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業務を通じて、自分自身の知的探究心を満たし

1. 24 歳女性（総合職試験合格者）

つつ国政に貢献できるという点にも惹かれま
した。児童書を通じた国際理解にも関心があり、
国際子ども図書館で児童文学の翻訳に関する

1．学生時代の専攻・研究について

講演会に参加した際にも、国立国会図書館職員

英語学英米文学専修に所属しており、その中で

になりたいと改めて感じました。

も英文学を専攻していました。ゼミのない専修
ですが、英米の小説を原書で精読し、考察を発

4．就職活動の方針

表し議論を重ねて英文レポートを書くといっ

教員も依然として選択肢のひとつではありま

たゼミナール形式での授業が中心でした。修士

した。いくつかの自治体の求める教員像に共感

論文ではヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ

でき、そこの教員採用試験を受験しました。教

夫人』について論じています。また、教職課程

員採用試験は実施時期が比較的遅く、不安に思

も履修し、教育現場以外でも役に立つ知識と経

う時期もありましたが、志望理由を明確に述べ

験が身についたように思います。

られるところだけに絞るのが自分には向いて
いると思いました。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
学部生時代から家庭教師や塾講師のアルバイ

5．当館職員採用試験の試験対策

トに従事してきました。ただこちらから一方的

市販の問題集や概説書を用いて独力で対策を

に正答を示すのではなく、その生徒が自分自身

しました。二次試験の専門科目は文学を選択し

の力でつまずきのポイントに気づき、正答にた

ました。HP に掲載されている過去問をもとに、

どり着けるようにすることが大切だと感じま

自分の専門やそれに近い分野の主な文学作品

した。そしてそのために、まずは生徒の思考に

について復習しました。文学の論述問題や三次

寄り添うことを常に心がけました。また、短期

試験の小論文に関しては、文章展開の流れを頭

的な目標を設定し続けていくことで、それぞれ

の中でイメージして臨みました。試験対策をす

の生徒の最終的な目標達成を目指しました。

るにあたり、自分の能力や性格の傾向などを客

日々の学習の成果が具体的な結果となって現

観的に把握しておくと、戦略的に取り組みやす

れたときの喜びはひとしおです。生徒の学習の

いのではないかと思います。私の場合、弱点を

後押しを通じて、私自身も多くのことを学び、

克服することを意識しつつも、どちらかという

また学ぶ楽しさを感じることができました。

と強みを強化しようと心がけました。説明会で
お聞きした合格体験談も参考になりました。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
上で述べた経験から、元々は教員を志望してい

