスを重視できるところも大学法人等職員の大きな魅力
の一つです。

Q1 採用時は、新卒ですか？既卒ですか？ Q7（国立大学法人等職員以外にも内定があった方へ伺いました）
他に内定があったにも関わらず、国立大学法人等職員を選択した決め手は？

Q8 国立大学法人等で働くことの魅力（やりがい）は何ですか？

・学生時代、ほとんど資格を取る機会がなかったが、学内の研修や資格の取得や技術の習得のための機会がたくさんあり安心した。（技術系/大学）
・職場の雰囲気に馴染めるか、与えられる業務が自分にできるのかという不安はあったが、周りの先輩方が優しく丁寧に接して下さったことも
あり、解消された。また、スポーツ大会等のレクリエーションが多く、身近な先輩方と親交を深めたり、他部署の方とつながりを持てたりすること
ができた。（庶務系/大学）
・新卒ばかりで、既卒の自分は浮いてしまうのではないかと思っていました。入ってみると、既卒者が案外多かったです。（学生系/大学）
・出身大学ではないので、わからないことだらけでしたが、同じような境遇の同期もたくさんいて、上司や先輩も優しく教えてくださり、だんだん
といろんなことがわかってきました。（学生系/大学）

・出身大学であったことと、10年後、20年後も働いているイメージがすぐにできたことが決め手になりました。（会計系/大学）
・数年単位で異動があり、多様な業務を経験できる。また、広域での転勤が少ないこと。(学生系/大学)
・15歳から20歳以上の幅広い学生をサポートできることに魅力を感じたため。（学生系/高専）
・採用連絡の際、「社会人経験者も多い」と聞いたことです。新卒採用が多いのではないかと不安だったため、自分と同じような経験をしている
方が多いというのは心強く感じました。（学生系/大学）
・職員が明るかったから。施設内を見学したときに、学生も職員も生き生きしていたから。（学生系/大学）

Q9 採用までに不安だったことは？
その後、その不安は（どのように）解消されましたか？

・自分の時間がしっかりとれること。福利厚生が充実していること。(図書系/大学)
・職場の雰囲気が違います。前職ではピリピリした雰囲気でいつも焦っていましたが、現在は穏やかな環境で落ち着いて仕事が出来ています。
（庶務系/大学）
・休みがしっかりとれるので、前職のときと比較するとメリハリのある生活ができていると思います。女性の先輩方も多く、女性であっても長く働
けそうだと感じています。（学生系/大学）
・職員同士がサポートする体制が充実しています。また、自身の任された業務が他の同僚の業務にも繋がっていることを実感し、相手を意識し
て業務をこなしたり、私の後任になる職員が働きやすいように考えたりするようになりました。（庶務系/大学）  

Q10 どのような時に前職との違いを感じますか？（転職経験者）

・大学病院に勤務していますが、病院の経営分析まですることに驚きました。（医療系/大学）
・合同企業説明会の企画・運営を担当すること（一年前は就活していて逆の立場であったため驚きました）（庶務系/高専）
・海外の学生とのSkypeでの交流や、海外から招へいした学生や先生へのおもてなしなど、現在の部署ならではの仕事に驚いた。（学生系/高専）
・ショッピングモールでの中学生向けイベントの開催準備。会場使用の契約や各クラブの出展に使う物品の用意などを行った。（学生系/高専）
・学部の事務だが、学生よりも教員と関わることの方が思っていた以上に多い。（学生系/大学）

Q11 採用されてから「こんな仕事もあるの！？」と驚いたことは？

・毎日単調に過ごすのではなく、日々変化や挑戦があるので毎日充実しており、また、たくさんの職種の方 と々交流することで自分の刺激になる
ことです。（庶務系/大学）
・幅広い仕事があり、様々な能力・知識を身に付けられるとともに学生が充実した学校生活をおくるための手伝いができる点（学生系/高専）
・最先端の研究や教育が行われている機関で働くことができること。意外に様々な業務があるので、それぞれ自分の持ち味を生かせそうなこ
と。（会計系/大学）
・民間であれば転職するしかないような幅広い業務に就けること、多様な同僚、学生と関われること（学生系/大学）

Q2 国立大学法人等の志望動機は何ですか？

就職前にしておけばよかったと思うことは？

今の職場に就職して「よかった」と思うことは？Q3 職場の雰囲気は？ Q4

Q5 学生時代等の経験で、仕事に役立っていることは？

既卒の方の多くが社会人経験を回答されていました。前職が他業種で
あったとしてもそこで培った経験は役立っていることが伝わります。また、
新卒の方はサークル・ボランティア活動や大学での勉強や経験といった
回答が多くみられました。今の立場がなんであれ、その時できることに精
一杯取り組んだことは様 な々形で自身に還元されることでしょう。

Q6

新卒
47%

仕事の内容に興味があったから
（教育・研究・学生支援等）
29%

さまざまな知識が
身につく
22%

社会人・アルバイト・
インターンシップ経験

32%

大学での
勉強や経験

15%

パソコンスキル
14%

サークル・
ボランティア活動等
17%

日常生活における
心がけ 15%

留学（語学） 3%
資格取得 3%

プライベートの時間も
しっかり取れる 24%

職場の
雰囲気がよい
20%

いろんな職種の人と
関われる 14%

やりがいを感じる
11%

今の仕事が自分に
合っていて楽しい 9%

アットホームな
雰囲気
28%

資格取得
28%

旅行
25%

その他
3%

まじめな雰囲気
26%

メリハリ、
緊張感がある 11%

大学での
勉強
16%

海外留学
20%

サークル活動 3%

アルバイト・
インターンシップ 6%

にぎやか、
和気あいあい

18%

バタバタと忙しい
雰囲気 10%

個性的な雰囲気 8%

堅実で、安定性が
あるから 17%

多様な業務を
経験できるから 13%

身近に
感じたから 10%

出身大学（高専）へ
貢献したいから 8%

職場の雰囲気が
良さそうだから 12%

その他 2%

社会的に重要な仕事に
携われるから 8%

既卒
53%

その他 1%

Questionnaire
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勤務時間 原則として、１日７時間45分（週38時間45分）

○土曜日・日曜日(完全週休二日制）　○祝日　
○年末年始(１２月２９日～１月３日）ただし、業務の特殊性により、休日に業務を行う機関や部署があります。

休　日

年次有給休暇（年間２０日付与）、特別休暇（結婚休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、忌引）等。

