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4．就職活動の方針

1. 26 歳男性（総合職試験合格者）

自分のバックグラウンドや学内外の活動を通
して、一番親和性がある分野を攻めようと思い
ました。情報収集をして楽しさを覚え、自分だ

1．学生時代の専攻・研究について

ったらこういうサービスを展開したいと思え

近世後期から明治初期の江戸・東京を専門に勉

る分野が何かあれば、それに向かうべきだと思

強してきました。当初は近世史に置いていた軸

いました。私の場合は、公務員試験の勉強をし

足が、卒論執筆時から維新期に移行しました。

ていたので他の試験も受験しましたが、一番興

維新期をやる以上、近世・近代の両時代につい

味関心があったのは文化に関わる仕事でした。

ての知識が必要となり大変ですが、変化の激し

数を打てば当たるという発想もありますが、受

い時代なので研究対象としては面白いと思い

験数を絞って密度の高い準備を心がけるのも

ます。

一つのプランだと思って実践しました。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
5．当館職員採用試験の試験対策

一番刺激的だったのは大学院 1 年時の夏（7 月

法学受験だったので、予備校が実施している直

下旬から 8 月中旬）の米国留学（サマースクー

前演習を利用して様々なタイプの問題をこな

ル）です。留学の手続き、宿泊施設の確保、授

して専門試験に備えました。A という事案が出

業の課題など大変なことが多かった点は今で

題されたら、論点は B といった風にある程度

もよく覚えています。一方で楽しい思い出もあ

パターン化して知識のアウトプット速度を上

ります。なぜなら、留学の途中から意気投合し

げるよう注力しました。同時に、復習では判例

たクラスメートと一緒に暮らすことができた

集の読み込みも行いました。また、論文対策講

からです。帰国後も、定期的に連絡を取り合い、

座も受講して実際に手を動かして文章を書く

年末には日本で再会を果たせました。異国の地

練習をしました。英語に関しては、新聞・雑誌

でゼロから人間関係を構築することの醍醐味

からの出題が多く語彙がやや難解ですので、難

を味わえた貴重な経験でした。

単語を多く収録した単語帳を利用しました。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
6．当館の採用試験で印象に残っていること・

専攻が日本史学で地方への史料調査へ赴く機

就職活動を通しての感想

会があり、また博物館ボランティアに参加して

3 次試験が印象に残りました。個人面接では、

いたので日常的にアーカイブに関わる機会が

入室と同時に大勢の面接官を目にして驚きま

ありました。ですから、国立国会図書館を就職

したが、新規採用への力の入れ具合が伝わりま

先として早い段階から意識していました。そう

した。着席直後はトップバッターで緊張もあり

した折、著作権、知財法、コンテンツ産業の動

ましたが、和やかな雰囲気だったので、リラッ

向等を扱った授業が大学で開講されることを

クスして自分のやりたいことを熱意をもって

知り、受講しました。授業では館の取り組みに

お話しすることができました。集団討論では、

加えてアーカイブの最前線を知ることができ

討論開始前にグループのメンバーと控室で少

た点が大きな収穫でした。おかげで、国会図書

し言葉を交わす機会もあり適度に打ち解けた

館への就職を強く意識することができました。

状態で試験に臨めました。長い一日でしたが達
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成感はありました。

2. 23 歳男性（総合職試験合格者）

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

1．学生時代の専攻・研究について

館の重要任務である調査業務をはじめ様々な

1.2 年生の時は教養学部で、政治、歴史、文学、

分野に挑戦したいと考えています。敢えて特定

いろいろ受講してみました。3.4 年生の時は法

の分野を挙げると、新たなオンラインサービス

学部で法律、政治を中心に勉強していました。

の立ち上げやビッグデータの利活用に関心が

ゼミでは日本政治、憲法(表現の自由)を研究し

あります。より利便性・効率性・横断性の高い

ました。

検索システムを構築して、知的インフラの強化
に貢献したいと考えております。また、語学が

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

得意なので、海外の図書館との連携促進にも従

好奇心の赴くままに行動してきたので、何かを

事できればと思います。そのためにも、語学研

意識して頑張ったという自覚はあまりありま

修等のスキルアップの機会を積極的に活用し

せんが、結果として、たくさんの分野の本を読

て将来に備えたいです。

んできたこと、様々なコミュニティーに飛び込
んでいったことの 2 つがあると思います。とく

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

に後者では、座学以外のこともやってみたいと

のメッセージ

考え、海外交流サークルに入り、海外の学生た

就職試験で大事な点は、当たり前ですが入念な

ちとお酒の力で様々な話をしたのを覚えてい

準備です。国立国会図書館を受験する場合は、

ます。

的確に館の仕事を把握したうえで、自分の考え
をまとめておくことが大切です。その最も身近

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

な方法は、図書館へ出向いたり各種オンライン

自分自身、読書に限らず書かれたものによって

サービスを利用したりすることです。そうした

世界が開かれたと感じています。そうした財産

直接的な経験を通して、自分の言葉で志望動機

を保存、提供していく仕事に携わりたいと考え

を語ることができるようになりますし、図書館

たからです。

の見方も変わると思います。また、ホームペー
ジや刊行物を確認して技術的な分野の知識も

4．就職活動の方針

増やすことをお勧めします。

自らが行ってきた活動を活かせることを第一
に考え、併願先として、法曹の道に進むことを
考えていました。また、様々な人、本から勉強
してきたことが今の自分を支えていると考え
ているので、これまでそうして受けてきた恩恵
を今度は自分が還元する番だと思い、公益に携
わる仕事をしたいと考えました。
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5．当館職員採用試験の試験対策