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

ました。他者の知的好奇心の追求を後押しでき

就職活動を通しての感想

るような仕事に携わりたいと思ったからです。

三次試験が特に印象に残っています。集団討論

しかし、目の前の生徒の目の前にいる期間だけ

は初めての経験で緊張もありましたが、同じグ

でなく、すべての国民のあらゆる時期における

ループの皆さんの能力の高さを目の当たりに

知の探求に携われるという点で、国立国会図書

して、皆さんと同僚として協力し、切磋琢磨し

館により魅力を感じるようになりました。調査

ながら働きたいと思いました。採用試験を通し
1

て、魅力的な職員の方々や受験生の皆さんとお

2. 28 歳男性（総合職試験合格者）

会いできたことで、国立国会図書館で働きたい
という思いがますます強まったように思いま
す。

1．学生時代の専攻・研究について
理系分野を専攻しており、細胞内のタンパク質

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

の挙動を解析するためのプローブ開発及び特

と・頑張りたいことなど今後の目標

殊な蛍光顕微鏡による観察に取り組みました。

入館後、まずはいただいた業務を一人前にこな

１分子レベルの非常に微細な世界を垣間見る

せるようになることを当面の目標としたいで

ことができ、大変刺激的な経験ができました。

す。国立国会図書館が機能するにあたり、司書・
調査員・参事のどれもがそれぞれ重要な役割を

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

果たしていて、どの業務でも国立国会図書館な

研究室に所属している期間で最も印象に残っ

らではの仕事ができるのではないかと思って

たのが、大韓民国内の研究室に３ヶ月間滞在し

います。中でも、国内外の図書館との連携を図

たことです。最初は失敗が続きましたが、滞在

ったり、国立国会図書館で保存されている資料

先の学生に英語で相談を重ね、研究を進める上

や情報の分類に携わったりして、国の機関や国

で必要な技術を習得することができました。現

民の皆さんが図書館サービスを利用するのに

在はこの技術を同僚や後輩も活用しており、研

よりよい環境を築いていけるような業務に関

究室の財産となっています。研究以外の面でも

わってみたいです。

現地の学生と様々な交流をすることができ、大
変有意義な経験になりました。

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ
のメッセージ

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

採用試験は、自己の内面や能力と向き合い、自

大学院に進学してから個人的な趣味として自

分の強みや課題点を客観的に見つめるよいき

らの先祖についての調査に取り組んでいまし

っかけだと思います。自分のなりたい姿をイメ

た。国立国会図書館に先祖の名前や顔写真が記

ージして、その姿に向かって自己研鑽すること

載されている文献があることを見つけて以来、

は、これからの人生において何らかの形で役に

関連する資料を調べることに夢中になりまし

立つのではないでしょうか。過去の採用統計を

た。元々研究を進める過程で必要になる文献調

見て、倍率に圧倒されて受験を迷っている人も

査に熱心に取り組んでいたこともあり、調査業

少なくないのではないかと思います。私も受験

務やレファレンスサービスを通した文献調査

前にはどうせ受からないんじゃないかと思う

支援に関心があったので、志望いたしました。

こともありました。それでも挑戦してみたから
こそ、こうして合格することができました。国

4．就職活動の方針

立国会図書館を受験される皆さんと職場でお

文献を用いて調査及び審査する職場や、専攻し

会いできるのを心待ちにしています。

てきた化学の知識を用いて検査する職場を見
つけて、公務員を中心に就職活動に取り組みま
した。博士課程まで進学していたため門戸が狭
2

いことも実感しましたが、説明会等に参加しな

な職務を経験しながら成長していけるように

がら自分自身が働いていることをイメージし

努力を重ねていきたいと思います。

やすい職場を探すことに努めました。
8．国立国会図書館の受験を検討している方へ
5．当館職員採用試験の試験対策

のメッセージ

教養試験については、市販されている公務員試

説明会に参加するだけではなく、実際に来館し

験対策問題集等を用いて典型的な出題形式に

てサービスを利用してみることをおすすめし

慣れることに努めました。専門試験では化学を

ます。職場の雰囲気をつかむだけではなく、自

選択したのですが、授業で用いた教科書類を見

分自身がやりたいことを明瞭にするきっかけ

返して、重要な知識等を一通り確認しました。

になると思います。採用試験の高い倍率を見て

面接シートについては、大学の就職活動担当者

不安になるかもしれませんが、十分に対策を立

に相談しながら完成させました。個別面接や集

てて取り組めば、それぞれにふさわしい道が開

団討論は予め経験する機会を持つことで、話し

けると信じています。

たいことを明瞭にするとともに過度の緊張を
避けられると思います。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・
就職活動を通しての感想
第３次試験の個人面接が非常に印象に残って
います。重厚な部屋で実施されることに加えて
大勢の面接官がいることに圧倒されそうにな
りましたが、いずれの方も親切にお話しして下
さり、こちらが話したいことをしっかり伝える
ことができたと思います。個別面接は一般的に
緊張するものですが、国立国会図書館の場合は
同時に職場の良い雰囲気を感じ取ることがで
き、ここで働いてみたいという意識を強めるこ
とにも繫がりました。
7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ
と・頑張りたいことなど今後の目標
重要な職務の一つである調査業務だけではな
く、文献調査を支援するレファレンスサービス
や資料のデジタル化にも関心があります。個人
的な調査のために探している資料が地方の図
書館にのみ収蔵されていることに不便さを感
じたこともあり、地方に収蔵されている重要な
文献を収集することにも興味があります。様々
3

5．当館職員採用試験の試験対策

3. 22 歳女性（総合職試験合格者）

公務員試験対策を行っている予備校を利用し、
勉強しました。専門試験については、内容面で
知識をつけることはもちろんですが、答案とし

1．学生時代の専攻・研究について

て書いたときにきちんと意味が伝わるように、

教育社会学を専攻しています。社会調査の手法

論理的になるようにすることを意識しました。

で研究を行うゼミに所属していて、学習支援を

私は文章を冗長に書く癖があるので、自分で実

行っている非営利組織にアンケート調査をと

際に答案を書いてみて、他の人に読んでもらう

ったり、高校にインタビュー調査に行ったりし

ことをしました。

て結果を分析しました。

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

就職活動を通しての感想

まちづくりを行う非営利組織で活動していた

採用試験については、一次試験会場で受験者の

ことです。人と人をつなぐ場づくりになるよう

人数の多さに圧倒されたことが印象に残って

な生涯学習の講座を企画・運営していました。

います。

地域の課題を考え、それをイベントという形で

就職活動は、期間が長くつらいと感じることも

解決するにはどのような工夫ができるか、どの

ありましたが、社会の仕組みを垣間見ることが

ようなイベントがふさわしいのかと、団体のメ

できる点は面白いと感じました。自分自身と社

ンバーと頭を悩ませた経験が、今ではいい思い

会について真剣に考えるきっかけとして、貴重

出になっています。

な経験をしたと思います。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
もともと、非営利組織で活動していた経験から、
自分は公共性の高い立場で働くことにやりが

