
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、学務、教育支援系の部署以外にも、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、ここでは本学の先輩職員から、現在の仕事内容や、やりがい等を聞

いてみましたので、紹介いたします。 

 

 

総 

務 

企画・教育部 

企画総務課 評価・IR 係 

丸 明代 
（平成２５年１０月採用） 

【主な業務】 

・文部科学省に提出する業務実績報告書の作成 

・法人文書の管理 

・他機関からの調査・アンケート対応 

研
究
協
力 

研究・国際部 研究協力課 

研究企画係 主任 

岸本 綾香 
（平成１６年 8 月採用） 

【主な業務】 

・各種研究助成事業の周知、申請 

・研究機器等の受入事務 

・研究協力課内の庶務業務 

国

際 

研究・国際部 

国際課 留学生交流係 

今井 杏 
（平成 2９年７月採用） 

【主な業務】 

・外国人留学生の受入れ業務 

・外国人留学生の支援 

・外国人留学生の奨学金の事務手続き 

人

事 

管理部 

人事課 職員係 

杉本 寛明 
（平成 2８年１０月採用） 

【主な業務】 

・教職員の採用手続き 

・外国人教職員の受け入れや更新手続き 

・就業管理システムの運用 

会

計 

管理部 

会計課 財務企画係 

山村 裕輝 
（平成２０年１０月採用） 

【主な業務】 

・概算要求及び予算関係調書の作成 

・予算の配分及び調整 

・会計課内の庶務業務 

研
究
科 

 

事
務
室 

研究科事務室 

バイオサイエンス領域 

黒厚子 瑞輝 
（平成２７年１月採用） 

【主な業務】 

・論文審査会の準備及び運営 

・オープンキャンパス等イベントの準備及び運営補助 

・教授会の開催準備 

 



 

企画・教育部 

企画総務課 

評価・IR 係 

 
 
 

丸 明代 
Maru Akiyo 

平成２５年１０月採用 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■現在の仕事内容を教えてください 
評価・ＩＲ係の仕事は、大学の基礎情報の収集・公開、法人文書・個

人情報の管理など多岐にわたります。その中で特に重要な仕事として、

業務実績報告書の作成があります。この報告書は年に一回、文部科学省

からの評価を受けるために作成するのですが、作成するにあたって大学

全体のことを把握する必要があります。そのため、学内の各部署の業務

実績の報告などを書類でやりとりするだけではなく、実際に足を運び、

直接話を聞いて色々な情報を収集するように心がけています。 

 

■奈良先端大の雰囲気は？ 
 NAIST には、グラウンドやテニスコート、フィットネスジムがあり、

お昼休みにスポーツをしている職員がたくさんいます。実際、私もよ

く、就業後にフィットネスジムを利用しています。また、スポーツだけ

でなく茶道サークルなどの職員も参加可能な文化系サークルもありま

す。そして、比較的小規模な大学のためか、職員同士の距離が近く、本

当にとても和気あいあいとしています。 
 

■受験される方へメッセージ 
 研修がとても充実していて、かつ参加しやすいのは NAIST の大きな特

徴だと思います。私は昨年、11 月に「海外ＳＤ研修」という職員の語学

力の向上等を目的としたハワイでの研修に参加しました。2 週間も職場を

あけることになりましたが、私の仕事のフォローは係内でしっかりされて

いたので、研修から戻った日からスムーズに業務を進めることができまし

た。研修先では、米国と日本の大学制度や IR 制度の違いを学ぶなど、と

ても貴重な体験ができました。また、語学研修だけでなく「ビジネスマナ

ー研修」といった新人職員向けの研修や、「国立大学法人等若手職員勉強

会」といった他機関合同開催の研修など、様々な研修を就業時間中に受け

ることができます。 

 そんな NAIST で、皆さんと一緒に働ける日を楽しみに待っています。 

和やかな雰囲気の職場です 

海外 SD 研修ではハワイ東海大で日本の文化に

ついてプレゼンを行いました 

---PROFILE--- 

大阪出身。現在は職員宿舎に住んでいるため、通勤時間は徒歩 5 分。休

日は同僚と映画を見たり、美術館に行ったりしています。また、有給が

取りやすいこともあって、年に３回は旅行にいきます。最近は、夏季休

暇を使って海外に行く計画を立てています。 

仲の良い同僚と台湾旅行！ 



 

研究・国際部 

研究協力課 

研究企画係 

 
 
 

岸本 綾香 
Kishimoto Ayaka 

平成 16 年 8 月採用 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■現在の仕事内容を教えてください 
研究協力課に所属し、主に各種研究助成の申請に関する業務を担当して