原則として同一大学内での異動となります。

給与 基本給は、各機関の規程により定められます。

手当

昇給

通勤手当、住居手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等。

基本的な昇進ポストは、概ね下記のように区分されています。
採用当初は係員として勤務し、その後の勤務成績等により上位のポストに昇進します。

研究系技術職員の昇進ポストの一例です。各機関の選考基準により昇進します。
ただし、各機関によってポスト名、昇進方法は異なります。

係員 主任 部長 理事・局長係長
（38歳前後）

課長補佐
（45歳前後）

課長
（室長・事務長）

技術職員 技術専門
職員

技術専門員

休暇等

事務系職員及び施設系技術職員

事務職員・施設系
技術職員の昇進

研究系技術職員の昇進

研究系技術職員

他の国立大学法人等への異動

文部科学省での勤務

専門部署での採用となるため、異動の有無はその部署の事情によって異なります。

九州地区内の他機関との人事交流も行われています。

文部科学省が実施する行政実務研修等に参加し、研修生として勤務するチャンスがあります。

文部科学省共済組合に加入します。健康保険・年金等

共済事業

職員厚生

体育施設・図書館

共済事業には、各種貸付・融資・積立・保険制度の他、全国の国家公務員共済組合施設・
提携施設も利用できます。

健康診断や人間ドッグの実施、映画・展覧会等のチケットの割引サービスがあります。

各機関にある体育館、テニスコート、野球場、図書館等を昼休み・勤務時間終了後・休日等に利用することができます。

宿舎 単身者用・世帯用の住宅を設置している機関もあります。

採用までのプロセス
職員の採用は、以下のような流れで行われます。
※令和2年5月1日時点で採用予定のない試験区分については試験を実施しません。

※第一次試験の合格者は、「第一次試験合格者名簿」に登載され、第一次試験合格発表日から翌年度の合格発表日の
前日まで保管します。各国立大学法人等は、欠員が生じた場合にその都度この名簿に基づき第二次試験を実施します。

※業務説明会は、第一次試験合格発表日の翌日から一週間程度の間に実施する機関が多数を占めます。
　予約が必要な機関もありますので、採用試験事務室webサイトをよく確認するようにしてください。

　採用予定数、説明会案内等の最新情報を掲載していますのでぜひご覧ください。
　https://www-shiken.jimu.kyushu-u.ac.jp/

九州地区国立大学法人等職員採用試験事務室Webサイト

事　務 図　書

受験申込（５月13日10時～５月27日17時）
インターネット上で申込受付

受験票の発行

第一次試験合格発表（７月２2日）

業務説明会（各国立大学法人等機関）

第一次試験（７月5日）

電気/機械/土木/建築/化学/物理/電子・情報/
資源工学/農学/林学/生物・生命科学

教養試験（出題数４０題　１２０分）

第二次試験
面接等 図書系専門試験・面接等 専門的知識の考査及び面接等

最終合格（内定）

九州 大学職員

労働時間・休暇

給与・諸手当

人事異動

福利・厚生

昇進

勤務条件等

毎年1月1日に勤務成績に応じて昇給します。

Working conditions, etc.

採用試験概要
Outline of recruitment test

勤
務
条
件
等
・
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要
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・
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勤務時間 原則として、１日７時間45分（週38時間45分）

○土曜日・日曜日(完全週休二日制）　○祝日　
○年末年始(１２月２９日～１月３日）ただし、業務の特殊性により、休日に業務を行う機関や部署があります。

休　日

年次有給休暇（年間２０日付与）、特別休暇（結婚休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、忌引）等。

原則として同一大学内での異動となります。

給与 基本給は、各機関の規程により定められます。

手当

昇給

通勤手当、住居手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等。

基本的な昇進ポストは、概ね下記のように区分されています。
採用当初は係員として勤務し、その後の勤務成績等により上位のポストに昇進します。

研究系技術職員の昇進ポストの一例です。各機関の選考基準により昇進します。
ただし、各機関によってポスト名、昇進方法は異なります。

係員 主任 部長 理事・局長係長
（38歳前後）

課長補佐
（45歳前後）

課長
（室長・事務長）

技術職員 技術専門
職員

技術専門員

休暇等

事務系職員及び施設系技術職員

事務職員・施設系
技術職員の昇進

研究系技術職員の昇進

研究系技術職員

他の国立大学法人等への異動

文部科学省での勤務

専門部署での採用となるため、異動の有無はその部署の事情によって異なります。

九州地区内の他機関との人事交流も行われています。

文部科学省が実施する行政実務研修等に参加し、研修生として勤務するチャンスがあります。

文部科学省共済組合に加入します。健康保険・年金等

共済事業

職員厚生

体育施設・図書館

共済事業には、各種貸付・融資・積立・保険制度の他、全国の国家公務員共済組合施設・
提携施設も利用できます。

健康診断や人間ドッグの実施、映画・展覧会等のチケットの割引サービスがあります。

各機関にある体育館、テニスコート、野球場、図書館等を昼休み・勤務時間終了後・休日等に利用することができます。

宿舎 単身者用・世帯用の住宅を設置している機関もあります。

採用までのプロセス
職員の採用は、以下のような流れで行われます。
※令和2年5月1日時点で採用予定のない試験区分については試験を実施しません。

※第一次試験の合格者は、「第一次試験合格者名簿」に登載され、第一次試験合格発表日から翌年度の合格発表日の
前日まで保管します。各国立大学法人等は、欠員が生じた場合にその都度この名簿に基づき第二次試験を実施します。

※業務説明会は、第一次試験合格発表日の翌日から一週間程度の間に実施する機関が多数を占めます。
　予約が必要な機関もありますので、採用試験事務室webサイトをよく確認するようにしてください。

　採用予定数、説明会案内等の最新情報を掲載していますのでぜひご覧ください。
　https://www-shiken.jimu.kyushu-u.ac.jp/

九州地区国立大学法人等職員採用試験事務室Webサイト

事　務 図　書

受験申込（５月13日10時～５月27日17時）
インターネット上で申込受付

受験票の発行

第一次試験合格発表（７月２2日）

業務説明会（各国立大学法人等機関）

第一次試験（７月5日）

電気/機械/土木/建築/化学/物理/電子・情報/
資源工学/農学/林学/生物・生命科学

教養試験（出題数４０題　１２０分）

第二次試験
面接等 図書系専門試験・面接等 専門的知識の考査及び面接等

最終合格（内定）

九州 大学職員

労働時間・休暇

給与・諸手当

人事異動

福利・厚生

昇進

勤務条件等

毎年1月1日に勤務成績に応じて昇給します。

Working conditions, etc.