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ
と・頑張りたいことなど今後の目標
様々な業務に携わって、まずは知識を身に着け

いを感じると思っていました。そこで、公務員

たいです。そしていずれは、国立国会図書館を

として働くことを念頭に就職活動をしました。

志望したきっかけである調査業務に携わりた

また、ゼミで社会調査をした経験から、調査を

いと思っています。

仕事にできる国立国会図書館を魅力に感じ、志

どんな仕事に対しても、謙虚に学びつづける姿

望しました。

勢を忘れずに頑張っていきたいです。

4．就職活動の方針

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

公共性が高い仕事につきたいと考えていたの

のメッセージ

で、自治体や、民間企業のうち公共性が高い仕

私は、就職活動中に一番緊張したのが国立国会

事を行っている会社を併願しました。

図書館の 3 次面接でした。しかし、その時、
「こ

また、就職した後も学び続けたいと思っていた

んなにも緊張するのはそれだけ志望度が高い

ので、業務を通じて学び続けられる仕事や、学

証なのだ」と思うことで落ち着くことができま

ぶことの好きな先輩がいる職場がいいなと思

した。就職活動中は不安や緊張を避けて通るの

っていました。

が難しいと思います。しかしそれは自分がそれ
4

だけ真剣に一生懸命に取り組んでいる証なの

4. 24 歳男性（一般職試験合格者）

だと、自信を持つことをおすすめしたいです。

1．学生時代の専攻・研究について
学部・修士とも、農学系の統計学を主として扱
う生物測定学研究室で、イネ科植物の出穂期
(穂の出る時期)を予測する生育モデルの高速
計算手法の開発と新規モデルの創出や予測性
能検討をテーマに研究しておりました。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
研究に関しては、幸い周囲の皆様のご協力もあ
って順調にテーマを進めることができ、修士二
年の春に農学系の所属学会から優秀発表賞を
頂戴したことが思い出深いです。研究以外に関
しては、生物系・医療系画像解析を扱う大学発
のベンチャー企業で研究開発を担当する機械
学習エンジニアの有給インターンを続けてお
り、自分が実装に深く関わった解析ソフトウェ
アを依頼主の企業に納入できたことが印象的
でした。独学のみでは厳しかったので、趣味と
演習を兼ねてプロコンやデータ分析のコンペ
に時々出ておりました。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
日本最大の情報集積拠点であり、あらゆる学問
領域・立場で研究を進める方々や、あらゆる党
派の議員の方々が自らの目的を達成するため
の情報提供と、こうした方々の成果を後世に確
実に残していくための資料保存に携わること
ができるところに強く魅力を感じたためです。
また幼時から文学作品をはじめ本が大好きで
したので、法定納本図書館であるこちらに奉職
することは中学生の頃からの将来の夢であり、
学生時代に色々なことに挑戦して経験を積ん
だ上でいずれ絶対に入館すると心に決めてい
たということもあります。
5

