
 

（※ 所属等はインタビュー時のものです。） 

先輩職員に聞く！！ 

本学には、皆さんが学生時代にお世話になった学生課や学部にある事務室以外にも、企画総務課、研

究協力課、学術情報課、人事課、会計課、施設課などたくさんの部署があります。 

新規採用された皆さんは、実際にどのような部署に配属されるか、また配属された場合、どのような

仕事を行うのか、気になるところだと思います。そこで、ここでは若手の職員に現在の仕事内容や、や

りがい等を教えていただきましたので、紹介いたします。 

 

学

生 

教育研究支援部 

学生課留学生交流係 

鳩山 はるな 

（平成２０年度採用） 

【主な業務】 

・留学生の受入から来日後の学生生活全般にかかる支援

・各種奨学金の案内、申請 

・ビザ関連手続きのサポート 

・交流イベントの企画・開催、海外留学フェアへの参加

研

究 

教育研究支援部 

研究協力課補助金事業係 

並川 雄太郎 

（平成２０年度採用） 

【主な業務】 

・科研費の申請、報告業務 

・科研費の執行（物品伝票処理、旅費計算など）業務 

・予算管理システムの設定 

・学内周知用の科研費ホームページの設定 

産

学 

教育研究支援部 

研究協力課産官学推進係 

平田 悠介 

（平成２０年度採用） 

【主な業務】 

・特許の出願及び管理に関すること 

・特許の実施及び譲渡の契約に関する業務 

・産官学連携推進本部に関すること 

・産学連携イベントへの出展業務 

人

事 

経営企画部 

人事課福利厚生係 

西岡 大輔 

（平成２３年度採用） 

【主な業務】 

・共済組合員証（保険証）の発行業務 

・共済組合掛金の管理・計算業務 

・テントやスーツケース等の共済物品貸し出し 

・レクリエーションの企画・立案 

会

計 

経営企画部 

会計課資金係 

江草 大樹 

（平成２３年度採用） 

【主な業務】 

・現金収納にかかる窓口対応 

・銀行口座の入出金の確認管理 

・ネットバンキングでのデータ送受信 

・授業料や寄宿料の債権管理 

図

書 

教育研究支援部 

学術情報課情報サービス・ 

電子図書館係 

林田 麻未 

（平成２０年度採用） 

【主な業務】 

・付属図書館における利用者支援業務 

・授業アーカイブに関する業務 

・学術リポジトリ naistar に関する業務 

・その他、各種電子化資料に関する業務 



 
 

 
 

学

生 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

留学生交流係は、外国からくる学生が奈良先端大で快適な研究生活

を送れるよう、受入から帰国まで留学生の生活をサポートする役割を

担っています。出入国や滞在に関する手続き、履修相談や日本語学習、

奨学金への申請や各種イベント、その他日常生活を送るうえで必要な

サポートなどを提供しています。世界中の学生とメール等でやりとり

し、窓口には毎日様々な留学生が訪れます。 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

奈良先端大では留学生とスタッフの距離が近く、きめ細かい丁寧な

サポートの積み重ねが留学生との信頼関係につながっています。留学

生交流係に配属されて日は浅いですが、スタッフの一員として業務に

関する知識を深めるだけでなく、積極的に留学生とのコミュニケーシ

ョンを図りたいと思っています。目下のところ、留学生の顔と名前を

覚えることに努めています！ 

教育研究支援部 

学生課留学生交流係 

鳩山 はるな 

（平成２０年度採用） 

（留学生旅行で明日香村の石舞台へ） 

～～仕事で一番やりがいを感じたこと～～ 

日本は欧米諸国に比べると言語や経済的な壁が高く、な

かなか留学先に選ばれにくい国です。日本での暮らしに不

安を感じている留学生にとって、留学生交流係によるサポ

ートは特に重要だと思います。 

奈良先端大では留学生見学旅行を開催しており、私もス

タッフとして準備に携わりました。数ヶ月前に来日した時

は不安そうに見えた留学生が、明るく旅行を楽しむ姿が印

象的でした。今後、留学生と関わる時間が長くなるにつれ、

達成感ややりがいは、さらに大きくなっていくのだろうと

感じています。 

～～奈良先端大を選んだ理由～～ 

「最先端研究を担う研究者と学生を支える。」 

間接的ではありますが、大きなやりがいと夢のある仕事だと

感じました。また、若手職員の方がのびのびと仕事をされて

いる印象を受けたことや、充実した研修制度などから組織全

体で事務職員を育てようとする体制にも惹かれました。 

 