採用試験概要
Outline of recruitment test
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機関紹介
Agency referral

九州地区には、11大学、9高専、5青少年施設及び九州国立博物館の26機関が設置されています。

　かつて、遥かなる大海原を越えて、人や物そして文化が行き交い出会った地、長崎。
　今なお異国の香り漂うこの街に、出島を介した『勉学の地』としての誇りと『進取の精神』を受け継ぐ長崎大学があります。
　本学は、世界、アジア、日本にとって無くてはならない存在として、地域社会や国際社会への貢献を果たすためのさまざま
な工夫や努力を行っているところです。これを支えているのは、スタッフの知恵と熱と汗。本学はこれらを発揮できる多くの
フィールドと環境を用意しています。
　見せてください、あなたの力こぶ。

国立大学法人

福岡教育大学

国立大学法人

九州大学

国立大学法人

九州工業大学

国立大学法人

佐賀大学

国立大学法人

長崎大学
人事課人事企画班
〒852-8521 長崎市文教町１番14号
TEL.095-819-2032
http://www.nagasaki-u.ac.jp

　佐賀大学は、地域のニーズをとらえながら、教育・研究はもとより、産学官の連携強化、地域医療への更なる貢献、国際交
流の進展に日々励んでおり、「芸術的感性豊かな、多様性に富む『グローバルな視野を持つ地（知）の拠点』」を目指し、教職
員一同、全力を尽くしております。
　２０１９年度には学部及び大学院の改組を実施し、同年度後学期からは生涯学習に対する社会及び市民の多様なニー
ズに応えるため、本学としては初の試みとなる「公開講座」の一種として正規授業科目の一部を開放する「授業開放」を実施
する等、たゆまぬ変革と挑戦を続けており、それを推し進めているのは、私たちスタッフの意欲と熱意です。
　佐賀大学には、あなたが求める「やりがい」があります。

総務部人事課
〒840-8502 佐賀市本庄町１番地
TEL.0952-28-8123
http://www.saga-u.ac.jp/

　本学は、開学以来「技術に堪能（かんのう）なる士君子」の養成を基本理念として、100年余にわたって、新しい技術や産
業を創成し、グローバル・エンジニアを輩出することで、我が国の産業界に貢献する研究成果を挙げてきました。複雑・多様
化する課題を解決し、我が国と世界に貢献することが本学の使命です。国際社会で通用するエリート教育や、海外拠点に
おける教育研究の推進を強いリーダーシップの下で迅速に進め、個性豊かな工学系大学を目指しています。
　社会環境が大きく変化する中で、共に魅力ある大学を創りあげるために、改革心、向上心あふれる方をお待ちしています。

人事課人事給与係
〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町１-１
TEL.093-884-3009
http://www.kyutech.ac.jp/

　本学は創設から一世紀を経て、一層の飛躍を遂げるべく、自律的に改革を続け、教育の質を国際的に保証するととも
に、常に未来の課題に挑戦する活力に満ちた最高水準の研究教育拠点となることを基本理念とし、その実現に向けて行
動しています。
　「九大百年、躍進百大」。九州大学がどの分野においても世界のトップ百大学に躍進すべく、これからの百年の発展に向
け、一丸となって情熱を傾けられる若い力を待っています。

人事部人事企画課人事計画係
〒819-0395　福岡市西区元岡７４４
TEL.092-802-2234
http://www.kyushu-u.ac.jp

　先生になりたい！　その思いを胸に福岡教育大学へ入学し、日々夢に向かって自分を磨き続けている福教大生。「教員」
という目標は同じでも、部活動を通じた仲間づくりや感動体験、地域小学校での学習支援ボランティア活動、ときには海外
インターンシップ研修制度を使って未知の世界に飛び出すことも。知りたい！経験したい！という自由な好奇心、自己成長
への強い向上心を福岡教育大学は全力で応援します。
　日本の将来を担う子供たちを育んでいく教員の使命や役割はますます重要です。私たちと共に「未来の教員をつくる」や
りがいのある仕事にチャレンジしませんか。

人事企画課（人事・給与グループ）
〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町１番１号
TEL.0940-35-1545
http://www.fukuoka-edu.ac.jp

問
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先
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先
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先
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　琉球大学は、「地域特性と国際性を併せ持ち、世界水準の教育研究を創造する大学」をメイン・イメージとして掲げてお
り、教育研究の戦略的な推進と特色ある大学づくりに教職員が一丸となって取り組んでいます。
　また、本学は、これからも地域と協働して教育研究を展開し、意欲と自己実現力を有し、国際社会に通用する人材を育
成することをめざしています。
　灼熱の太陽の下、ここ沖縄で貴方の熱い情熱を注いでみませんか。

総務部人事企画課任用係
〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
TEL. 098-895-8023
http://www.u-ryukyu.ac.jp

　本学は、大隅半島のほぼ中央に位置し、昭和56年（1981年）10月に開学した全国の国立大学法人で唯一の４年制体
育大学です。緑豊かな広大なキャンパスに充実した体育施設や各種設備が整備され、教職員は、科学的な基礎知識と幅
広い応用能力及び優れた実技指導能力をもった人材の育成に一丸となって取り組んでおります。
　キャンパス内では教職員、学生を問わず、「おはようございます。」「こんにちは。」と爽やかな挨拶が交わされています。
　あなたもこのような環境の中で特色のある大学づくりを目指して一緒に働いてみませんか。

総務課人事係
〒891-2393 鹿屋市白水町１番地
TEL. 0994-46-4824
http://www.nifs-k.ac.jp

　鹿児島大学は、日本列島の南に位置し、アジアの諸地域に開かれ、海と火山と島々からなる豊かな自然環境に恵まれた
地にあり、我が国の変革と近代化を推進する過程で多くの困難に果敢に挑戦する人材を育成してきました。このような地理
的特性と教育的伝統を踏まえ、鹿児島大学は、学問の自由と多様性を堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、地域
とともに社会の発展に貢献する総合大学をめざします。
　特色ある大学作りのために、あなたの新しい感覚と溢れる才能を求めます。

総務部人事課任用・審査係
〒890-8580 鹿児島市郡元1丁目21番24号
TEL. 099-285-7060
http://www.kagoshima-u.ac.jp/