4．就職活動の方針

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

国立国会図書館以外の併願先については、自分

と・頑張りたいことなど今後の目標

で新しい技術やサービスを生み出す職業を目

多くの業務分野に関わって職務への理解を深

指すか、この国の技術水準をより高いものにす

めたいと思っておりますが、特にオープンデー

るべくサポートする職業を目指すか、という二

タの利活用を促進するような電子系業務と、理

軸を意識して検討しました。このため、民間に

系出身の背景を生かした立法調査業務に関心

関しては上述のインターン先も含めソフトウ

があります。情報通信技術や機械学習研究が高

ェアエンジニア職や研究開発職を中心に見て

い水準に達し、データの活用が盛んに唱えられ

おりました。公務員試験に関しては、工学区分

る現代こそ国会図書館の真価が発揮される時

で国家総合職試験を受験し、特許庁のみを官庁

代であると捉えております。問題解決に対して

訪問しておりました。

意欲ある議員の方々、研究者の方々、一般の
方々に対して、より目的に沿った情報を的確に

5．当館職員採用試験の試験対策

提供できるよう、仕事を選ばず精力的に取り組

比較的志望者の少ない理系の中で幾つかの分

んで参りたいです。

野に跨って研究実績や実務経験を積んでおけ
ば面接でどれかに注目して頂けるだろう、とい

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

う少し邪な考えもあり大学での活動自体も対

のメッセージ

策の一環でした。また、年齢基準を満たした大

国立国会図書館への就職を将来の夢としてい

学三年次に一旦受験して二次までの筆記試験

るまだ十代の方々を特に意識してのアドバイ

の対策をしたことで、今年度の対策の負担を軽

スですが、先入観を持たずに楽しんで色々なこ

減できた点は良かったのですが、今年もう少し

とに触れてみて下さい。たとえ寄り道をした先

勉強時間を確保できれば尚良かったとも思い

でより自分に適した職業を見つけたとしても、

ました。

培った幅広い知識・好奇心・視野はきっと今後
の楽しみを増やしてくれることと思います。も

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

しも大人になっても変わらずに同じ夢を目指

就職活動を通しての感想

し続けておられましたら、是非是非受験なさっ

まず総合職の二次筆記試験会場で工学・情報工

て下さい。一緒に働ける日を固く信じてお待ち

学受験者が少なかったことに驚きました。また、

しております。貴方が楽しい学生時代を過ごせ

二次の面接では過度の緊張でお話ししようと

るよう心から願っています。

考えていた内容の大部分を忘れてしまい、発表
日まで非常に悔いが残りましたが、大変有り難
いことに一般職で残して頂くことができまし
た。三次の面接では覚悟が決まったのかわかり
ませんが、お伝えしたいことを全て出し切った
納得のいく受け答えができたように思います。
就活全体では多くの尊敬できる職員・社員の方
や魅力的な事業を知り、貴重な勉強になったと
思います。
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を決めました。

5. 22 歳女性（一般職試験合格者）

4．就職活動の方針
主に学術研究（大学職員、教科書出版）や IT

1．学生時代の専攻・研究について

システム関係の会社など、理念に共感できたと

言語学のなかの語用論という、主にどうして会

ころを受験しました。社会に貢献できる仕事を

話が成立するのかを考える分野を学んでいま

したい、という気持ちがあり、中でも学問や社

す。卒業論文のテーマは、その理論の一つであ

会制度がよくなることが社会全体の利益にな

る関連性理論です。事例として取り上げた文学

るのではないかな、と考えて分野を選びました。

の解釈に理論を応用してみて、上手く解釈が説

また、何かに貢献できるためには自分の生活も

明できるところや、逆に適用する途中でつきあ

豊かでないといけないと思ったので、理念のほ

たる齟齬を議論しています。

かには、福利厚生や、一生働ける職場であるか
も重視しました。説明会はたくさん参加しまし

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

たが、一つ一つの志望先に時間をかけて準備を

短歌を実作し、批評しあうサークルに入ってい

しようと思ったため選考を受ける企業は少し

ました。歌を作り、他の人が歌をどう読んだか

にしました。

聞いたりしているうちに、言語や芸術一般に対
する考え方が変わったように思います。文理融

5．当館職員採用試験の試験対策

合型の学部に所属していて、二回生くらいまで

高校までや大学での勉強が役立ちました。教養

は数学や生物系を中心に学んでいたのですが、

試験は、大学のキャリアサポートセンターで問

いろいろ迷った結果三回生の途中で言語学を

題集を借りて解きました。専門試験は数学を選

専攻することに決めました。基本的に勉強は、

んだのですが、過去問がその分野の講義を受け

やりはじめるまでが長いけれどはじめたら楽

た時の試験と同じような問題だったので、復習

しい、というような気持ちだったのですが、卒

をしたり、大学院入試用の本などで勉強しまし

業が目の前になってから、もっといろいろ勉強

た。英語はあまり時間が取れなかったのですが、

しなくては、という思いがつのっています。

そのときとっていた演習で輪読する文章をち
ゃんと準備したり、英語日本語対訳の本を読む

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

ようにしました。小論文（総合職も受験したた

初めて国立国会図書館のことを知った時、日本

め）は、過去問を実際に時間をはかって書いて

のすべての本があるということへの憧れはあ
りましたが、本気で就職先として意識したのは、
大学での説明会を聞いてからです。国立国会図

みました。面接は企業の就職活動用の本も参考
になります。これを質問されたらこんなことを
答えよう、というのを事前に考えました。

書館は、「真理がわれらを自由にする」という
理念のもと、国のすべての出版物を収集し、国

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

会や国民へ知でもって貢献していく組織です。

就職活動を通しての感想

説明会の中で就職先として国立国会図書館を

他に受けた企業などに比べて、面接の時間があ

見たとき、この理念や職務は私がやりたいこと

ったのか、ゆっくり話すことができました。答

と一致していると思い、採用試験を受けること

えたことについて、さらに質問をしてくださり、
7

より一人一人を理解しようとしている姿勢が

6. 24 歳女性（一般職試験合格者）

感じられましたし、逆に今まで他の企業などの
面接での受け答えだと不足があったのか、と発
見することもありました。国立国会図書館につ

1．学生時代の専攻・研究について

いてもっと調べて考えておくべきだった、とい

近世から近代にかけての中国史を研究してい

うのが一番の反省点です。就職活動全体を通し

ました。当時の自然発生的なネットワークを中

ては、大学を休んでつぎつぎ予定に追われるこ

国に居住するムスリムを一例として論文の執

とが嫌だと思っていたのですが、振り返ってみ

筆をしました。

ると説明会や面接などを通じて見聞が広がっ
て面白かったです。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
大学生になってからはじめたトランペットの