3. 22 歳男性（一般職試験合格者）

専門試験を法学で受験したので、他の科目の方
にはあまり参考にはならないかもしれません
が、基本書を通読した後は、書店で山積みにさ

1．学生時代の専攻・研究について

れていた人気の試験対策本を何冊か解きまし

大学のゼミナールでは日本法制史を専攻して

た。最後に過去問を何年分か解きました。 気

いました。私は特に江戸時代の宗教統制につい

が進まないときは、とにかく問題集を買って手

て調べ、幕府が宗教団体に対する統制を強めつ

を動かすことを心掛けました。

つもその結束力を利用して人民支配を行って
いく様子を研究しました。

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

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

面接試験の時なのですが、待合室で担当の職員

学生時代はトライアスロンをしていました。基

の方と話すことができ、気持ちが楽になりまし

本的に練習はハードなものが多かったですが、

た。

大会等でその成果が記録に表れたときには達
成感を感じられました。また自転車のトレーニ

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

ングでは長距離を走り、様々な場所に出掛ける

と・頑張りたいことなど今後の目標

きっかけにもなりました。

当初は調査業務志望でしたが、それ以外の業務
も経験してみたいと考えています。そして、ま

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

ずは国立国会図書館の全体像を早く把握した

国立国会図書館を知った最初のきっかけはた

いと思います。

またまホームページを見つけたことでした。
元々本が好きだったこともありますが、仕事内

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

容等を調べていくうちに非常に面白そうな場

のメッセージ

所だと思い、志望するに至りました。

まだ２０年とそこらしか生きていませんが、時
にはよそ見して休むことも大事だと思います。

4．就職活動の方針

健康に気をつけて頑張ってください。

私の場合は併願先も公務員に絞り、民間での就
職活動は行いませんでした。併願先として国会
職員（衆議院・参議院事務局等）を多く受けま
した。
5．当館職員採用試験の試験対策
私は法学で専門試験を受験しました。対策とし
ては司法試験用の問題集を使用し、論点ごとに
要件や学説といった事項を覚えていきました。
法学は市販の参考書や問題集が充実している
ので、独習者でも取り組みやすい科目ではない
3

かと思います。

4. 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

面接試験について、２次試験に比べて３次試験

文学部国文学科近代文学ゼミに所属していま

では面接官の人数が多く、面接室に入った際に

す。卒業論文のテーマは尾崎翠です。また、司

圧倒されてしまいました。しかし面接自体は雰

書資格課程を選択しているので、図書館学も勉

囲気も和やかなもので、あまり堅くならずに受

強しました。

け答えができたかなと思います。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

図書館サークルの設立、運営に取り組んだこと

と・頑張りたいことなど今後の目標

です。図書館司書になろうと決めた時、今自分

資料の国際交換をやってみたい、というのが面

ができる図書館改善を実行していくことが良

接で実際に答えたことです。単純に面白そうな

い経験になるのではないかと考えました。自ら

仕事だと思ったことや外国の情報は今後ます

図書館の問題点を考え、改善する中で学んだも

ます重要になってくるだろうから、というのが

のが多くあったため、大変意義ある活動になっ

理由です。もちろんその他様々な仕事にも積極

たと思います。また、大学図書館職員の方々を

的に取り組んでいきたいと思っています。

始めとする支援者とのやり取りの中で、コミュ
ニケーション能力が向上したことも財産とな

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

りました。

のメッセージ
もし国立国会図書館を受験するか迷っている

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

方がいらっしゃいましたら、とりあえず説明会

大学で司書資格課程を履修し、図書館職員とし

に参加してみると良いと思います。館内で行わ

て働くことを決めました。国立国会図書館には、

れる業務説明会であれば実際に職場を見学す

日本で最も規模の大きな図書館であるという

ることができますので、どういった仕事がどう

点で憧れを抱いていたため、採用試験を受験し

行われているか具体的なイメージを持つこと

ました。また、子ども達のための図書館サービ

ができるのではないでしょうか。

スに関心があり、国際子ども図書館が大変魅力
的であったことも要因の一つです。
4．就職活動の方針
図書館職員になることを最優先しました。採用
自体が少ない業種であるため、地元以外の採用
試験も多く受験しました。国会図書館の他に、
地方自治体の司書採用や大学職員を併願しま
した。

4

5．当館職員採用試験の試験対策

立たせ、結果的に合格を頂くことができました。

まずは、公務員試験一般教養の過去問を繰り返

国会図書館で為したいことがあるならば、どう

し解くことをおすすめします。また、私は二次

か諦めることなく挑戦して頂きたいと思いま

の専門試験を図書館情報学で受験しました。単

す。

語とその意味をきちんと復習することと、現代
の諸問題の経緯を理解することに力を入れま
した。日頃からカレントアウェアネス・ポータ
ル等を活用して、図書館周辺のニュースに関心
を持つことも大切だと思います。
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
国立国会図書館の採用試験は、一次・二次試験
の受験者の多さに圧倒されたことが印象的で
す。他の受験先とは桁違いの規模でした。また、
２回面接して頂けたので、自らの考えや経験を
きちんと伝えきることができたように思いま
す。その点が他の受験先と異なった点でした。
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
働きながら、情報学の分野を更に学んでいきた
いです。図書館の利便性向上を目指すならば、
情報学の基礎的な理解が必要であると考えた
からです。また、図書館職員として、自分自身
も学び続ける姿勢を持つことが利用者のニー
ズの理解にもつながるのではないかと思いま
す。今後も利用者目線を忘れずに、より多くの
方が図書館を活用することができる環境作り
に努めたいです。
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
図書館職員を目指す方々の中には、国会図書館
は高嶺の花であると考える方もいらっしゃる
のではないかと思います。私自身、最初は出願
することにすらためらいを感じました。しかし、
「やってみなければ分からない」と自らを奮い
5