　【世界を視野に、地域から始めよう】 をスローガンに、宮崎大学では高校生の看護体験、JICAやNPOと連携したインドの
地下水汚染対策事業、また、平成３０年４月に霧島連山の硫黄山が２５０年ぶりに噴火した後、河川が白濁、酸性化し環境
基準値を超える有害物質が検出されたことから、宮崎県等との連携及び全学的に調査・対策支援を行うためのチームを設
置するなど、教育・研究・医療を活用した幅広い社会貢献を行っています。
　職員は学生や教員のサポート役だけではなく、大学PRのために教職員が学生とともに地域のイベントにも参加するなど、
積極的、主体的に活動しています。 
　情熱と旺盛な好奇心、柔軟な発想を持つあなたの力を、この元気で活力あふれる宮崎大学で発揮してみませんか。

企画総務部人事課人事係
〒889-2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地
TEL. 0985-58-7109
http://www.miyazaki-u.ac.jp/

　大分大学の合言葉は『大学を元気に、教職員にはやりがいを、学生には付加価値を！』
　教職員一同その合言葉を胸に、取り組むべき課題と方針を『教育』『研究』『医療』『地域連携・国際交流』『経営』に分け
て、地域における『知の拠点』としての大学づくりを、教職員一丸となって日々取り組んでいます。

　私たちは待っています。　大分大学の未来を切り拓くあなたを。

総務部人事課人事管理グループ
〒870-1192　大分市大字旦野原700番地
TEL. 097-554-7408
http://www.oita-u.ac.jp

問
合
せ
先

　熊本大学は、我が国有数の長い歴史と伝統を持ち、総合大学として世界を先導する教育研究を行い、その成果を社会
に還元し文化、科学技術、医療、教育などの発展に貢献しています。 
    事務組織においても、『創造する森、挑戦する炎』のコミュニケーションワードのもと、職員が大学職員としての誇りと責任
を持って活動しています。
　熊本大学であなたの力を試してみませんか。そして、これからの熊本大学を一緒に作っていきませんか。

総務部人事課人事企画担当
〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
TEL. 096-342-3137
http://www.kumamoto-u.ac.jp/
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機関紹介
Agency referral

九州地区には、11大学、9高専、5青少年施設及び九州国立博物館の26機関が設置されています。

　かつて、遥かなる大海原を越えて、人や物そして文化が行き交い出会った地、長崎。
　今なお異国の香り漂うこの街に、出島を介した『勉学の地』としての誇りと『進取の精神』を受け継ぐ長崎大学があります。
　本学は、世界、アジア、日本にとって無くてはならない存在として、地域社会や国際社会への貢献を果たすためのさまざま
な工夫や努力を行っているところです。これを支えているのは、スタッフの知恵と熱と汗。本学はこれらを発揮できる多くの
フィールドと環境を用意しています。
　見せてください、あなたの力こぶ。

国立大学法人

福岡教育大学

国立大学法人

九州大学

国立大学法人

九州工業大学

国立大学法人

佐賀大学

国立大学法人

長崎大学
人事課人事企画班
〒852-8521 長崎市文教町１番14号
TEL.095-819-2032
http://www.nagasaki-u.ac.jp

　佐賀大学は、地域のニーズをとらえながら、教育・研究はもとより、産学官の連携強化、地域医療への更なる貢献、国際交
流の進展に日々励んでおり、「芸術的感性豊かな、多様性に富む『グローバルな視野を持つ地（知）の拠点』」を目指し、教職
員一同、全力を尽くしております。
　２０１９年度には学部及び大学院の改組を実施し、同年度後学期からは生涯学習に対する社会及び市民の多様なニー
ズに応えるため、本学としては初の試みとなる「公開講座」の一種として正規授業科目の一部を開放する「授業開放」を実施
する等、たゆまぬ変革と挑戦を続けており、それを推し進めているのは、私たちスタッフの意欲と熱意です。
　佐賀大学には、あなたが求める「やりがい」があります。

総務部人事課
〒840-8502 佐賀市本庄町１番地
TEL.0952-28-8123
http://www.saga-u.ac.jp/

　本学は、開学以来「技術に堪能（かんのう）なる士君子」の養成を基本理念として、100年余にわたって、新しい技術や産
業を創成し、グローバル・エンジニアを輩出することで、我が国の産業界に貢献する研究成果を挙げてきました。複雑・多様
化する課題を解決し、我が国と世界に貢献することが本学の使命です。国際社会で通用するエリート教育や、海外拠点に
おける教育研究の推進を強いリーダーシップの下で迅速に進め、個性豊かな工学系大学を目指しています。
　社会環境が大きく変化する中で、共に魅力ある大学を創りあげるために、改革心、向上心あふれる方をお待ちしています。

人事課人事給与係
〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町１-１
TEL.093-884-3009
http://www.kyutech.ac.jp/

　本学は創設から一世紀を経て、一層の飛躍を遂げるべく、自律的に改革を続け、教育の質を国際的に保証するととも
に、常に未来の課題に挑戦する活力に満ちた最高水準の研究教育拠点となることを基本理念とし、その実現に向けて行
動しています。
　「九大百年、躍進百大」。九州大学がどの分野においても世界のトップ百大学に躍進すべく、これからの百年の発展に向
け、一丸となって情熱を傾けられる若い力を待っています。

人事部人事企画課人事計画係
〒819-0395　福岡市西区元岡７４４
TEL.092-802-2234
http://www.kyushu-u.ac.jp

　先生になりたい！　その思いを胸に福岡教育大学へ入学し、日々夢に向かって自分を磨き続けている福教大生。「教員」
という目標は同じでも、部活動を通じた仲間づくりや感動体験、地域小学校での学習支援ボランティア活動、ときには海外
インターンシップ研修制度を使って未知の世界に飛び出すことも。知りたい！経験したい！という自由な好奇心、自己成長
への強い向上心を福岡教育大学は全力で応援します。
　日本の将来を担う子供たちを育んでいく教員の使命や役割はますます重要です。私たちと共に「未来の教員をつくる」や
りがいのある仕事にチャレンジしませんか。

人事企画課（人事・給与グループ）
〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町１番１号
TEL.0940-35-1545
http://www.fukuoka-edu.ac.jp
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　琉球大学は、「地域特性と国際性を併せ持ち、世界水準の教育研究を創造する大学」をメイン・イメージとして掲げてお
り、教育研究の戦略的な推進と特色ある大学づくりに教職員が一丸となって取り組んでいます。
　また、本学は、これからも地域と協働して教育研究を展開し、意欲と自己実現力を有し、国際社会に通用する人材を育
成することをめざしています。
　灼熱の太陽の下、ここ沖縄で貴方の熱い情熱を注いでみませんか。

総務部人事企画課任用係
〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
TEL. 098-895-8023
http://www.u-ryukyu.ac.jp