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

練習です。オーケストラサークルに所属し、周

と・頑張りたいことなど今後の目標

囲が楽器経験者ばかりの中でレベルの高い演

NDL-OPAC のシステムやデータベースに関心

奏クオリティに到達すべく練習するのは大変

があります。大学図書館や一般にインターネッ

でしたが、先輩や同期、後輩らに支えられてと

トでもそうですが、資料や情報は豊富でも、知

ても楽しく過ごすことができました。

りたいことはどこにあるのか、何を知るべきな
のかが分からないことがあります。また、国立

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

国会図書館は東京と京都にしかないため、直接

卒業論文の際に、何度も国立国会図書館に足を

館へ行くことができない人も大勢います。この

運んだこと、また主な史料を国立国会図書館デ

ような問題意識がある一方、私自身は特別コン

ジタルコレクションより入手できたことから

ピュータシステム等に詳しくないので勉強し

国立国会図書館および情報へのアクセス・蓄積

ていきたいです。また、さまざまな部署への異

に興味を持つようになりました。説明会に参加

動があることをけっこう楽しみにしていて、自

をし、職員の方々の人柄が穏やかでありながら

分の経験や考えられることの範囲を広げてい

向上心や探究心を持っているという印象を受

きたいと思っています。

け、そのような仕事への取り組み方ができる職
場で働きたいと思いました。

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ
のメッセージ

4．就職活動の方針

就職活動の方針も、採用試験の準備も、その人

学部のときに国立国会図書館を志望した友人

その人に最適なやり方があると思うので、私か

たちが公務員試験の対策をしていたため、何も

ら言えることはありません。皆さんが悔いのな

考えずに予備校に通い公務員試験の対策をし

いように物事を選び、ご自分の力を発揮してく

ていました。就職活動中、自分が仕事として何

ださればと思います。

をやりたいのか突き詰めて出た答えは情報の
蓄積・保存や文化的な事柄だったので方針とし
ては沿っていたのであろうと思います。地方自
治体や大学職員、出版社などを併願しました。
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5．当館職員採用試験の試験対策

ています。どうか気持ちのある方は恐れず挑戦

一次試験に関しては公務員試験対策用の予備

して頂けたらと思います。心より応援しており

校に通っていたため、そこで習ったことを中心

ます。

に勉強を進めていました。二次試験は史学(東
洋史)で受験し、過去問を解いたり専門書を読
んだりしました。二次試験でも面接でも自分の
専攻で受験する場合、日頃から研究をしっかり
やっておくことが大事だと感じました。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・
就職活動を通しての感想
面接の待ち時間で職員の方に国立国会図書館
のお仕事について質問をしたところ、あたたか
な対応にリラックスすることができました。面
接までの案内をしてくださった方だけではな
く、面接官の方々も楽しそうに話を聞いてくだ
さって雰囲気のよいところだと改めて感じま
した。
7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ
と・頑張りたいことなど今後の目標
興味の幅が広く、あれこれとやってみたいこと
ばかりですが、蔵書構築や資料の電子化などア
ーカイブズに関すること、オンラインシステム
の充実による検索の利便化、歴史学を活かせる
ような調査業務に強い関心を寄せています。ど
のお仕事においても自分の仕事がどの位置づ
けにあるのかを理解し効率化・改善を念頭にお
きながら取り組みたいと思います。
8．国立国会図書館の受験を検討している方へ
のメッセージ
私は国立国会図書館で働きたいという思いは
ありながら、倍率の高さに受からないだろうと
思っていました。同じように考え受験を悩む方
もいるのではないでしょうか。働きたいと思っ
たところに挑戦してみることはそれだけでも
己を振り返る契機になり、糧になりうると考え
9

答案の書き方に慣れるよう練習しました。

7. 22 歳女性（一般職試験合格者）

6．当館の採用試験で印象に残っていること・
就職活動を通しての感想

1．学生時代の専攻・研究について

面接が和やかで気負わず話すことができ、とて

法学部で政治学史を専攻していました。１８

も楽しかったのが印象として残っています。就

世紀、１９世紀のフランスの思想家について研

職活動を通じて、いままでのことを振り返るこ

究していました。

とができたので自分の人生を考える良い機会
になったと思っています。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
タイに交換留学をしていた時に、香港からの留