～～奈良先端大に興味がある皆さんに一言～～ 

奈良先端大は最先端研究を担う大学ですが、その規模や土

地柄、職員の人柄ゆえか、アットホームで居心地の良い大学

です。そして若手職員にとっても、様々な可能性やチャンス

にめぐまれた職場です。仕事をしながらステップアップした

い、奈良先端大はそんな職場を求めている方にぴったりの環

境だと思います。奈良先端大で、みなさんと一緒に働けるこ

とを楽しみにしています！ 

（顔見知りの留学生と談笑することも） 



 
 

 

研

究 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

研究者が国から受け入れる「科学研究費」という研究費に関する業

務を担当しています。研究に必要な機器の購入手続きや、出張に係る

費用の計算を行うほか、申請・報告に必要な書類のチェックを行って

います。普段の生活では考えられないような高額な機器の購入手続き

を担当することもあり、多くの方々の目に触れるため、大変気を遣う

仕事ではありますが、無事に購入できたときには安堵感、達成感を感

じます。 

 

（相談事があるときは顔を合わせて打合せ） 

 

教育研究支援部 

研究協力課補助金事業係 

並川 雄太郎 

（平成２０年度採用） 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

大学の規模がコンパクトで、人と人の距離が近いため、相談事をする際には、直接会って話すようにしています。

メールや電話で済ますこともできますが、こちらが望むことを正確に伝える、相手が望むニュアンスを汲み取るに

は、直接会って話すことが一番だと思います。 

 

～～今後の目標について～～ 

今後、国際関係の業務に携わりたいと考えているので、英語の勉

強に励んでいます。研修制度も充実していて、外部の英語講師を招

いての英語研修もありますので、積極的に受講しています。大学内

には留学生や外国人の先生もいらっしゃるので、外国人の方と交流

できる環境にあるのが語学向上に目指すにはよいところですね。 

 

～～奈良先端大の魅力について～～ 

同じ事務局内の人はほぼ顔見知りで、他部署の人であっても、気

さくに相談ができる環境があるのが良いところだと思います。 

休暇についても柔軟に取得することができますので、業務が比較

的に穏やかな夏頃は長めの休暇をとることもあります。私は夏季休

暇を利用して、南米ペルーへ旅行しました。世界遺産のマチュピチ

ュやナスカの地上絵を見ることができ刺激的な旅行となりました。

（夏季休暇でマチュピチュへ） 



 
 

 

産

学 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

特許の出願から登録、維持にかかる事務手続き及び、特許の実施や

譲渡の契約に関する業務を中心に行っています。難しい専門用語がた

くさんあり、理解するのはとても大変ですが、産官学連携推進本部の

担当コーディネータと密に連絡を取り合いながら、手続きを進めてい

ます。 

また、本学の研究内容を広く企業の方々へも知ってもらい興味を持

ってもらうため、産学マッチングイベントであるイノベーション・ジ

ャパン等の出展イベントに毎年参加しており、会場まで出向いてその

準備を行ったりもするので、比較的出張が多い部署だと思います。 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

仕事の中で心がけていることは、書類の提出期限を常に意識し、余

裕を持って対応できるようにすることです。自分が担当している業務

について、提出時期やその仕事をこなすのにかかる時間はそれぞれ異

なるので、まずは今かかえている業務全体を把握した上で、どの仕事

から取りかかればよいか、優先順位をつけて要領よくこなすというこ

とを日々考えるようにしています。 

 