　本学は、大隅半島のほぼ中央に位置し、昭和56年（1981年）10月に開学した全国の国立大学法人で唯一の４年制体
育大学です。緑豊かな広大なキャンパスに充実した体育施設や各種設備が整備され、教職員は、科学的な基礎知識と幅
広い応用能力及び優れた実技指導能力をもった人材の育成に一丸となって取り組んでおります。
　キャンパス内では教職員、学生を問わず、「おはようございます。」「こんにちは。」と爽やかな挨拶が交わされています。
　あなたもこのような環境の中で特色のある大学づくりを目指して一緒に働いてみませんか。

総務課人事係
〒891-2393 鹿屋市白水町１番地
TEL. 0994-46-4824
http://www.nifs-k.ac.jp

　鹿児島大学は、日本列島の南に位置し、アジアの諸地域に開かれ、海と火山と島々からなる豊かな自然環境に恵まれた
地にあり、我が国の変革と近代化を推進する過程で多くの困難に果敢に挑戦する人材を育成してきました。このような地理
的特性と教育的伝統を踏まえ、鹿児島大学は、学問の自由と多様性を堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、地域
とともに社会の発展に貢献する総合大学をめざします。
　特色ある大学作りのために、あなたの新しい感覚と溢れる才能を求めます。

総務部人事課任用・審査係
〒890-8580 鹿児島市郡元1丁目21番24号
TEL. 099-285-7060
http://www.kagoshima-u.ac.jp/

　【世界を視野に、地域から始めよう】 をスローガンに、宮崎大学では高校生の看護体験、JICAやNPOと連携したインドの
地下水汚染対策事業、また、平成３０年４月に霧島連山の硫黄山が２５０年ぶりに噴火した後、河川が白濁、酸性化し環境
基準値を超える有害物質が検出されたことから、宮崎県等との連携及び全学的に調査・対策支援を行うためのチームを設
置するなど、教育・研究・医療を活用した幅広い社会貢献を行っています。
　職員は学生や教員のサポート役だけではなく、大学PRのために教職員が学生とともに地域のイベントにも参加するなど、
積極的、主体的に活動しています。 
　情熱と旺盛な好奇心、柔軟な発想を持つあなたの力を、この元気で活力あふれる宮崎大学で発揮してみませんか。

企画総務部人事課人事係
〒889-2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地
TEL. 0985-58-7109
http://www.miyazaki-u.ac.jp/

　大分大学の合言葉は『大学を元気に、教職員にはやりがいを、学生には付加価値を！』
　教職員一同その合言葉を胸に、取り組むべき課題と方針を『教育』『研究』『医療』『地域連携・国際交流』『経営』に分け
て、地域における『知の拠点』としての大学づくりを、教職員一丸となって日々取り組んでいます。

　私たちは待っています。　大分大学の未来を切り拓くあなたを。

総務部人事課人事管理グループ
〒870-1192　大分市大字旦野原700番地
TEL. 097-554-7408
http://www.oita-u.ac.jp
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　熊本大学は、我が国有数の長い歴史と伝統を持ち、総合大学として世界を先導する教育研究を行い、その成果を社会
に還元し文化、科学技術、医療、教育などの発展に貢献しています。 
    事務組織においても、『創造する森、挑戦する炎』のコミュニケーションワードのもと、職員が大学職員としての誇りと責任
を持って活動しています。
　熊本大学であなたの力を試してみませんか。そして、これからの熊本大学を一緒に作っていきませんか。

総務部人事課人事企画担当
〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
TEL. 096-342-3137
http://www.kumamoto-u.ac.jp/
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機関紹介
Agency referral

　本校は、平成21年10月１日に熊本電波高専と八代高専が高度化再編し、『熊本高専』として誕生しました。歴史と実績
のあった両校の特性を活かし、２つのキャンパスを持つ最先端技術に対応した本校は、学生の教育支援、教育方法の開
発を促進し、国際交流、地域社会との連携等を更に強化するために、教職員一丸となって取り組んでいます。
　本校のキャッチフレーズ「夢に翔ける熊本高専」のもと、私たちと一緒に熊本高専の未来を築いていきましょう！

独立行政法人国立高等専門学校機構

久留米工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

有明工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

北九州工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

佐世保工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

熊本高等専門学校
総務課人事労務係
〒866-8501 熊本県八代市平山新町2627
TEL. 0965-53-1212
http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

　本校は、東に日本一のウォーターフロントリゾート「ハウステンボス」があり、西に風光明美な「九十九島」を望む、佐世保に
位置しています。
　職場は、教職員一同、和気あいあいと「アットホーム」な感覚で仕事をしており、また、休日や昼休みには、スポーツ施設
（野球場、体育館、テニスコート、ゴルフ練習場）が利用でき、とても楽しい職場です。
　若い諸君と一緒に「進化する佐世保高専」を築いていきましょう！

総務課人事係
〒857-1193 長崎県佐世保市沖新町１番１号
TEL. 0956-34-8407
http://www.sasebo.ac.jp

　“広いキャンパス”『九州の玄関』北九州市の中心、小倉駅から２０分足らずにもかかわらず、みどり豊かで静かな環境の
中に位置する【 都市型高専 】が北九州高専です。学生数1,100余名を抱え、教職員が一丸となって明るい未来を創造する
開拓型エンジニアの育成に全力を尽くしています。
　近年は、留学生の受入れや近隣諸国との技術協力など国際化に向けて取り組んでいます。
　本校は若い貴方の力を求めています！貴方の青春を賭けてみませんか！

総務課人事係
〒802-0985 北九州市小倉南区志井5丁目20番1号
TEL. 093-964-7211
http://www.kct.ac.jp/

　本校は、福岡県南部の大牟田市に位置し、近くに三池山、小岱山の四季、遠くに有明海を隔てて雲仙・島原半島まで一
望できる恵まれた教育環境にある高等教育機関です。平成28年度からは、これまでの5学科体制を「創造工学科」の1学
科体制へと再編し、多様な知識と実践的技術力、豊かな人間性とグローバル化への対応力を兼ね備えた若手技術者を育
成するため、教職員一丸となって努力してまいります。
　「花咲く技術を -Here are lights-」のキャッチコピーのもと、地域社会の発展に寄与し、産学連携や国際交流などにおい
ても更なる飛躍を目指す本校では、柔軟な発想を持つ意欲的な若い人材を求めています。

総務課人事労務係
〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町150番地
TEL. 0944-53-8612
http://www.ariake-nct.ac.jp/

