若手職員
の

※国立国会図書館ホームページ
「採用情報」
では、
職員採用試験合格者
（採用予定者）
の
アンケート・合格体験記として、
合格者の志望動機や試験対策を紹介しています。

声

入館して驚いたこと
日本で唯一の納本図書館というイメージが大きかったのですが、国会の補佐機関

入館2～3年目の
職員14名に聞きました！

としての役割が重要視されていることが分かりました。
／収集書誌部・23歳女性
（入館2年目）
想像していたよりも、入館前に身につけた知識をいかす場があることです。例えば

採用情報
国立国会図書館職員になるには
国立国会図書館の職員は、独自の採用試験により採用しています。
最終合格者は即採用予定者となり、官庁訪問にあたるものはありません。
また、受験にあたって、
司書資格は必要ありません。

★採 用スケジュール （ 平 成 3 0 年 度 ）

語学能力が国会サービスにいきる機会は少なくありません。
／調査及び立法考査局・24歳女性
（入館2年目）
いわゆる
「図書館っぽい」物静かな人だけでなく、様々な方面に突出した個性的な

受験申込（郵送）

第1次試験

4月1日～20日

5月19日

職員が多いことです。

第2次試験

／総務部・25歳女性
（入館2年目）
やってみたいこと改善したいことを自由に提案できる環境であること。
特に係内で
の意見交換が活発で驚きました。
／利用者サービス部・25歳女性
（入館2年目）

東京本館 南口にて

早い段階から一人で取材対応や見学の案内、
関係機関会議への参加などを任せて

や り が い を 感じたとき

もらえることが多いと感じました。

国会議員等から依頼された調査に回答する仕事をしています。自分の調査回答に

館内にプログラムを書いて実験できる仕事があるとは思いませんでした。周囲の

／国際子ども図書館・25歳男性
（入館2年目）

ついて国会で言及されたと知ったときにとてもやりがいを感じました。

皆さんがとても親切で、
何でも教えてもらえることも驚きでした。

／調査及び立法考査局・24歳女性
（入館2年目）

★試験方法 （ 平 成 3 0 年 度 ）

第 1 次 試験

時に2分野選択）、政治学、経済学、社会学、

第 2 次 試験

／利用者サービス部・25歳女性
（入館2年目）
ある美術館の展覧会で自分が貸出しに携わった資料が展示されているのを見た

いま、情報アクセスのために図書館が果たすべき役割は大きく変わりつつあると思い
ます。その変化を少しでもよいものにできるような仕事がしたいです。

／利用者サービス部・26歳女性
（入館2年目）

／収集書誌部・23歳女性
（入館2年目）

書誌データ作成を通して様々な分野の図書に触れることができ、自分自身の知識

私の周りの上司や先輩方は、若手でも萎縮することなく働きやすい雰囲気を作り

の世界が広がっていくことを実感したときにやりがいを感じます。

出してくださっています。
私もそのようになりたいです。

／収集書誌部・30歳男性
（入館2年目）

／総務部・25歳女性
（入館2年目）

自分が調達に関わった機器やシステムが館内で活用されているのを見聞きする

色々な仕事を覚えて業務に対する視野を広げたいと思いますが、特に調査研究系

と、
図書館サービスに間接的にでも携われている気がして嬉しく思います。

の仕事を得意にしていきたいと思っています。

／総務部・24歳男性
（入館3年目）
「昔読んだあの本を探している／もう一度読みたい」
というお問合せに、子どもの
本がもつエネルギーと当館に寄せていただいている信頼を実感しています。

／電子情報部・26歳男性
（入館2年目）

関西館で図書館員向け研修を担当していた頃、参加者から「自館ではできないの
で国立国会図書館が頼りだ」
と言ってもらえ、
責任とやりがいを強く感じました。
／利用者サービス部・26歳男性
（入館3年目）

「この仕事に関わりたい！」
という想いに過度にこだわることなく、その場その場で
頑張れる職員になりたいです。
／調査及び立法考査局・26歳男性
（入館3年目）

りやすくなった」
と言ってもらえてホッとしました。

身につけたいものですし、
どの部署でも役に立つと考えています。
／利用者サービス部・26歳男性
（入館3年目）

好奇心旺盛な人にとっては、新しいことを学ぶ楽しさを感じられる職場です。学ん
だことをいかして誰かの役に立つ喜びを実感できる職場でもあります。
／利用者サービス部・26歳女性
（入館2年目）

日々業務に携わっているだけで勉強になる職場であり、向学心にあふれた職員の

図書に触れる仕事以外にも様々な業務があるので、幅広く興味を持つ心を大事に

多い職場です。
素敵な職場ですよ！

して欲しいと思います。
共に働ける日を楽しみにしています。
／調査及び立法考査局・24歳女性
（入館2年目）
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／収集書誌部・30歳男性
（入館2年目）