教育研究支援部 

研究協力課産官学推進係

平田 悠介 

（平成２０年度採用） 
 

～～仕事の中でいちばんやりがいを感じたこと～～ 

具体的な事例を挙げるのは難しいのですが、若手職員にも

責任ある仕事を任せてもらえることにはやりがいを感じま

す。例年のやり方よりもこっちの方が良いと思えば、上司と

相談して変更することも可能だと思いますし、自分の意見を

しっかり聞いてもらい、納得してもらえたときは嬉しいもの

です。 

 

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～ 

まず大前提として、私は生まれも育ちも奈良ですので、地

元である奈良で働きたいという希望を持っていました。正直

なところ、ここで働くまでは奈良先端大のことは知らなかっ

たのですが、地元奈良に先端科学技術分野に係わる高度な研

究を行う大学があることを知り、自分も微力ながら研究が少

しでもスムーズに進むようお手伝いが出来ればと思い、奈良

先端大を選びました。 

 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

奈良先端大の魅力は、職員はもちろんのこと教員との距離

も近いところだと思います。 

  また、昼休みや仕事終わりにスポーツ（サッカー・野球・

バスケット・バレー･･･etc）をしている職員が多く、仕事だ

けでは関わらない部署の方ともスポーツを通して親しくなる

ことが出来るので、それは仕事をしていく上でも間違いなく

プラスになりますし、自分を覚えてもらうチャンスでもある

と思います。 

 

 

（大事な会議に出席することもあります） 

（バスケット仲間と集合写真） 



 
 

 

人

事 

 

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

  教職員の健康保険や年金等を取り扱う共済組合に関する業務を担当

しています。共済組合の業務は幅広く、また皆さんがイメージする大

学職員の業務とは異なる部分が数多くあると思いますが、主に教職員

の方を相手に、病気、怪我、出産、災害等に対して必要な給付を行っ

たり、福祉事業として各種レクリエーションを行ったりしています。

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

  常に「教職員の方々のために」という気持ちを持つことを心がけて

います。教職員の方々は、職場環境だけでなく、プライベートや退職

後のことも考えたときに安心できるような福利厚生サービスを求めて

います。そのようなサービスを求める声に応えるためには、本学の福

利厚生や共済組合で受けられる給付等についてたくさんの知識を持た

なければなりません。私は、日頃から規程集や実務本を読んで知識を

身につけるとともに、電話や窓口で相談に来られる教職員の方々の疑

問や不安を解消するために、親身になって相談に乗ることを心がけて

います。 

経営企画部 

人事課福利厚生係 

西岡 大輔 

（平成２３年度採用） 

 

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～ 

  仕事内容と職員の方々の雰囲気です。仕事内容の面では、

世界で活躍する研究者と共に奈良先端大学を発展させるた

めに全力で仕事ができる点で、私にとって非常に魅力があっ

たので、是非奈良先端大学の発展に貢献したいと思い、志望

しました。職場の雰囲気の面では、機関訪問のときから職場

の雰囲気はとても良いと伺っていました。実際、内定後に内

定者懇談会という懇親会を設けていただいたときに、管理職

の方々と先輩職員の方々の話している姿を見て、とても仲が

良さそうだったので、先輩方のように良い人間関係の中で仕

事がしたいと思ったことが選んだ理由です。 

 

 

（窓口でも笑顔で対応） 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

規模がコンパクトな分、若手の職員が任される仕事の中で

責任ある仕事ができますし、職員一人一人がコミュニケーシ

ョンを大切にしていて上司との距離が近い分悩んだときに

はすぐに相談に乗ってくれます。また、職員の方々はフレン

ドリーな方がとても多いです。昼休みはそれぞれスポーツを

して共に汗を流す方がたくさんいますし、仕事が終わった後

は、先輩や同僚と一緒に飲み会をして、交流を深めることが

できます。このように、魅力たっぷりの奈良先端大学で、皆

さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。 

 

 
（野球で汗を流します） 



 
 

 