　九州の東西南北を結ぶ交通の要所久留米市の中、西鉄久留米駅、ＪＲ久留米駅の両方に近い場所に位置し、九州一
の大河・筑後川を間近に臨む恵まれた自然環境の中で、「自立の精神と創造性に富み、広い視野と豊かな心を兼ね備え
た、社会に貢献できる技術者の育成」の教育理念のもと、未来を担う実践的技術者の育成に教職員が一丸となって努力し
ています。
　更なる発展のために、我 と々一緒に努力してくれる若い力を待っています。

総務課人事・労務係
〒830-8555 久留米市小森野１丁目１番１号
TEL. 0942-35-9305
http://www.kurume-nct.ac.jp/
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　本校は、平成14年10月に開学し、平成16年４月に第１期の入学生を受け入れた新しい高等教育機関で、平成21年度
に専攻科も設置されました。
　沖縄本島北部東海岸近くの海と山に囲まれた自然豊かな名護市辺野古に位置し、将来の工業界で活躍できる技術者
を育成するため、教職員が一丸となって、新しい学校づくりに励んでいます。
　夢と希望に満ちあふれたやる気のある若い人材をお待ちしています。

総務課人事係
〒905-2192 沖縄県名護市字辺野古905番地
TEL. 0980-55-4006
http://www.okinawa-ct.ac.jp/

　本校は鹿児島県のほぼ中央部、霧島市隼人町に位置し、南には錦江湾に浮かぶ桜島、北には霧島連山を望む風光明
媚な恵まれた自然環境のもと、学生数1、000余名を「豊かな未来を創造しうる開発型技術者」として育成するため、教職員
一丸となって全力を注いでいます。
　学生や地域とともに、仕事やスポーツでも活力溢れるこの鹿児島高専で一緒に頑張りましょう。あなたのチャレンジを
待っています。

総務課人事係
〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460番1号
TEL. 0995-42-9005
http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

　本校は、高千穂の峰を間近に仰ぐ景勝の地にあり、国道１０号線、高速道路、都城駅、商店街に近い場所に位置し、素
晴らしい自然と恵まれた教育環境にある高等教育機関です。
　本校は、優れた人格を備え国際社会に貢献できる創造性豊かな実践的技術者の育成を教育理念とし、教育内容の一
層の高度化、教育研究の活性化、地域との連携等を促進するために教職員一丸となって努力しています。
　柔軟かつ新鮮で大胆な発想を持つあなたの若い力を発揮してみませんか。

総務課人事係
〒885-8567 宮崎県都城市吉尾町473番地の1
TEL. 0986-47-1108
http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/

　本校は、市街地、由布岳、別府湾が一望できる大分市東部の高台に位置し、「人間性に溢れ国際感覚を備え、探求心、
創造性、表現能力を有する技術者の養成」を教育目的とし、将来の工業界を担う学生に対して、教員及び事務・技術職員
が情熱を持って教育指導に当たっています。
　あなたの若さあふれるフレッシュな力を、大分高専で活かしてください。

総務課人事係
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
TEL. 097-552-6079
http://www.oita-ct.ac.jp/
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独立行政法人国立高等専門学校機構

大分工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

都城工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

鹿児島工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

沖縄工業高等専門学校

国立高等専門学校
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機関紹介
Agency referral

　本校は、平成21年10月１日に熊本電波高専と八代高専が高度化再編し、『熊本高専』として誕生しました。歴史と実績
のあった両校の特性を活かし、２つのキャンパスを持つ最先端技術に対応した本校は、学生の教育支援、教育方法の開
発を促進し、国際交流、地域社会との連携等を更に強化するために、教職員一丸となって取り組んでいます。
　本校のキャッチフレーズ「夢に翔ける熊本高専」のもと、私たちと一緒に熊本高専の未来を築いていきましょう！

独立行政法人国立高等専門学校機構

久留米工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

有明工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

北九州工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

佐世保工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

熊本高等専門学校
総務課人事労務係
〒866-8501 熊本県八代市平山新町2627
TEL. 0965-53-1212
http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

　本校は、東に日本一のウォーターフロントリゾート「ハウステンボス」があり、西に風光明美な「九十九島」を望む、佐世保に
位置しています。
　職場は、教職員一同、和気あいあいと「アットホーム」な感覚で仕事をしており、また、休日や昼休みには、スポーツ施設
（野球場、体育館、テニスコート、ゴルフ練習場）が利用でき、とても楽しい職場です。
　若い諸君と一緒に「進化する佐世保高専」を築いていきましょう！

総務課人事係
〒857-1193 長崎県佐世保市沖新町１番１号
TEL. 0956-34-8407
http://www.sasebo.ac.jp

　“広いキャンパス”『九州の玄関』北九州市の中心、小倉駅から２０分足らずにもかかわらず、みどり豊かで静かな環境の
中に位置する【 都市型高専 】が北九州高専です。学生数1,100余名を抱え、教職員が一丸となって明るい未来を創造する
開拓型エンジニアの育成に全力を尽くしています。
　近年は、留学生の受入れや近隣諸国との技術協力など国際化に向けて取り組んでいます。
　本校は若い貴方の力を求めています！貴方の青春を賭けてみませんか！

総務課人事係
〒802-0985 北九州市小倉南区志井5丁目20番1号
TEL. 093-964-7211
http://www.kct.ac.jp/

　本校は、福岡県南部の大牟田市に位置し、近くに三池山、小岱山の四季、遠くに有明海を隔てて雲仙・島原半島まで一
望できる恵まれた教育環境にある高等教育機関です。平成28年度からは、これまでの5学科体制を「創造工学科」の1学
科体制へと再編し、多様な知識と実践的技術力、豊かな人間性とグローバル化への対応力を兼ね備えた若手技術者を育
成するため、教職員一丸となって努力してまいります。
　「花咲く技術を -Here are lights-」のキャッチコピーのもと、地域社会の発展に寄与し、産学連携や国際交流などにおい
ても更なる飛躍を目指す本校では、柔軟な発想を持つ意欲的な若い人材を求めています。

総務課人事労務係
〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町150番地
TEL. 0944-53-8612
http://www.ariake-nct.ac.jp/

　九州の東西南北を結ぶ交通の要所久留米市の中、西鉄久留米駅、ＪＲ久留米駅の両方に近い場所に位置し、九州一
の大河・筑後川を間近に臨む恵まれた自然環境の中で、「自立の精神と創造性に富み、広い視野と豊かな心を兼ね備え
た、社会に貢献できる技術者の育成」の教育理念のもと、未来を担う実践的技術者の育成に教職員が一丸となって努力し
ています。
　更なる発展のために、我 と々一緒に努力してくれる若い力を待っています。