4．就職活動の方針

5. 24 歳女性（一般職試験合格者）

仕事が自分に合っているか、一生続けていける
ような仕組みが整っているかどうか。民間も受
けましたが、その際にはある程度公的な役割を

1．学生時代の専攻・研究について

持っていて、福利厚生もととのっている企業を

19～20 世紀の英文学について勉強していまし

中心に受けていました（インフラ・海運等）。

た。その際には論文の内容よりも、文学という

あとは、説明会や面接に行ってみて、人事の方

客観性があいまいになりがちな研究分野にお

や志望者の雰囲気・扱われ方にも気を付けてい

いて、自分の考えにどう説得力を持たせるか、

ました。機関・会社の性格がよく出るところな

資料収集やその読み込み・文献表作成はどのよ

のかな、と考えていたので。

うに行うかといった、研究態度の養成に重点が
置かれていました。

5．当館職員採用試験の試験対策
HP 掲載の過去問をよく見て、勉強計画を立て

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

ました。文学というマイナーな試験科目を選択

バドミントンサークルの活動です。学内・学外

したため、参考書として使える本を自分で探す

2 つのサークルに入っていました。学内のサー
クルでは、大会出場を目指して皆で練習したり、

のが少し大変でした。具体的には、本屋さんの
各国文学の棚に行って、文学史の本を全て開い

合宿に行くのがとても楽しかったです。学外の

てみて、見やすいもの・内容がよくまとまって

サークル活動の中心は関東地区での大会を運

いるものを買うようにし、辞典もしっかりした

営することでした。こちらでは学内とは少し毛

ものを一冊買いました。教養試験対策は前年 8

色の違った友人ができたと思います。また、ア

～9 月くらいから、専門試験対策は 12 月くら

ルバイトは週 3～5 回程度、家庭教師をしてい

いから始めました。

ました。小学生から高校生までの幅広い年代の
生徒との授業は、お互いに打ち解けてくると、

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

とてもやりがいがありました。

就職活動を通しての感想
5 月に一次試験を受けてから 8 月に結果が出

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

るまで、長い間試験期間が続くのは初めての経

「本を読むことや研究が好きだけれど、お仕事

験で、その緊張感が印象に残っています。面接

の中では人と向き合いたい」と思ったときに、

ではガチガチになってしまって、もうだめだと

国会図書館のお仕事がしっくりきました。人と

思っていたのですが無事通ることができたの

コミュニケーションを取りながら、自分でも勉

で、話の内容を丁寧に汲み取っていただけたの

強を進めながら、研究の下支えができるという

だろうな、とも感じています。あとは何といっ

ことに魅力を感じています。また、立法府所属

ても、真夏に最終面接があったので、国会図書

の公務員になれると、その時々の政治的風潮に

館に辿り着くまでが大変でした。

あまり流されずにお仕事ができるのかな、とぼ
んやり感じていました。転勤地が限られている

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

のも理由の一つです。

と・頑張りたいことなど今後の目標
本や文化に関することなら何でも･･･という気
6

分ですが、特に子供と関わることや児童文学が

6. 22 歳男性（一般職試験合格者）

大好きなので、上野の国際子ども図書館で働け
たらいいなと思っています。語学も好きなので、
勉強を続けて留学に行き、そのような方面での

1．学生時代の専攻・研究について

お仕事にも携われたらと思います。

法学部法律学科で商法のゼミナールに所属し
ていました。過去の事件の検討を通じて、法の

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

適用に関する考え方の変遷を考察しました。

のメッセージ
最初から業界や職種をしぼってしまわずに、

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

色々なところを見て回ると楽しいですし、最終

学生時代はテニスサークルに所属し、毎日練習

的な選択にも満足しやすくなります。あとは、

をしていました。テニス経験はなく、何か新し

実際にそこで働いている方に会ってお話を聞

いことに挑戦したいと考えて参加したサーク

くのが、雰囲気や仕事内容を知る上では一番良

ルでしたが、練習をする度に少しずつ自分の出

いと思います！「国会図書館職員」というとお

来ることが広がっていく感覚はとても楽しい

仕事の内容が最初は思い描けなくてとっつき

ものでした。

にくい気がするのですが、実は面白そうなこと
が沢山あるので、少しでも興味を持ったら積極

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

的に調べてみて下さい。

私は環境づくりを通じて多くの人の活躍を支
援したいと考えて公務員を目指しました。その
中で、大学で開催された国立国会図書館の業務
説明会に参加し、興味を持つようになりました。
実際に国立国会図書館を訪れたときに、考えて
いたよりも多くの方々が利用していて驚いた
覚えがあります。その時に感じた静かでありな
がらも活気のある雰囲気に惹かれて志望した
という面もあります。
4．就職活動の方針
衆・参議院事務局や裁判所事務官、国家一般職
などを受験しました。就職活動の中では、将来
そこで働く自分がイメージ出来るかどうかと
いうことを大切にしていました。
5．当館職員採用試験の試験対策
公務員試験対策の予備校に通っていました。個
人としては、一日の中で集中して問題を解く時
間とリラックスする時間を決めて試験対策を
7