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

学生とルームシェアをしていた時のことが印

と・頑張りたいことなど今後の目標

象に残っています。国籍や言語が異なる相手と

国立国会図書館の業務の魅力の一つは様々な

暮らしていると、違いを実感することも多く戸

業務があることだと思っているので、いろいろ

惑うことも多かったのですが、それは同時に世

な部署でできるだけ多くのことをやってみた

界の広さや違いを理解するということを実感

いです。どのような部署でどのような仕事をし

として得ることができた良い経験になったと

ている時でも、前向きに頑張りたいと思います。

思っています。

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

のメッセージ

専攻が政治学史だったので、原典の欠損したも

国立国会図書館を受験する時に、倍率は高い上

のによく出会っており、資料の保存の重要性に

に地方に住んでいたので東京は遠く、躊躇もあ

ついて考えるようになっていたことは図書館
への就職を考えるきっかけにはなりましたが、
本格的に志望するようになったのは大学生協

ったのですが、やらずに後悔するよりはましだ
と思い受験しました。地方に住んでいると受験
は大変で不安も多いと思いますが、実際に受験

で主催していた国立国会図書館の業務研究セ

に行ってみると地方から来ている方も多くて

ミナーに参加してからです。

不安が和らぎました。ただ、私は何度も飛行機
に乗るので疲れてしまい、最終面接の時に風邪

4．就職活動の方針

を引いていてつらかったので、体調には気をつ

裁判所や県庁などの他の公務員も併願してい

けて頑張ってもらえればと思います。

ました。いろいろな官公庁を知ることは、今後
の良い経験になると考え出来るだけたくさん
受験しました。
5．当館職員採用試験の試験対策
大学生協の公務員講座に通って、他の公務員試
験の過去問を勉強していました。専門試験は法
学で受験したので、他の試験の過去問を使って
10

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

8. 23 歳男性（一般職試験合格者）

就職活動を通しての感想
採用面接は緊張して終わったあとおなかが痛
くなりましたが、なごやかな雰囲気で話せたと

1．学生時代の専攻・研究について

記憶しています。素で話せたのがよかったのか

法学部で公法を専攻していました。

と今では思います。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

①法律の知識が活かせる、②好きな本に関われ

と・頑張りたいことなど今後の目標

る、③真理がわれらを自由にするという理念に
共感したためです。一度就職活動に失敗して、
自分を振り返ってみた結果、これまでどうして

どの部署に行ってもそれなりにやりたいこと
がある、というのが就職を決めた一つの理由な
ので、やってみたいことはたくさんありますが、

も他人の意見を気にする部分があったので、ま

特に法律の知識を活かして立法調査に携わり

ずやりたいことを明確にしてから就職先を考

たいです。また資料の保存や司書関連の仕事に

えるようにしました。

も興味があります。仕事は社会の多くの領域に
またがる可能性があると思うので、広くアンテ

4．就職活動の方針

ナを張って、勉強を欠かすことなく頑張りたい

①興味、関心があるかどうか、②仕事に重要性

です。

が感じられるか、③人の雰囲気が自分にあって
いるかどうかを重視しました。①、②両方がそ

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

ろわないと、休日ばかり楽しみにして自分で奮

のメッセージ

起して仕事しそうもないと感じたためです。ま
た長く働くうえでは③が重要だと考えました。
官公庁を受けたほか、本に興味があったため出

就職活動が忙しくなるとなかなか自分を見つ
める機会がなくなると思います。私は形だけの
自己分析はやりましたが、自分と向き合う機会

版社なども受けました。

をあまり持てず、一度目の就職活動は後悔する
ことが多かったです。就職サイトやセミナーで

5．当館職員採用試験の試験対策

職業のリストを提示されてから慌てて考える

前の年に国家公務員の勉強をしていたため、そ

のではなく、まず自分のやりたいことを明確に

のとき使っていた予備校のテキストを復習し
ました。法学部でもともと勉強していたことと、
前年に勉強していたこともあって、2 か月前か

してから職業を探せばうまくいくと思います。
就職活動はつらいと思いますが、頑張ってくだ
さい。

ら復習するくらいでしたが、前の年は何か月も
前から勉強していたので、しっかりやったほう
がよいと思います。他には大学のキャリアセン
ターで面接の練習をしました。
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5．当館職員採用試験の試験対策

9. 23 歳女性（一般職試験合格者）

独学でした。一般的な公務員試験の過去問題集
をそろえ、大学の図書館で毎日ひたすら解いて
いました。昼休みには大学院入試を目指す友人

1．学生時代の専攻・研究について

たちと昼食をとってリフレッシュし、励ましあ

法学部に所属していました。専攻というものは

っていました。また勉強のペースメーカーにす

ありませんでしたが、社会保障法や公共政策の

るため、予備校の模擬試験は３月から月に１回

演習に参加し、前者では子育て支援や海外の医

程度受験していました。面接対策は一次試験終

療制度について、後者では危機管理について発

了後から月２回程度、大学の就職課で模擬面接

表しました。

を受けていました。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
サークル活動です。大学の吹奏楽団に所属し、
週３～５日ほど練習に費やしていました。初め