総務課人事・労務係
〒830-8555 久留米市小森野１丁目１番１号
TEL. 0942-35-9305
http://www.kurume-nct.ac.jp/
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　本校は、平成14年10月に開学し、平成16年４月に第１期の入学生を受け入れた新しい高等教育機関で、平成21年度
に専攻科も設置されました。
　沖縄本島北部東海岸近くの海と山に囲まれた自然豊かな名護市辺野古に位置し、将来の工業界で活躍できる技術者
を育成するため、教職員が一丸となって、新しい学校づくりに励んでいます。
　夢と希望に満ちあふれたやる気のある若い人材をお待ちしています。

総務課人事係
〒905-2192 沖縄県名護市字辺野古905番地
TEL. 0980-55-4006
http://www.okinawa-ct.ac.jp/

　本校は鹿児島県のほぼ中央部、霧島市隼人町に位置し、南には錦江湾に浮かぶ桜島、北には霧島連山を望む風光明
媚な恵まれた自然環境のもと、学生数1、000余名を「豊かな未来を創造しうる開発型技術者」として育成するため、教職員
一丸となって全力を注いでいます。
　学生や地域とともに、仕事やスポーツでも活力溢れるこの鹿児島高専で一緒に頑張りましょう。あなたのチャレンジを
待っています。

総務課人事係
〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460番1号
TEL. 0995-42-9005
http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

　本校は、高千穂の峰を間近に仰ぐ景勝の地にあり、国道１０号線、高速道路、都城駅、商店街に近い場所に位置し、素
晴らしい自然と恵まれた教育環境にある高等教育機関です。
　本校は、優れた人格を備え国際社会に貢献できる創造性豊かな実践的技術者の育成を教育理念とし、教育内容の一
層の高度化、教育研究の活性化、地域との連携等を促進するために教職員一丸となって努力しています。
　柔軟かつ新鮮で大胆な発想を持つあなたの若い力を発揮してみませんか。

総務課人事係
〒885-8567 宮崎県都城市吉尾町473番地の1
TEL. 0986-47-1108
http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/

　本校は、市街地、由布岳、別府湾が一望できる大分市東部の高台に位置し、「人間性に溢れ国際感覚を備え、探求心、
創造性、表現能力を有する技術者の養成」を教育目的とし、将来の工業界を担う学生に対して、教員及び事務・技術職員
が情熱を持って教育指導に当たっています。
　あなたの若さあふれるフレッシュな力を、大分高専で活かしてください。

総務課人事係
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
TEL. 097-552-6079
http://www.oita-ct.ac.jp/
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独立行政法人国立高等専門学校機構

大分工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

都城工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

鹿児島工業高等専門学校

独立行政法人国立高等専門学校機構

沖縄工業高等専門学校

国立高等専門学校
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機関紹介
Agency referral

　国立大隅青少年自然の家（愛称おおすみくん家）は、大隅半島のほぼ中央、眼下に錦江湾・開聞岳を望む高隈山系の
山裾に位置しており、大自然の中で集団宿泊生活を通じて、家庭や学校では得難い自然体験をするための青少年教育施
設です。子供から高齢者まで幅広い年齢層の利用者に、自然体験活動を満喫していただいています。
　海と山の活動エリアをもつ大隅青少年自然の家のスタッフとして日々の業務に携わってみませんか。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立阿蘇青少年交流の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立沖縄青少年交流の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立夜須高原青少年自然の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立諫早青少年自然の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立大隅青少年自然の家
総務係
〒891-2396 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩
TEL. 0994-46-2222
https://osumi.niye.go.jp/

　国立諫早青少年自然の家は、長崎県と佐賀県にまたがる多良山系の南端、五家原岳中腹の白木峰高原に位置し、有
明海、大村湾、橘湾の３つの海と、諫早干拓地や雲仙岳が眺望できる景観の地にあります。天然記念物の動植物が生息、
自生する自然豊かな環境の中にあり、多様な自然体験活動を行うのに相応しい場所であることから、様 な々先導的、モデル
的なプログラムを開発し多くの利用者に提供するなど、地域における青少年教育の拠点施設として大きな役割を果たして
います。

事業支援室総務係
〒859-0307 長崎県諌早市白木峰町1109番1号
TEL. 0957-25-9116
http://isahaya.niye.go.jp/

　当青少年自然の家は、福岡県の中央部あたりに位置しており、北に三郡山地、西に背振山を控え、また南には筑紫平野
を望む標高約400ｍの夜須高原にあります。
　夜須高原の豊かな自然の中で、青少年団体を中心とした多くの方々を受け入れ、また「体験活動を通した青少年の自
立」をテーマにした教育事業を実施し、自然に親しみながら主体性に満ちた健全な青少年の育成を行うことを目的として
いる青少年教育施設です。

総務係
〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103番地
TEL. 0946-42-5814
http://yasu.niye.go.jp/

　国立沖縄青少年交流の家は、昭和４７年の沖縄祖国復帰を記念し平和利用のシンボルとして青少年健全育成のため、
渡嘉敷島に設置されました。渡嘉敷島は世界有数の透明度を誇る美しい海に囲まれ、サンゴ礁の海としてラムサール条約
に登録されています。また、平成２６年３月には、渡嘉敷島を含めた慶良間諸島が国立公園に指定されました。この広大な
自然の中で、体験活動、交流活動を通した学び合いの場を提供し、青少年の活動支援を行っています。
　恵まれた職場環境の中で青少年教育の現場を経験してみませんか。　「やる気」あるあなたを、マリンブルー常夏四季
（とかしき）国立沖縄青少年交流の家職員一同お待ちしています。

事業支援室総務係
〒901-3595 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷2760番地
TEL. 098-987-2306
http://okinawa.niye.go.jp/

　国立阿蘇青少年交流の家は、大自然の中での野外活動や集団宿泊生活などの体験活動を通して、心豊かなたくましい
青少年の育成を支援しています。施設の利用者は多様で、学校団体をはじめとした青少年だけでなく、一般企業、スポー
ツ・サークル活動の団体やファミリーでの利用も多く、生涯学習の場としても、九州各県を中心に広く親しまれています。ま
た、世界に誇るカルデラに広がる千年の大草原の中、地域の特色を活かした教育事業も開催しています。
　この職場では青少年教育施設での業務を通して、机上だけではない様々な体験活動が待っています。阿蘇の大自然で
働いて、スケールの大きな人間を目指してください。