行っていました。

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

第２次試験の個別面接で訪れた際に、昼休みに

大学では日本古典文学、特に『古事記』をはじ

入り休憩に向かう職員の方々を見かけ、職場の

めとする上代文学を中心に学んできました。用

雰囲気の良さを感じたことが印象に残ってい

例を根拠に言葉のひとつひとつについて考え

ます。就職活動を通して、社会の一員として働

ていくのは根気がいるものでしたが、古代の

くということがどのようなことなのかを考え

人々の様子や感覚がかい間見えることが興味

るようになりました。自分の仕事に責任を持っ

深かったです。

て、しっかり取り組みたいと思います。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

大学の附属図書館でインターンシップをして

と・頑張りたいことなど今後の目標

いました。図書の装備や配架などの日常の業務

私は調査及び立法考査局での仕事に特に関心

をお手伝いをしたり、ときにはさまざまな自主

があります。それは情報の提供を通じて議員や

企画に参加することもありました。大学の附属

関係者の方々の活動を支える仕事にやりがい、

学校園や留学生にも協力していただき、世界の

適性を感じたからです。しかし実際に働き始め

絵本・児童書の展示会を行ったことが一番の思

れば、まだまだ私では力不足を実感する場面も

い出です。子どもたちが夢中になってページを

多いと思います。様々な仕事に挑戦し国立国会

めくっている様子に癒され、大きな達成感を感

図書館の戦力であると言えるようになること

じました。

が当面の目標です。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

本が好きという気持ちで小さなころから図書

のメッセージ

館で働くことに憧れをもっていましたが、大学

就職活動はその後の人生にも大きな影響を与

での学びを経て資料の保存・提供という図書館

えるものだと思います。後悔のないように頑張

の意義についても考えるようになりました。そ

ってください。

の中で国立国会図書館は日本の資料の保存に
大きな役割を持っており、現在だけでなく過去
や未来にもつながる仕事ができると感じまし
た。さらにもともと関心のあった司書業務の他
にも、多岐にわたる分野で業務があり奉仕の幅
も広いことも魅力的でした。
4．就職活動の方針
司書職を中心に考えていましたが、一般行政の
地方公務員についても業務説明会で惹かれる
8

点があり併願していました。できれば教育や文

館の魅力を知ってもらえるような仕事ができ

化に関わる仕事がしたいと考えていましたが、

たらと思います。

さまざまな分野にふれて学び続けたいという
気持ちもありました。またできるかぎり説明会

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

などには足を運び、職場や職員の方々の雰囲気

のメッセージ

を感じることも大切にしていたつもりです。

どのような志望先でもいわれることだとは思
うのですが、なぜ国立国会図書館なのか、他の

5．当館職員採用試験の試験対策

機関や図書館とはどのように違うのか、を考え

一般的な公務員試験対策は予備校に通いまし

ることが自分の気持ちを確かめるためにも志

た。専門試験は他の司書職の過去問も解きなが

望動機をまとめるにも効果的だったような気

ら、司書講習で使ったプリントや用語集を使っ

がしています。試験は長丁場なので、体調には

て勉強しました。英語は日ごろからもっと触れ

十分気を遣い力が発揮できますよう、陰ながら

ておくべきだったと少し後悔が残ります。また

応援させていただきます。

息抜きもかねて本館や国際子ども図書館の展
示会・講演会に参加したり、ホームページを熟
読し利用してみたりもしました。
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
面接のときに、先に終わった他の受験生も「楽
しかったです！」と出て来られていたのですが、
とても和やかに話を聞いていただけたことが
励みになり緊張もほぐれました。就職活動は、
私は公務員試験が中心でしたが、思っていた以
上に長丁場で緊張することばかりでしたが、こ
ういうときにこそ周りの人からの応援や友達
との会話のありがたさに改めて気づかされま
した。また自分は今後何がしたいのか、何にむ
いているのかなど自分と向き合う機会が持て
たことも本当に良かったです。
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
職員の方々は大変勉強熱心な方が多いと聞い
ていますので、私もどのような分野においても
視野を広くもち学び続ける姿勢を忘れずにい
たいです。また、やってみたいこととしては、
たくさんの人々、特に子どもたちに読書や図書
9