6．当館の採用試験で印象に残っていること・
就職活動を通しての感想
こちらの面接試験は面接官の方がにこやかで、

て人をまとめる立場に立ったので、メンバーの

とにかく受験者の緊張を和らげてよいところ

モチベーション維持などに頭を悩ませました

を引き出そうとしてくださっていると感じま

が、組織作りについて考えるよい機会となりま

した。言葉がうまくつながらなくなってしどろ

した。

もどろになった場面もありましたが、面接官の
方が優しく見守ってくださったので体勢を立

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

て直すことができました。

もともと本が好きだったので、図書館で働くこ
とは夢の一つでした。また、大学では法律を学

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

ぶとともに外国語にも興味を持つようになり

と・頑張りたいことなど今後の目標

ました。国立国会図書館では本にかかわる仕事

どの分野にも興味はありますが、資料の国際交

ができるのはもちろん、調査業務や資料の国際

換や業務交流、外国立法情報の調査など、日本

交換など自分の専門・興味を活かせる業務があ

と外国を本・データでつなぐような仕事をして

るため、自分にぴったりだと感じ、志望しまし

みたいです。また、いつ役立つかは分かりませ

た。

んが、自主勉強として外国語学習は続けていき
たいです。

4．就職活動の方針
国家公務員、地方公務員を併願しました。就職

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

活動では「どういうところで働きたいか」とい
う観点で考えていました。併願はしましたが、
受験をするうちに「学問にかかわる場所で仕事

のメッセージ
就職活動中は、今までの人生で一番悩みました。
その分、いろいろな気付きも得られました。試

がしたい」という軸が見つかったため、国立国

験勉強ではつらいこともあると思いますが、い

会図書館に合格できなかったら来年も受験し

ろんな人と話したり受験先を見学してみたり

ようと考えていました。

して、なんとか乗り越えてください。応援して
います。
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5．当館職員採用試験の試験対策

10. 22 歳女性（一般職試験合格者）

初学で法学受験だったので、公務員予備校を利
用しました。教養も専門も択一式の過去問をと
にかく繰り返し解きました。論文まで対策する

1．学生時代の専攻・研究について

時間がありませんでしたが、択一式の勉強で覚

日本語・日本文学コースに所属し、日本語学を

えた知識を生かして解きました。面接対策とし

専攻していました。しかし、日本語以外の言語

ては、国立国会図書館の HP や国立国会図書館

にも幅広く関心を持って学んでいたこともあ
り、卒業論文は外来語をテーマに執筆しました。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

月報を読んだり、大学のキャリアセンターで模
擬面接を受けたりしました。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・