事業支援室総務系担当
〒869-2692 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029番1号
TEL. 0967-22-0834
http://aso.niye.go.jp/
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　九州国立博物館は、「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」をコンセプトとして平成17年に太宰府の地に開館
し、令和2年10月に開館15周年を迎えます。東京・京都・奈良といった他の国立博物館等を運営する、国立文化財機構に所
属する施設の一つです。
　文化交流展（平常展）・年数回開催する特別展に加えて、無料の体験型展示室「あじっぱ」をはじめとした教育普及活動、
海外の博物館との交流推進、文化財の収集・保存・修復を行いながら、市民と共に、そして市民社会と共生・協働していく博
物館を目指しています。　
　職員は、一般職(事務職)が10名程度、研究職が20名程度おり、また、福岡県との共同運営を行っていることから、全体で
は50名程度の体制（非常勤職員等除く）で、日々博物館の運営を行っています。

総務課総務係
〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号
TEL. 092-918-2807（代表）
https://www.kyuhaku.jp/

問
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先

独立行政法人国立文化財機構

九州国立博物館

国立青少年交流の家・自然の家 国立博物館

Fukuoka

Saga

Nagasaki
Kumamoto

Oita

Miyazaki

Kagoshima

Okinawa

九州大学

九州国立博物館

福岡教育大学 九州工業大学

北九州工業高等専門学校

夜須高原青少年自然の家

久留米工業高等専門学校

有明工業高等専門学校

佐賀大学

佐世保工業高等専門学校

長崎大学

諫早青少年自然の家

大分工業高等専門学校

阿蘇青少年交流の家

大分大学

熊本高等専門学校

熊本大学

都城工業高等専門学校

鹿児島工業高等専門学校

宮崎大学

鹿児島大学

大隅青少年自然の家

鹿屋体育大学

国立大学法人
国立高等専門学校
国立青少年交流の家・自然の家
国立文化財機構

沖縄工業
高等専門学校

琉球大学

沖縄青少年
交流の家
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機関紹介
Agency referral

　国立大隅青少年自然の家（愛称おおすみくん家）は、大隅半島のほぼ中央、眼下に錦江湾・開聞岳を望む高隈山系の
山裾に位置しており、大自然の中で集団宿泊生活を通じて、家庭や学校では得難い自然体験をするための青少年教育施
設です。子供から高齢者まで幅広い年齢層の利用者に、自然体験活動を満喫していただいています。
　海と山の活動エリアをもつ大隅青少年自然の家のスタッフとして日々の業務に携わってみませんか。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立阿蘇青少年交流の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立沖縄青少年交流の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立夜須高原青少年自然の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立諫早青少年自然の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立大隅青少年自然の家
総務係
〒891-2396 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩
TEL. 0994-46-2222
https://osumi.niye.go.jp/

　国立諫早青少年自然の家は、長崎県と佐賀県にまたがる多良山系の南端、五家原岳中腹の白木峰高原に位置し、有
明海、大村湾、橘湾の３つの海と、諫早干拓地や雲仙岳が眺望できる景観の地にあります。天然記念物の動植物が生息、
自生する自然豊かな環境の中にあり、多様な自然体験活動を行うのに相応しい場所であることから、様 な々先導的、モデル
的なプログラムを開発し多くの利用者に提供するなど、地域における青少年教育の拠点施設として大きな役割を果たして
います。

事業支援室総務係
〒859-0307 長崎県諌早市白木峰町1109番1号
TEL. 0957-25-9116
http://isahaya.niye.go.jp/

　当青少年自然の家は、福岡県の中央部あたりに位置しており、北に三郡山地、西に背振山を控え、また南には筑紫平野
を望む標高約400ｍの夜須高原にあります。
　夜須高原の豊かな自然の中で、青少年団体を中心とした多くの方々を受け入れ、また「体験活動を通した青少年の自
立」をテーマにした教育事業を実施し、自然に親しみながら主体性に満ちた健全な青少年の育成を行うことを目的として
いる青少年教育施設です。

総務係
〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103番地
TEL. 0946-42-5814
http://yasu.niye.go.jp/

　国立沖縄青少年交流の家は、昭和４７年の沖縄祖国復帰を記念し平和利用のシンボルとして青少年健全育成のため、
渡嘉敷島に設置されました。渡嘉敷島は世界有数の透明度を誇る美しい海に囲まれ、サンゴ礁の海としてラムサール条約
に登録されています。また、平成２６年３月には、渡嘉敷島を含めた慶良間諸島が国立公園に指定されました。この広大な
自然の中で、体験活動、交流活動を通した学び合いの場を提供し、青少年の活動支援を行っています。
　恵まれた職場環境の中で青少年教育の現場を経験してみませんか。　「やる気」あるあなたを、マリンブルー常夏四季
（とかしき）国立沖縄青少年交流の家職員一同お待ちしています。

事業支援室総務係
〒901-3595 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷2760番地
TEL. 098-987-2306
http://okinawa.niye.go.jp/

　国立阿蘇青少年交流の家は、大自然の中での野外活動や集団宿泊生活などの体験活動を通して、心豊かなたくましい
青少年の育成を支援しています。施設の利用者は多様で、学校団体をはじめとした青少年だけでなく、一般企業、スポー
ツ・サークル活動の団体やファミリーでの利用も多く、生涯学習の場としても、九州各県を中心に広く親しまれています。ま
た、世界に誇るカルデラに広がる千年の大草原の中、地域の特色を活かした教育事業も開催しています。
　この職場では青少年教育施設での業務を通して、机上だけではない様々な体験活動が待っています。阿蘇の大自然で
働いて、スケールの大きな人間を目指してください。

事業支援室総務系担当
〒869-2692 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029番1号
TEL. 0967-22-0834
http://aso.niye.go.jp/
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　九州国立博物館は、「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」をコンセプトとして平成17年に太宰府の地に開館
し、令和2年10月に開館15周年を迎えます。東京・京都・奈良といった他の国立博物館等を運営する、国立文化財機構に所
属する施設の一つです。
　文化交流展（平常展）・年数回開催する特別展に加えて、無料の体験型展示室「あじっぱ」をはじめとした教育普及活動、
海外の博物館との交流推進、文化財の収集・保存・修復を行いながら、市民と共に、そして市民社会と共生・協働していく博
物館を目指しています。　
　職員は、一般職(事務職)が10名程度、研究職が20名程度おり、また、福岡県との共同運営を行っていることから、全体で
は50名程度の体制（非常勤職員等除く）で、日々博物館の運営を行っています。

総務課総務係
〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号
TEL. 092-918-2807（代表）
https://www.kyuhaku.jp/
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独立行政法人国立文化財機構

九州国立博物館

国立青少年交流の家・自然の家 国立博物館
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