会

計 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

銀行振込入出金や、授業料・寄宿料の管理などの業務をしています。

例えば、大学の銀行預金口座には、ほぼ毎日何かの入金がありますの

で、その入金内容を確認し、請求内容との照合を行っています。また、

各担当部署からの支払依頼について、銀行振込を行っています。これ

らの銀行振込入出金は、ファームバンキングシステムを利用し、イン

ターネットでのデータ送受信によって行いますので、ほとんどパソコ

ンの前に座っての作業になります。 

 

 
（窓口で現金を受け取ることもあります） 

経営企画部 

会計課資金係 

江草 大樹 

（平成２３年度採用） 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

資金係はルーチン業務が多いので、すぐできるものは先にやり、時間のかかるものは余裕のある時に準備をして

おくことで、できるだけ効率よく仕事を進められるようにしています。計画的に業務を行い、毎日定時で帰れるよ

うに心がけています。 

 

～～現在の仕事のやりがいを教えてください～～ 

学生が加入する保険があるのですが、その保険料の納付方法を従前のものから変更しました。新しい払込用紙を

作成するなど大変でしたが、結果として学生の手数料も軽減され、収納にかかる事務負担も大幅に削減されたので、

やりがいを感じました。奈良先端大に入って１年ほどでこの変更に取り組みましたが、学生や他部署も巻き込んだ

業務だったので、責任ある仕事をさせてもらっていると感じることもできました。               

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～  

山中伸弥先生が在籍されていた大学だというこ

とは知っていたので、最先端の研究をしている大学

だという、良いイメージはありました。新しい大学

ながらそのような実績もあるので、これからの益々

の発展の可能性を感じましたし、自分もともに成長

し、大学の発展に貢献したいと思いました。 

また、僕は奈良県出身なので、奈良への愛着もあ

りました。近畿の他府県からは奈良は遠いというイ

メージを持たれていますが、大阪や京都へのアクセ

スもいいですし、住みやすくて良いところですよ。

 

   （昼休みにはサッカーでリフレッシュ） 



 
 

 

図

書 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

「図書」と聞いて皆さんがイメージしやすい図書館カウンターでの

利用者対応の仕事もしていますが、メインは電子化資料に関する仕事

です。本学の附属図書館は電子図書館として設立されたこともあり、

電子化資料の蓄積・公開に力を入れています。一例として、本学では

日頃行われる授業を録画し、公開する授業アーカイブ事業を行ってい

ますが、録画されたものをそのまま公開してしまうと著作権上問題が

発生する可能性があります。そのため、公開しても問題がないか(他人

の著作権を侵害していないか等)をチェックし、編集するといった作業

を行っています。その他、学術雑誌掲載論文等の研究成果を世界に発

信するための学術リポジトリ naistar の管理も行なっています。 

 

（ＰＣを使って資料の電子化作業を行います） 

教育研究支援部 

学術情報課情報サービス・ 

電子図書館係 

林田 麻未 

（平成２０年度採用） 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

自分のペースでこつこつと進めていくことです。私の担当する仕事には明確な締切があるものは少ないのですが、

やはり早く終わらせるに越したことはないですし、ほぼ毎日一定量の業務が発生しますので着実に処理していくこ

とを心がけています。もちろん急に発生する業務もありますので、その場合にも通常の業務が大きく遅れてしまわ

ないよう考慮しながら仕事を進めるようにしています。 

また、業務を進める際には最終的にどうなっているべきかを意識し、その上で何をどのように進めるのがベスト

かを考えるようにしています。 

 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

教職員間のコミュニケーションがとりやすい環境にあり、ささ

いなことでもとても話しやすい空気ができていること、そのおか

げか業務の改善を行う際など様々な場面でフットワークが軽い

ことが奈良先端大の魅力だと感じています。 

 
（打合せも和やかな雰囲気で） 

 

～～今後の目標について～～ 

今後異動し、今まで経験したことのない業

務に携わることが何度もあると思いますが、

単に目の前の業務、そのやり方だけを学ぶの

ではなく、大学全体の中での役割や他の業務

との関係を分かった上で知識を深めていけ

るよう、より大きな視野を持って仕事を進め

ていけるようになりたいと考えています。 

 


