
 
 

 

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。 

 

総

務 

教育研究支援部 

企画総務課総務係 

吉村
よしむら

 昂
たか

晋
ゆき

 

（平成２５年採用） 

【主な業務】 

・各種会議の運営補助 

・各種保険に関する業務 

・大学基金に関する業務 

・学内諸行事の運営 

学

生 

教育研究支援部 

学生課入試係 

田中
た な か

 美
み

緒
お

 

（平成２４年採用） 

【主な業務】 

・入試業務 

・学生募集説明会に関する業務 

・オープンキャンパスに関する業務 

・入試広報に関する業務 

研

究 

教育研究支援部 

研究協力課研究支援係 

西川
にしかわ

 侑
ゆう

紀
き

 

（平成２４年採用） 

【主な業務】 

・受託・共同研究等の支出伝票作成 

・受託・共同研究等の入札・契約 

・決算処理関連業務 

・調書の資料作成・とりまとめ 

産

学 

教育研究支援部 

研究協力課産官学推進係 

大石
おおいし

 健太郎
け ん た ろ う

 

（平成２５年採用） 

【主な業務】 

・特許の取得に関する業務 

・特許や研究試料提供の契約に関する業務 

・特許や契約に関する金額の管理 

・産学連携イベントへの出展業務 

人

事 

経営企画部 

人事課給与係 

奥村
おくむら

 里佳
り か

 

（平成２５年採用） 

【主な業務】 

・諸手当の認定業務 

・職員の住民税情報の管理 

・出張旅費等の支払い業務 

・採用、退職に伴う給与関係書類の手続き 

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 

鹿山
か や ま

 さやか 

（平成１６年採用） 

【主な業務】 

・図書の発注 

・図書の受入 

・図書の管理 

・図書館カウンター業務 



 
 

 

総

務 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

学内会議の運営や各種保険、大学基金に関する業務などを主に担当

しています。会議運営においては、資料の作成や会場設営、会議の進

行補助などが主な業務です。大学の運営に係わる重要な会議なので、

常に注意を払って業務を行っています。 

この他にも仕事内容は非常に多岐にわたり、学内のイベントで使用

するさつまいもを掘るなど、少し変わった仕事をすることもありま

す。仕事の幅がとても広いので、ルーチンワークにならずに様々な仕

事を経験することができ、常に勉強し続ける毎日です。 

 

（会議で使用するパソコンやタブレットを確認） 

教育研究支援部 

企画総務課総務係 

吉村 昂晋 

（平成２５年採用） 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

会議資料の作成など、他の部署と連携して進める業務が多いので、課内や他課との連携を密にし、円滑に業務を

進めることのできるよう注意しています。また、会議や学内行事など、デスク以外での仕事も多いので、どこにで

もすぐに動けるよう フットワークを軽くすることを心がけています。 

 

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～ 

大学で教育についての勉強をしていたので、それに関わる仕事をしたいと思い、大学の職員になりました。数あ

る大学の中から奈良先端大を選んだ理由は、教育研究面で最先端の活動を行う大学で働くことは、よりそれらの発

展に繋がるのではないかと考えたからです。また、奈良先端大はまだ歴史が浅く、これからますます成長していく

大学だと考えていたので、自分も同じように成長していきたいと考えたことも志望した理由の一つです。     

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～     

若手職員でも責任のある仕事を任せてもらえる

ことが魅力だと感じています。私は、採用１年目

から会議に参加させてもらえるとは思っていなか

ったので、とても驚きました。学長や理事などの

出席する会議がほとんどなので、責任感もありま

すが、無事に終了したときには非常にやりがいを

感じることができます。 

また、学内の行事についても、自分が主担当で

運営を行うものもあります。大変なこともありま

すが、責任のある仕事のなかで成長していけるこ

とは、大きな魅力だと感じています。 

 
   （奈良先端大の図書館にて。趣味は読書です。） 



 
 

 

学

生 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

  入試係での一番のメイン業務は、入試実施に伴う業務です。出願書

類のチェックや入試当日の面接資料準備、入試会場の設営等、出願か

ら合格発表までの業務となります。その他にも、出願期間前に開催す

る学生募集説明会やオープンキャンパスに関する業務から、合格後の

入学手続業務まで担当しており、受験生が入学までに一番接する機会

の多い部署となっています。また、学生やその保護者の方へ向けたパ

ンフレットや Web サイトの作成といった、受験生を対象とした広報

業務も行っています。 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

本学の入試制度の種類は多く、入試制度により出願期間や入試期間、

出願資格も様々です。そのため、全ての入試制度の内容やスケジュー

ルを把握しておき、受験生等からの問い合わせがあった際に、正確な

情報を提供できるように心がけています。また、試験制度の中には、

留学生向けのものもあります。その試験に関しては、書類は全て英語

であることや、出身国によっては日本と異なる教育制度であることが

要因となって、書類チェックに時間がかかり、スムーズに仕事が進ま

ない時もあります。そのため、入試に関する英単語や、過去に出願の

あった国の教育制度等は把握しておけるように努めています。 

教育研究支援部 

学生課入試係 

田中 美緒 

（平成２４年採用） 

（学生募集のためのオープンキャンパスにて） 

 