アメリカの大学に約 1 年間の交換留学に行っ
たことです。私は日本語学を専攻するからこそ、
海外の視点や語学力も必要だと考えました。授

就職活動を通しての感想
面接で国立国会図書館職員としての適性につ
いて深く聞かれたことが印象に残っています。

業はディスカッションや課題が多く大変でし

自分の適性を上手くアピールすることができ

たが、人一倍努力して勉強しました。休暇中に

ず、とても落ち込みました。すっかり不合格だ

はアメリカ国内外色々なところに旅行できた

と思い、他の志望先に決めかけていたので、合

のも良い思い出です。また、留学のため活動期

格を知った時は本当に驚きました。

間は短かったのですが、日本では放送研究会や
ESS などのサークル活動も頑張りました。

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ
と・頑張りたいことなど今後の目標

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

国立国会図書館には多岐に渡る業務があるの

昔から本が好きで、文化に関わる仕事がしたい

で、様々な経験が積めることを楽しみに思って

と思っていました。国立国会図書館は、高校生

います。その中でも特に興味がある業務は、資

の時に大学案内のパンフレットに載っていた

料の国際交換と海外の法律の翻訳です。またも

OG 職員の方の記事を読んでから、志望先の一

し機会が頂ければ海外留学や海外勤務にも挑

つとして考え始めました。また、留学を通して

戦したいです。

日本人としての自覚が強まり、国のために奉仕
するという点でも国立国会図書館職員に魅力

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

を感じるようになりました。

のメッセージ
私は前述の通り筆記も面接も明らかに準備不

4．就職活動の方針

足で、国立国会図書館に合格する自信は全くあ

研究が好きだったので基本的には大学院に進

りませんでした。そんな中でも、家族や先生、

学するつもりでした。しかし、将来的に就職す

友人、人事の方の支えがあったからこそ頑張る

るなら公務員を考えていたので、今年は採用候

ことができたのだと思います。就職活動中は自

補者名簿の有効期間が長いところと、進学より

分のことで精一杯になりがちですが、支えてく

も優先して就職したいと思えるところのみに

れる周りの人への感謝を忘れずにぜひ頑張っ

絞って採用試験を受けました。

て下さい。
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5．当館職員採用試験の試験対策

11. 22 歳男性（一般職試験合格者）

自分が専門としている学問が存在しなかった
ため、専門試験でどの科目を選択するか悩みま
した。そこでウェブで公開されている過去問を

1．学生時代の専攻・研究について

一通り眺めて、自分に最適だと思った政治学を

専攻といえるほど体系だった学問ではないの

選択しました。そこからは予備校や市販の教材

ですが、近現代日本の文化史に関する研究室に

を使って政治学の大枠を覚え、大雑把に体系立

所属していました。卒業論文では個人に対する

ててノート一冊分くらいのテキストを自作し

インタビューを素材に、二次創作や同人誌即売

てみました。専門試験は記述式なので、とにか

会について論じました。

く自分で書いてみることを重視しました。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

推理小説研究会で会長を務めていた際に、会誌

就職活動を通しての感想

を作ったことが印象的です。何を掲載するかの

国立国会図書館採用試験に限らず、就職活動全

企画から始まり、認識のすり合わせや意見の統

体を通して感じたのは、自分を見つめなおすい

一に苦労しました。会員から送られてきた原稿

い機会だったということです。普段はぼんやり

を校正しつつ組版をするのは非常に根気の要

と考えているだけのことについても、面接で話

る作業でしたが、印刷・製本された会誌を見た

すためにはしっかりとした言葉にしなければ

ときは非常に感慨深いものがありました。

なりません。言語化するという作業は非常な苦
労を伴い、完璧など望むべくもありませんが、

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

その分今できる精一杯のことを尽くすことに

国立国会図書館の存在は以前から知っていま

なります。そうした営みは、非常に趣深いもの

したが、就職先として意識しはじめたのは大学

でした。

や館内で行われている業務説明会に参加した
時です。職員の方々が穏やかに説明される姿を
見て興味を抱きました。向上心のある方が多く、
皆さん様々な勉強をしていらっしゃるという

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ
と・頑張りたいことなど今後の目標
どの部署に配属されたとしても、それぞれの部

ことにも好感を抱きました。また、物理的な存

署において必要な知識があるため、勉強するべ

在としての本が好きであったために、保存業務

きことは多いと思います。したがって、まずは

に携わりたいという思いもあります。

いわゆる仕事の仕方を学んでいくことを頑張
りたいと思っています。そんな中であえてやっ

4．就職活動の方針

てみたい分野を挙げると、保存業務に興味があ

公務員志望でしたので、様々な公務員試験を受

ります。自分の仕事によって本が後世にまで保

験しました。最も重視していたのは、そこで自

存されていくという仕事は大変魅力的です。

分が将来働いてやっていけると思えるかどう
かです。職員の方々の人柄や職場の雰囲気、勤

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

務地や業務内容などを総合して、自分に合うか

のメッセージ

どうかを考えていました。

倍率を見て暗い気持ちになるかもしれません
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が、案外なんとかなります。それよりも、自分

12. 24 歳女性（一般職試験合格者）

は何をしたいのか、どうなりたいのか、今何が
できるのかなどを考えて、自分に合ったところ
を探しましょう。そしてそこがいいと一旦決め

1．学生時代の専攻・研究について

たなら、迷わず努力しましょう。あと、面接に

言語学で、五感を表す表現について研究しまし

ついては何を話せばいいのかと悩むかもしれ

た。特に、日本語の視覚を表す色彩語と聴覚を

ませんが、一人で考えていてもどうにもならな

表す音楽の表現について、フィールド調査やア

いこともありますので人の意見を聞くのもい

ンケート調査、デジタルデータを用いた調査を

いと思います。

していました。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
学生時代は応援部吹奏楽団の活動に熱中して
いました。広報やマーチングの指揮をしていて、
面接シートには部活のことばかり書いてしま
いました。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
昔から本が好きだったのと、社会に関わる仕事
がしたいと思い、資料を調査することから社会
を支えることが出来るというのを魅力的に感
じました。
4．就職活動の方針
他は民間企業でしたが、なるべく広く「社会の
役に立つ」という点を意識していました。その
上で、学生として培ってきた調査や計画の能力
が生かせたら良いと思っていました。
5．当館職員採用試験の試験対策
自分の専門分野の試験が専門試験の中になか
ったのと、法学を全く知らなかったので、公務
員の問題集の他に入門書を買って読みました。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・
就職活動を通しての感想
面接のシートに、ストレス発散の方法を尋ねる
欄があったのが印象的でした。面接の際に、丁
15

寧に応対して下さり、安心して面接に臨めまし
た。意外と面接の待合室の雰囲気が良かったで
す。
7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ
と・頑張りたいことなど今後の目標
一般の人や子供にも資料の利用を進めていけ
るような、利用者サービス業務に携われたら嬉
しいです。資料の活用を促進する仕事をしたい
です。
8．国立国会図書館の受験を検討している方へ
のメッセージ
面接が 2 回あるので、面接を重ねる間に自分の
志望を見つめ直すことが出来ると思います。頑
張って下さい。
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