いわゆる図書館らしい仕事だけでなく、今の仕事はイベントの準備やポスターの

利用者サービスから調査、
総務に至るまで当館には様々な業務があります。誰でも

デザインなど幅広い業務があるので、
色々な経験がいかせます。

それぞれ自分に合った仕事が見つけられるのが当館の魅力だと思います。

／国際子ども図書館・25歳男性
（入館2年目）

60分

人 物 試 験（集団討論）
年度

総合職試験

申込者数

H25

H26

H27

H 28

H 29

531
536
577
494
608
（289） （262） （226） （227） （241）
3（2）

採用者数

4（1）

4（0）

3（2）

4（2）

717
741
863
978
866
（520） （419） （437） （530） （572）
12（4）

12（6）

17（8）

14（9）

16（10）

専門試験等の過去の試験問題、大学・予備校等及び館内での業務説明会の開催日程等の採用情報を随時掲載しています。
URL：http://www.ndl.go.jp/jp/employ/index.html

採用後の処遇
身分
国会職員（特別職国家公務員）
※勤務条件等は一般職の国家公務員とほぼ同様です。

給与
給料は一般職の国家公務員の給料に準じた額となります。給料のほかに
は6月期、12月期に期末・勤勉手当が支給されます。また、通勤手当、扶養
手当、住居手当、超過勤務手当等が支給されます。

勤務時間

国 立 国 会 図 書館職員を志望する方へ
／関西館・23歳男性
（入館2年目）

90分

研修制度

／国際子ども図書館・25歳女性
（入館3年目）

司書資格と語学の勉強をしたいと思っています。
どちらも国立図書館の職員として

パソコンは苦手じゃない方がよいと思います。
システムに強いと重宝されます。

専 門 試 験（記述式・共通） ※

◎国立国会図書館ホームページ「採用情報」

子どもにも大人にも必要な資料・情報に出会う的確なサポートができるようになる

1年以上準備してきたシステムのリニューアルが無事に完了したとき。
「以前より分か
／電子情報部・26歳男性
（入館3年目）

60分
30分

一般職試験 申込者数
（大卒程度）
採用者数

こと、
「国立」
「国会」
図書館としての広い視野を身につけることです。

／国際子ども図書館・25歳女性
（入館3年目）

英 語 試 験（記述式・共通）

人 物 試 験（個別面接）

第 3 次 試験

★採用実績

とき、
資料を利用してもらうのも保存するのも大切な業務だと実感しました。

120分

小論文試験

化学、数学、工学・情報工学（工学全般、情報

※一般職試験（大卒程度）の採用者には、
総合職試験特例申込者を含む。
※
（ ）
内は女性の数。

時 間

人 物 試 験（個別面接）

／電子情報部・26歳男性
（入館2年目）

今後の目標

一 般 職 試 験（大卒程度）

専 門 試 験（記述式）※

験時に1分野選択）、図書館情報学、物理学、

利用者の方の検索支援やレファレンスをして
「ありがとう」
と言われたとき。
ささい
なことでも人の役に立つ仕事ができているのだと感じます。

8月10日以降

教 養 試 験（多肢選択式・共通）

文学、史学（日本史、東洋史、西洋史から受

工学から受験時に1分野選択）、生物学

最終合格発表

7月下旬
～8月上旬

総合職試験

※専門試験科目は、
受験申込み時に以下から1科目を選択
法学（憲法、民法、行政法、国際法から受験

第3次試験

＜筆記＞ 6月16日
＜人物＞ 6月下旬
～7月上旬

／総務部・24歳男性
（入館3年目）

本則は午前9時から午後5時45分まで
（休憩60分を含む）
また、
ワーク・ライフ・バランスに配慮して、育児短時間勤務、保育時間、育
児時間、早出遅出勤務、休憩時間変更措置、フレックスタイム制等の制度
を導入しています。

勤務地
〈東京〉国立国会図書館東京本館（東京都千代田区永田町）
国立国会図書館国際子ども図書館（東京都台東区上野公園）
〈京都〉国立国会図書館関西館（京都府相楽郡精華町）
※官署間の異動、東京と京都間の転勤があります

寮・宿舎
東京勤務者のために、東京都渋谷区に代々木上原寮（独身者用）があり、
京都勤務者のために、京都府相楽郡精華町に京都宿舎があります。

国立国会図書館では勤務年数・職級に応じて全職員が受講する階
層別研修や職務上の必要に応じて受講するテーマ別研修など様々
な研修を実施し、職員のスキルアップをサポートしています。
また、外部の機関が実施する研修に参加する機会もあります。

階層別研修
＊新規採用職員研修（入館後5日間程度）
＊職員基礎研修(入館2年目・3年目職員対象)
＊3級研修（係長級昇任職員対象）
＊5級研修（課長補佐級昇任職員対象）
＊新任管理職研修
（管理職昇任3年目職員対象）
＊管理職研修（第Ⅱ期）

テーマ別 研 修
＊語学研修
＊IT研修
＊メンタルヘルス研修
＊調査業務研修など、
各部局で行われる
研修 など

国立国会図書館の
外で行う研修
人事院、総務省、国立情報学
研究所などが主催する研修に
参加
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