験対策についてアドバイスをいただきました。

8. 23 歳男性（一般職試験合格者）

伺ったことを参考に、筆記試験については国会
図書館の過去問や公務員試験の過去問・対策本
を使って試験対策をしました。面接については、

1．学生時代の専攻・研究について

図書館の面接までに民間企業の面接を何度か

ロシア語/文学を専攻しており、卒業論文では

受けていたので心の準備はできていました。

ロシアのある現代詩人について論じました。

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

いろいろとありますが、何と言ってもやはりロ

国会図書館の採用試験に関して特別印象に残

シアに留学したことです。

っていることはありません。就職活動について、
結果論ですが、就職活動をしたことでパーソナ

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
国会図書館に勤務している大学の先輩がおり、

ルヒストリーに区切りをつけて自分の来し方
を振り返るとともに自分の商品価値を客観的

その方から話を伺えたことが一番のきっかけ

に観察する機会ができたので、良かったと思い

になりました。国会図書館を志望した理由とし

ます。

ては主に以下の 3 点です。1, 仕事内容や国会
図書館がもつ使命、職場の雰囲気などを総合し

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

て考えて自分に合っていそうである点。2, 日

と・頑張りたいことなど今後の目標

本の図書館を代表する機関であることから、対

入館予定者という身分なので具体的に自分が

外国業務などにおいて大学で培った知見を活

どのような業務に携わるのか、またその中でど

かして仕事ができそうである点。3, 国立機関

のように役に立てるのかはまだ自分でもわか

ならではの大きなスケールの仕事の経験を通
じて自分自身が大きく成長できそうである点。

りませんが、ジョブローテーションが制度とし
てあることも国会図書館で勤務することの大
きな魅力の一つだと考えているので、いろいろ

4．就職活動の方針
民間企業を中心に就職活動を進めていました。

な仕事を経験して一つ一つの業務の中で自分
にできる限りのことをやっていきたいと考え

ロシア語専攻ではありましたが仕事と好きな

ています。その結果、自分の可能性を拡げるこ

こととは分けて考えていたので、ロシアに関連

とができたり、今まで想像もできなかったよう

した仕事に就きたいとは必ずしも思いません

なことが経験できるとすればそれは望外の僥

でした。そのため企業の雰囲気や仕事の内容を

倖といったところです。

重視し、自分がどんな風に働けるのかを具体的
にイメージしながら職を探しました。結果とし

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

ては出版や教育、翻訳系企業を多く志望するこ

のメッセージ

とになりました。

自分の立場から言えることはありません。
5．当館職員採用試験の試験対策
先輩職員に OG 訪問させていただいた際に、試
10

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）

教養試験対策として市販の問題集を利用しま
した。専門試験は自分の得意分野が選べるので、
これまでに学習してきた知識が活かせる部分

1．学生時代の専攻・研究について

が多いと思います。HP に掲載されている過去

農学部に在籍し、農学や生物学について学んで
いました。4 回生では植物系の研究室に属し、

問にも目を通しました。英語については、日頃
論文などを読む機会も多かったのでそれが活

遺伝子技術を用いて花に関する研究を行いま

かせたかと思います。また、何度か模擬面接を

した。

受け、自分の考えを整理しました。
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・

学園祭の実行委員を務め、来場者十万人規模の

就職活動を通しての感想

学園祭の開催に尽力しました。広報を担当して

試験を通して、自分がどういう人間か、自分の

おり、フリーペーパーやオリジナルグッズのデ

やりたいことは何か、将来どうなっていたいか

ザインなど、数多くの貴重な経験を得られまし

などが自分の中で整理されていくことが印象

た。研究室に配属されてからは昼夜を問わず研

的でした。しかし実際に試験や面接の場になる

究に打ち込み、まだ誰も知らないことを探求す

とうまくいかず、落ち込むことも多くあります。

る大変さと楽しさを実感しました。

それでも前向きに、現段階の最善を選んで頑張
ろうという気持ちを強く持つことが重要かと

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

感じました。

大学生活を通して、研究職など理系の分野にこ
だわるよりも幅広い内容を扱う職に就きたい

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

と思うようになりました。国立国会図書館は採

と・頑張りたいことなど今後の目標

用の幅も広く、理系の知識を活かす機会もあり

レポートにまとめたりすることが好きなので

つつ多様なことにチャレンジできると考え志

調査業務や、学園祭でも担当していたので広報

望させていただきました。すべての書籍を収集

の仕事に興味があります。しかしどの仕事もそ

し、日本の知識や学問を支えていることも意義

れぞれに興味深いので、まずはいろいろなこと

深いと思います。また、業務説明会で話をして

を体験して職員としての経験を積みたいです。

くださった方が仕事に誇りや理念を持ち、楽し

将来的には、自分の仕事に関する理念や楽しさ

んでおられるのが伝わってきたことも印象的

をきちんと持っているような人間になりたい

でした。

と思います。
4．就職活動の方針
公務員志望だったので他の採用試験も受験し、

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

まだ研究を深めてみたい気持ちもあったので

受験前は過去の倍率を見て暗い気持ちになっ

院試も受けました。自分が一生やりがいをもっ

ていたのですが、まずは受験してみないことに

て続けられることかどうかを熟考し、最終的に
国立国会図書館に決めさせていただきました。

は何も始まりません。採用試験を通して自分が
考えさせられることも多く、必ず得難い経験に

11

なると思います。皆さんの挑戦がうまくいくよ

10. 24 歳男性（一般職試験合格者）

う応援しています。

1．学生時代の専攻・研究について、前職につ
いて
学生時代は文学部で西洋史を専攻し、13 世紀
のフランス国王ルイ９世について研究してい
ました。大学卒業後は民間のセキュリティ企業
に就職し、現場に急行する警備隊員として勤務
していました。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
学生時代は塾講師のアルバイトをしていて、夏
休みや冬休みは毎日のように中高生の授業を
していました。また、学生時代で一番思い出に
残っているのは、卒業旅行で一週間ロサンゼル
スに行ったことです。私にとって初めての海外
旅行だったのですが、何とか拙い英語で乗り切
りながら、ハリウッドやディズニーランドを満
喫することができました。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
公務員試験を受験するに当たって様々な機関
を調べている中で、ＨＰでたまたま採用試験の
存在を知ったのがきっかけです。業務内容をさ
らに調べていくと図書館としての業務だけで
なく、史料、文化財の収集や保存などの業務も
行っていることを知りました。過去の史料を保
存して未来に残していくことは歴史を学んで
きた自分にとって非常に魅力的に感じ、志望す
るようになりました。
4．就職活動の方針
私は公務員として働きたいという気持ちが強
くなって前職を退職しました。そのため、併願
先も国家一般職や特別区、地方上級など公務員
のみでした。どこを受験する際も「社会や地域
12