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～ 

機関訪問の際に、本学は若手の職員の割合が多く、他大

学に比べて平均年齢が若いため、先輩や上司の方へ意見を

伝えやすい環境であると伺い、活気のある職場であると感

じました。そして、その若手を育てるための研修制度が充

実していることは魅力的でした。また、大学院のみの大学

であるため、教職員の数も少なく、face to face で仕事

がしやすそうな環境であることにも惹かれました。 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

  私は、入試業務を担当していますが、１年目から１つの研

究科を任され、若手ながら責任と緊張感のある仕事をさせて

もらっています。また、入試委員長の先生と打ち合わせをす

ることも多く、職員と教員の距離が近いと感じることは多い

です。さらに業務外でも、学内でのスポーツやその他イベン

トが多数あるため、他部署の方とも交流が多く、仕事が進め

やすい環境があります。 

また、職員数が少ないため、他大学に比べて海外研修に行

けるチャンスに多く恵まれていることも、留学経験をして国

際関係業務に携わりたいと考えておられる方には、大きな魅

力であると思います。 

 

（入試願書のチェックも入念に行います） 



 
 

 

研

究 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

外部からの委託を受けて業務を行う「受託研究」、民間企業等と共通

の課題について分担して行う「共同研究」にかかる執行業務を主とし

て担当しています。具体的には研究に必要な物品の購入手続きや、出

張にかかる旅費の計算などの研究費の執行業務を行っています。特に

「受託研究」については、国から委託を受ける場合が多く、原資が税

金のため、適切な執行管理が必要とされます。 

 

（上司、同僚と協力しながら仕事を進めます） 

教育研究支援部 

研究協力課研究支援係 

西川 侑紀 

（平成２４年採用） 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

担当業務に責任を持って取り組むことです。そのため、仕事内容に関して深く理解することは当然のことながら、

自分自身の考えを持つことが大切だと思います。その際、公平性や平等性を意識し、自身の中で一定の判断基準を

持つことを心がけています。一方で、特別な事情がある場合は、ひとつの判断基準に捉われず、上司や周りの方に

相談しアドバイスを受けながら、仕事を進めています。 

 

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～ 

大学生の頃、理系でバイオを専攻していましたの

で、その分野での奈良先端大の研究水準の高さは 

前々から知っていましたし、学生として進学を考

えたこともありました。結果的に大学院に進学はし

ませんでしたが、何か研究に関与する仕事がしたい

と思い、研究力の高い奈良先端大を選びました。 

 

～～奈良先端大の魅力について～～ 

最先端の研究を目の当たりにし、それを支えるた

めに働くことによって、いつまでも向上心を保ち続

けられることが最大の魅力ではないかと思います。

また、一人の担当者が扱う業務の幅が広く、担当者

に求められるスキルも非常に高いため、様々な知識

を得ることができます。さらに研修制度も充実して

いますので、自ら勉強し、キャリアアップしたい方

には最適の環境が整っていると思います。 

 

 

（サッカーを通して他部署の職員とも交流があります） 



 
 

 

産

学 

  

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

  主に特許の出願および登録にかかる事務的な業務を担当していま

す。特許の取得には、特許事務所や、発明者の先生や、産官学連携推

進本部をはじめとする学内の他部署等、たくさんの方が関わっており、

その方たちと連携をとりながら仕事を進めています。 

また、その成果を社会で活用してもらえるように、産学連携イベン

トへの出展も行っています。 

 

～～仕事の中でいちばんやりがいを感じたこと～～ 

特許に関する金額の決算業務をやり遂げたときに一番やりがいを

感じました。この業務は一年間にかかった、特許および契約に関する

費用と収入のすべてについて確認し、各々必要な手続きをするとい

う、量も責任の重い業務だったため、とても大変でした。周囲の方々

にサポートしてもらいながらではありますが、やり遂げたときには達

成感と共にやりがいを感じました。 

 

 

（分からないことは特許の専門家が相談に乗ってくれます） 

教育研究支援部 

研究協力課産官学推進係 

大石 健太郎 

（平成２５年採用） 

 

～～奈良先端大を選んだ理由は何ですか～～ 

機関訪問にて、奈良先端大で実際に働いている方の話を聞

いた際に、職場の雰囲気やその方たちの人柄の良さがどこよ

りも感じられたため、奈良先端大を選びました。そのとき私

は、自分でもちゃんと働けるんだろうか、といった不安がと

ても強かったのですが、困っていたときには上司の方や他の

部署の方々にも助けてもらえたという話も聞けたため、不安

が軽減されたことも理由の一つです。 

 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

 上司や先輩がとても親切で、物事を相談しやすい雰囲気だ

と感じています。私の業務上、弁理士の先生とともに仕事を

するケースも多く、専門知識が必要とされ、自己研鑽が必要

ですが、先生や先輩に相談しながら、やりがいを感じて仕事

ができるのが魅力です。 

以前私は宿舎を借りておりましたが、安くて広くて設備も

整っているので、自宅からの通勤が困難な方でも快適に働け

る環境が整っているところも魅力的な点だと思います。 

  