全体の役に立ちたい」という思いは共通してい

と未来に残すことは、とても大きなやりがいを

ましたが、自治体などの場合どうしても業務内

感じられると思います。ふたつ目は国際子ども

容は似通っている部分も出てきてしまいまし

図書館での業務です。上記のように、私は教育

た。そこで、私は教育や子育てなどの分野にも

や子どもに関することにも関心があるので、子

関心があったので、その分野の政策が充実して

ども達にここでしか味わえないような本や場

いたり、方針に共感できるところを中心に受験

を提供することで、様々な学びの手助けができ

していました。

ればと思います。

5．当館職員採用試験の試験対策

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

一次試験は基本的に他の地方上級などの試験

のメッセージ

と同様に、過去問を繰り返して勉強していまし

国会図書館は日本で唯一の国立図書館として、

た。文系のため理数科目は苦手だったので、そ

本や史料、国会運営に関わる様々な業務を行っ

れらの科目は参考書を使って公式を一から勉

ています。私はこれらの業務について話を聞い

強しなおしました。二次試験では史学（西洋史）

たり調べたりする中で、国会図書館での仕事は

を選択したので、高校の教科書や用語集で復習

過去、現在、未来のすべてに貢献できる大きな

しました。選択式で一問あたりの記述量もそれ

意義のあるものだと感じました。そして、その

ほど多くないですが、他の公務員試験には無い

一員となれることを誇らしく感じています。本

試験だと思うので、併願している場合、それぞ

が好きな方はもちろん、私のように歴史や子ど

れの勉強にかける時間配分を考える必要があ

もに関心のある方も活躍できる場が、きっとあ

ると思います。

ると思います。少しでも興味のある方は、ぜひ
受験していただきたいと思います。

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
公務員試験の受験を通して感じたことは、受験
者も職員の方々も穏やかそうな人がとても多
いということです。それは国会図書館も同様で、
職員の方々の雰囲気や口調のおかげで、面接で
も焦ったり追い詰められるように感じること
なく落ち着いて臨むことができました。自分自
身も割と穏やかな性格なので、一緒に働くとい
う点でも安心感を持てました。
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
国会図書館の業務のうち、携わってみたいと考
えているものがふたつあります。ひとつは、国
会図書館を志望するきっかけになった史料の
収集、保存です。過去や現在のものをしっかり
13

4．就職活動の方針

11. 25 歳女性（一般職試験合格者）

今すぐ利益を生まなくても長い目で見た時に
大事になるかもしれないものがあり、私はその
ようなものを切り捨てたくないという思いが

1．学生時代の専攻・研究について

強かったので、長期的な視野を持っていそうで

学生時代の専攻は美術史で、19 世紀末のロシ

学術・文化の発展に貢献できそうな組織を志望

アの画家イリヤ・レーピンの絵について論文を

しました。民間か公務員かという区別はあまり

書きました。レーピンがロシアの民話を初めて

意識せず、民間でも伝統芸能の興行をする企業

絵画にした際に、パリの美術の動向を取り入れ

には応募しました。最終的に第一志望の決め手

ていたということを明らかにしました。

となったのは、組織の理念に共感できるかとい
うことと、業務説明会で見学させていただいた

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

職場の雰囲気でした。

ロシアのことを研究するのに日本に閉じこも
っていてはいけないと思い、現地調査を行いま

5．当館職員採用試験の試験対策

した。現地に知り合いのいない状況で、レーピ

試験対策は独学でした。教養試験は市販の公務

ンの資料を所蔵していそうな美術館や博物館

員試験の参考書や問題集を買い、少数の教材を

に調査協力を求める問い合わせをした時は何
度も断られ、めげそうになりました。しかし、

何度も解き直して理解を深めていきました。小
さいメモ帳を買い、よく間違える問題とその考

滅多にない調査の機会だからできることは全

え方を書いて隙間時間に読み、解き方を覚えて

部やろうと思い、外国人研究者ならではの強み

いきました。専門試験は国立国会図書館のホー

を生かして日本でのロシア美術研究の概要を

ムページに掲載されている過去問をプリント

まとめた資料を作り、その提供を持ちかけるこ

アウトし、関連する本を読みながら自分なりの

とで協力を得ることができました。

答案を作る練習をしました。面接試験はとにか
く緊張しないように心がけましたが、やはり当

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

日はかなり緊張してしまいました。

ロシアでは 20 世紀初頭に革命が起こり、革命
前の帝政ロシアについて知ろうとすると、革命

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

や第 2 次世界大戦で資料が失われていて分か

就職活動を通しての感想

らないということがよくあります。それは書簡

最終合格を頂くまでの期間が長かったので、合

だけでなく雑誌や新聞についても言えること

格を期待してもいいものか、気持ちを他の併願

で、大事なことが書いてあるはずなのに資料が

先に切り替えるべきかで悩む時間があり、自分

失われていて真相が分からないのは後の時代

の気持ちを整理して優先順位を設定する難し

の人間にとって痛手となります。研究の中で全

さを感じました。今年の就職活動は時期が遅か

ての資料を将来の世代に伝えていく営みの大

ったため、修士論文執筆と並行して進める期間

切さを実感したため、自分もその一助となりた

が長かったのですが、同時に複数の業務を進め

いという思いから職員を志望しました。

る練習になると思い、前向きに取り組むことで
負担感を減らせました。
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7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

12. 28 歳男性（一般職試験合格者）

と・頑張りたいことなど今後の目標
今まで研究に力を入れてきたこともあり、可能
であればレファレンスや調査依頼への対応、あ

1．学生時代の専攻・研究について

るいは語学を生かして海外の法律の翻訳に取

法科大学院（いわゆるロースクール）で、法律

り組みたいと思っています。しかし、以前職員

全般について。自習室にこもって基本書を読み

の方と話した際に、部署を異動して様々な業務

つつ、過去問解きつつ、議論しつつという生活

を経験することで見えてくるものがあると伺

でした。

ったため、学生生活で力を入れてきたこととの
関連性に拘らず色々なことに挑戦したいとい

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

う思いもあります。

頑張ったことは、やはり大学院時代の勉強だと
思います。どれだけの量の字を書いたか読んだ

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

かわかりません。学部時代から続けている塾講

のメッセージ

師のバイトも頑張ったことにあげることがで

国立国会図書館の業務内容や試験についての

きます。生徒にあった授業することで、試験の

情報は、公務員の他の種別と比べて知る機会が

点数が伸びるという客観的な達成感を得るの

少ないので、業務説明会は貴重な機会になりま

で、成績が伸びた時のやりがいはありました。

す。多くの職員と話し、多岐にわたる業務を少
しでも知った上で、国立国会図書館で働くこと

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

に興味を持っていただければ、これから職員に

国会図書館を詳しく知った経緯は、大学院の教

なる者として大変嬉しく思います。

授が退官して国会図書館で勤務し始めたとい
うことです。もともと、法律に関する職につく
ことを希望しており、教授の移籍により、調査
業務の存在を知りました。調査業務において、
国会議員の立法活動を補佐するという仕事に
惹かれました。立法活動を補佐することで、よ
り良い法律案の作成に寄与でき、より良い世の
中になることへ貢献できるのではないか、と考
え、志望するに至りました。
4．就職活動の方針
併願先としては、衆議院法制局、司法試験と地
方上級でした。法律を扱う可能性が高いものを
考慮して併願先を選択しています。
5．当館職員採用試験の試験対策
筆記試験対策としては、数的処理が苦手なので、
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数的処理の問題集を一周した程度です。司法試

13. 27 歳男性（一般職試験合格者）

験対策をしているロースクール生であれば、二
次の筆記は余裕で書けるはずです（対象範囲が
狭くてすみません）。面接対策は、国会図書館

1．学生時代の専攻・研究について

のことがよくわかっていなかったので、HP を

大学、大学院と法律を専攻していました。

端から端まで読み込みました。あとは、一般的
な公務員面接対策で足りると思います。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
勉学の内容としては法律を重点的に、興味のあ

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

った経済学等もあわせて行っていました。学外

就職活動を通しての感想

活動としてはボランティア活動を多々行って

面接までたどり着くとわかります。公務員試験

いました。

の面接は、無味乾燥な定型的な感じです。しか
し、国会図書館における面接はそんなことあり

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

ません。私はアットホームな感じを受けました。
入り口の警備員の方までもそうでした。それゆ

元々本が好きで、絶版本を読むために利用者と
して訪れており、本に囲まれた職場というもの

え、それほど緊張することなく、素の自分を出

に魅力を感じたこと、並びに、国会議員の方々

せたのではないかと思います。また、素の自分

のサポート等をするにあたって、自分の専攻で

を出して面接に挑んだことが最終合格に至っ

あった法律の知識を活かせるものと感じたか

た要因なのではないか、と感じています。ネコ

らです。

をかぶってもバレますし。
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

人を助けたいという意識が強かったことから、

と・頑張りたいことなど今後の目標

より多くの人の助けとなれる企業等を受けて

職員としてやってみたいことは、やはり調査業

おりました。具体的にはインフラ系やコンサル

務です。自らが調査した事項を元に法律が制定

ティング会社です。

されることとなれば、達成感が湧くと思われる
からです。今後の目標としては、国会図書館職

5．当館職員採用試験の試験対策

員としての名に恥じぬよう見識を深めてどん

私は英語に苦手意識があったので、まず

な仕事でも対応できるようになることです。

TOEIC700 点台後半を目標に英語の勉強をし
ていました。また教養試験対策は、大学入試程

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

度の一般知識の見直しと、時事問題を中心とし

のメッセージ

たテキストの読み込みを行い、本番では時間切

本が好きな方にとっては、本に囲まれて仕事で

れにならないよう、やや急ぎめに問題を解きま

きるということは素晴らしいことではないで

した。

しょうか。また、試験対策的な意味で、英語は
かなり勉強しておいたほうがいいです。面接で

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

英語のレベルについて追及されました。

就職活動を通しての感想
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誘導をしてくださった職員の方が優しく話し

14. 22 歳女性（一般職試験合格者）

かけてくださり、緊張が少しほぐれたのを覚え
ています。面接は面接官が複数人いるため、慣
れるまで見る場所に困りましたが、どの面接官

1．学生時代の専攻・研究について

の方も真剣に耳を傾けてくださり、ありがたく

建築や文学などにおける、異文化の接触と変容

思いました。

について学んでいます。卒業論文では、長崎の
独特な和洋折衷の教会群について扱っていま

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

す。

と・頑張りたいことなど今後の目標
まずは自分の強みとなる部分を仕事の中でい

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

ち早く見つけ、その分野では必要とされるとい

大学では速記サークルに所属していました。何

う人物になりたいと考えています。しかし他方

か新しいことに挑戦したいと思い、大学に入っ

で、多様な業務分野に触れ合えることもうれし

てから速記を始めました。競技人口は少ないな

く、なるべく様々な経験を積んでいけたらとも

がら、年に二度全国大会があり、大会のための

感じております。

練習や大会の運営に力を入れていました。

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

幅広く人に奉仕できることから公務員を目指

教養試験は公務員試験の中でも特に出題範囲

し、予備校の先生に勧められたことがきっかけ

が幅広く、対策が立てにくいことと思います。
しかし、日ごろから幅広い分野に興味を持つこ

で、国立国会図書館のことを知りました。書店
でアルバイトをしていたこともあって、知識・

とでカバーできる部分もあると思いますので、
なるべくいろいろなものに興味を持って生活

文化の集積ともいえる場所で働くことに関心
を持ったのが理由です。

するのが近道となるかもしれません。また、面
接については皆さん優しい方ばかりですが、慣

4．就職活動の方針

れという部分も多くあると思いますので、学校

国家公務員一般職や地元の地方公務員など、公

や企業の模擬面接等を利用してみるのも良い

務員のみを併願しました。また、仕事内容が文

と思います。

化の保全や活用に関わることができるものか
どうかを基準にしていました。
5．当館職員採用試験の試験対策
一つの問題集を 5、6 回くり返し解きました。
特に専門科目では、記述対策のために重要なポ
イントや出題されやすいポイントをまとめた
ノートを作り、暗記できるよう、すきま時間を
利用して頻繁に見返しました。問題演習をしつ
つ、まとめノートの関連箇所を思い返すように
17