 

（昼休みはテニスでリフレッシュ） 



 
 

 

人

事 

 

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

  主に諸手当の認定と旅費の支払い業務を担当しています。諸手当

の認定とは、住居を移転したり、子どもが産まれたりということに

対応し、手当の支給手続きを行うことです。旅費の支払い業務とは、

教職員や学生が出張した場合、大学の規定に基づいて、必要な旅費

額を算定し、支給する仕事です。いずれもお金に関わることなので、

不足書類がないか、記入漏れがないか、支給額に過不足がないか等

に注意しながら業務に取り組んでいます。 

 

～～仕事の中でやりがいを感じたこと～～ 

業務を通して、給与や諸手当の仕組みを覚えられることは非常に

やりがいを感じます。特に教職員の諸手当認定については、たくさ

んの規定があるため、理解するのは大変ですが、一度読んだだけで

はわからない規定や複雑な仕組みでも、実務をこなしながら少しず

つ理解できるようになり、自分自身レベルアップしていることを感

じます。一つ一つの業務を規定に照らし、正確にこなす必要がある

ため、日々「緻密さ」が求められる緊張感がありますが、それだけ

に業務を終えた時は大きな達成感を得ることができます。 

 

経営企画部 

人事課給与係 

奥村 里佳 

（平成２５年採用） 

 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

  少しでも不安、疑問に思ったことはそのままに

せず、確認するようにしています。後に大きな失敗と

ならないためにも、気になったことはその都度確認し

ながら、仕事を進めていくことを心がけています。ち

ょっとした疑問点が生じた場合にも、上司や先輩に気

軽に相談できるため、不安なく仕事を進めることがで

きます。また、業務において自分一人でできることは

限られているため、作業の進め方や進捗状況、問題点

等を常に共有することも意識するようにしています。

 

 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

総合大学に比べるとコンパクトな大学なので、職員

同士の距離が近く、相手の顔を見ながら仕事ができる

のが良いところだと思います。上司、先輩との距離も

近く、疑問や提案にも常に耳を傾けてくれるので、と

てもコミュニケーションの取りやすい環境です。 

また、同年代の職員が多く、目標とできる先輩が身

近にたくさんいるため、日々刺激を受け、モチベーシ

ョンを保つことができます。仕事以外でも様々なイベ

ントがあるので、普段関わることのない他部署の方で

も交流を深めることができると思います。 

 

 

（複雑なシステムの使い方も先輩に教わりながら） 

（同僚と協力しながら作業を進めます） 



 
 

 

図

書 

  

 

～～現在の仕事内容を教えてください～～ 

 学生リクエストや研究室からの購入依頼があった図書の発注、新しく

受け入れた図書の目録データベースへの登録、図書の装備(バーコードラ

ベルの貼付など)が日常業務です。また、研究室から図書館へ配置換えす

る図書の処理、他大学へ異動される先生が異動先で引き続き利用される

図書の移管、不要になった図書の除籍処理も行っており、図書が本学に

入ってきてから出ていくまでの一部始終に携わっています。 

その他、サービス系業務としてカウンターでの利用者対応及びテーマ

展示の企画なども担当しています。 

 

（寄贈された図書を受け入れるかどうか検討するのも仕事です） 

教育研究支援部 

学術情報課情報サービス・ 

電子図書館係 主任 

鹿山 さやか 

（平成１６年採用） 

～～仕事の中で心がけていることは何ですか～～ 

 研究に必要とされている図書を少しでも早く提供できるよう、納品された図書の受入処理を迅速に行うのはもちろ

ん、発注先の選定にも気を配っています。 

また、図書館を利用する中で、慣れてくるとつい当たり前に思ってしまうことでも、不慣れな人にとってはとまど

うことも少なくありません。初めて来館した人でも利用しやすく、めざす情報にスムーズにたどりつける図書館であ

るよう、常に利用者の視点を持つことを心がけています。 

～～今後の目標について～～ 

現在担当している業務では他部署の方と関わることはあまりな

いのですが、今後様々な機会をとらえて学内でのネットワークを広

げ、他部署と連携したサービスの提案もしていけるようになりたい

と考えています。 

 

（休日はアマチュアオーケストラで活動しています） 

～～奈良先端大の魅力は何ですか～～ 

コンパクトな組織であることから直接コミ

ュニケーションがとりやすく、相談にも乗って

もらいやすいです。また、明るく気さくな人が

多く、何かあったときはお互い協力しあって解

決する風土ができていて、雰囲気がいいと感じ

ます。積極性と向上心ある同僚や熱心に指導し

てくださる上司のもと、「ここが最先端！」の

気概と適度な緊張感をもって、自らを高めてい

ければ、と考えています。 

またキャンパス内が美しく整備されており、

快適に過ごせるのも魅力です。お昼休みには付

近を散歩して彫刻や動植物に癒されています。

 