して、体系的に記憶することを心がけていまし

15. 23 歳女性（一般職試験合格者）

た。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・

1．学生時代の専攻・研究について

就職活動を通しての感想

私は大学で国語学国文学を専攻しており、主に

面接室の前で控えているとき、職員の方が優し

江戸時代の文学について研究を進めています。

く声をかけてくださったことが印象に残って

卒業論文の題材として取り上げたのは江戸時

います。緊張がほぐれ、普段の自分を意識して

代の読本『南総里見八犬伝』です。作中に見ら

面接に臨むことができました。就職活動全体を

れる日本神話の影響とその意義について調べ

通して、自分がそれまで行ってきたことに意味

ています。

を見出し、現在の自分という人間ができるまで
を見つめ直す良い機会になったのではないか

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

と思います。

部活動です。私は大学でフィギュアスケート部
に属し、2 年生から 3 年生にかけての 1 年間、

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

副将を務めさせて頂きました。技術的にも精神

と・頑張りたいことなど今後の目標

的にも部の中心でなければならないと感じな

資料の保存業務に興味があります。百年後の人

がら、なかなか思うようにいかず、悩むことも

にも読み継がれるように、未来につながるよう

多くありました。自分が優れた副将であったか

な仕事がしたいと思っています。まずは、任さ

は分かりませんが、任期を終えるときには本当

れたことには真摯に向き合い、着実に周囲の環

に色々な部員から感謝の言葉を頂くことがで

境から学びつつ成長していきたいです。

きたので、努力を続けてよかったと思っていま
す。

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ
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

就職は今後の人生を決める大きな要素ですし、
就職活動は多くの機関や企業で働く人を見ら

直接の契機となったのは、大学で行われた国立
国会図書館の業務説明会に参加したことです。

れる貴重な機会なので、積極的にいろいろなと

自分自身学ぶことが好きであり、説明会以前よ

ころへ足を運んでみるのもいいかと思います。
目標を定めたら、あとは日々の積み重ねが一番

り生涯学習教育に携わる職に従事したいと考
えていたので、「日本の知を支える」という業

自分の力になってくれるはずです。

務内容は非常に魅力的に感じられました。また、
説明会を担当されていた職員の方と自分との
間に志望時期・理由などの点で共通するものが
あったことで、実際に受験に踏み切ることがで
きたのではないかと思っています。
4．就職活動の方針
私は民間企業への就職は全く考えておらず、公
18

務員試験のみに集中して就職活動を行いまし

きという性格も幸いしたのか、全体的に楽しん

た。公務員試験においても、第一希望に掲げた

で就職活動を終えることができたのではない

国立国会図書館職員の採用試験の試験日程や

かと思います。

科目を軸として、併願先を決めました。重視し
た価値観、というほどでもないのかもしれませ

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

んが、やはり根底には「生涯教育に携わりたい」

と・頑張りたいことなど今後の目標

という気持ちがあったためか、教育関連の仕事

国立国会図書館所蔵の貴重資料などを、一般の

を含む公務員試験を多く受けたように思いま

方が手軽に利用できるようにするお手伝いを

す。

できたらと思っています。また、自分自身が受
験する中で、人事の方に非常にお世話になった

5．当館職員採用試験の試験対策

こともあって、人事の仕事にも興味を持ってい

1 次試験の対策としては、ひたすらに過去問を

ます。まだ漠然としか考えられていないので恐

解く、ということをやっていました。国立国会

縮ですが、どういった仕事を任せて頂くにせよ、

図書館職員採用試験の過去問は公表されてい

一生勉強の気概でもって与えられた仕事に励

ないので、地方上級試験などのものを解いてい

みたいと思います。

ました。２次試験は専門科目の勉強ばかりに傾
倒してしまったので、もう少し英語の勉強をし

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

て臨むべきだったと後悔しています。専門科目

のメッセージ

は日本史を選択しました。語句説明の問題があ

私が本格的に国立国会図書館職員を目指すよ

ったので、高校時代の教科書などを参考に、予

うになったのは、１次試験まで３か月もないほ

め自分なりに重要語句のまとめを作ってから

どの時期で、志望時期としてはかなり遅い部類

試験に臨みました。あまり小手先のテクニック

に入ります。もう少し早くから勉強を始めれば

を使いたくなかったので、小論文対策や面接対

よかった、という後悔や焦りは常に感じており

策などはほとんどしていません。

ましたが、その中でも諦めずに最後まで目標を
貫き通したことで、合格を頂けたのではないか

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

と思っています。今から勉強しても間に合わな

就職活動を通しての感想

い、倍率が高くて自分なんて無理なのではない

私は 3 次試験まで総合職での合格を頂いてい

か、と考えて受験を躊躇している方がいるなら

たのでグループディスカッションも経験した

ば、ぜひ自信を持って、受験に踏み切って頂け

のですが、その際に同じグループの方数人と

たらと思います。

様々なお話をできたことが印象に残っていま
す。私は民間企業への就職活動を経験せず、ま
たそれまでに受けていた他の公務員試験でも
個別面接が主だったので、他の受験生の方とお
話しすることができたのは当館採用試験が初
めてでした。大好きな部活動の時間が限られる
ことは辛く感じていましたが、前述のような他
の受験生の方との歓談もあり、勉強好き、話好
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