います。日々公的機関から財団法人まで様々な分野から研究助成の案内が

郵便やメールで届きます。その中から、本学で行われている研究分野に関

係する案内を選び、要項等を確認の上、大学内への周知や申請書の取りま

とめを行います。研究を行う上で、研究費の獲得は重要なことですが、高

倍率の中、採択されることは難しいことです。申請書類が要項どおりに記

載されているかの確認や、締切日の厳守など、基本的なことですが申請が

滞りなく進むように気を付けて業務をしています。 

 

■奈良先端大の雰囲気は？ 
 毎年職員の採用が行われているので、若い職員も多く、年齢層のバラン

スがとれた良い雰囲気の職場だと思います。研修や人事交流制度なども充

実しています。約 3 年ごとに係の異動があるので、様々な業務に携わるこ

とができ、何年経っても日々学ぶことがあると感じています。 

 緑に囲まれた環境で、お昼の休憩時間は、スポーツをしたり図書館で過

ごしたり、業務とメリハリをつけて過ごすことができます。 

 

■受験される方へメッセージ 
現在育児時間勤務という制度を利用し、9 時から 17 時まで勤務してい

ます。通勤帰宅時に子供の保育園への送迎をしているので、このような制

度が利用できるのはとても助かります。NAIST は、仕事と家庭生活の両

立のための支援制度が充実しているので、出産、育児などライフスタイル

が変化しても仕事を続けることができる環境だと思います。 

私は、国立大学が法人化された平成 16 年の法人化後初めての採用試験

で採用されました。今まで続けてこられたのも、同期や職場の方々の支え

があってのことだと感じています。皆さんも、5 年後、10 年後の自分を

想像しながら、NAIST で働いてみませんか。 

職務中の様子です 

同期と談笑中です 

---PROFILE--- 

奈良県出身。 

育児休業から復帰後は、仕事、家事、育児に日々奮闘しています。 

目下の悩みは家事の時短で、片付け本などで研究中ですが、 

週末は家族で外出しリフレッシュしています。 

休日は家族と外出を楽しんでいます 



 

研究・国際部 

国際課 

留学生交流係 

 
 
 

今井 杏 
Imai Kyo 

平成２９年７月採用 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

■現在の仕事内容を教えてください 
NAIST は総学生数の 20%以上を留学生が占めており、国際色豊かなキ

ャンパスです。その中で留学生交流係は、留学生の生活相談、奨学金の手

続き、イベント実施など国際交流に係る様々な業務を行っています。 

代表的な仕事の１つは留学生の受入れです。係では、留学生が来日する

数カ月以上前から、メールで交流がはじまり、ビザ取得の手続きをサポー

トしたり、住む場所の手配をしたりなど、彼らが安心して日本に来てくれ

るための準備をします。ずっと文字だけでやり取りをしていた留学生が、

オフィスに来てくれてにこやかな笑顔で対面してくれた時は、この仕事を

していて良かったなと感じます。 
■奈良先端大の雰囲気は？ 

NAIST の雰囲気は一言でいうと「あたたかい」です。まだ入職して１

年しか経っていませんが、職員の皆さんがとても気さくで、入ったばかり

の人もスッと受け入れてくれる Welcome な空気が流れています。 

また、職場環境の長所の１つは、自己啓発やキャリアアップのために

色々な研修に参加することができる点です。わたしは昨年７月に入職して

すぐに英語研修を受講させていただき、毎週１回 2 時間、通常の業務を

離れて受講者の職員さんと一緒に、お互いを高め合おうという空気の中で

勉強することができました。 

■受験される方へメッセージ 
私は昨年の NAIST 採用説明会に参加した際、NAIST の様々な魅力に

感銘を受け、自分が成長できる場所であると感じたので、ぜひここで働き

たい！と思い、受験しました。 

一年前までは自分が国際交流の仕事をしているとは、想像もしていませ

んでしたので、今、国際課で働いていることを不思議に思うと共に、日々

新しく色々勉強できることにありがたさを感じています。「今の自分より

もっとステップアップしたい」と思っている方には NAIST は最適の職場

かと思います。私もまだ新参者なので、これから入職する皆さんと一緒に

成長していけたらと思います！ 

 

上司になんでも相談しやすい環境です 

昼休みはマラソンを走る方と一緒に 

ランニングしています 

留学生さんに窓口で色々な相談を受けます 

---PROFILE--- 

京都府出身。通勤時間１５～２０分。ペーパードライバーだったのに車

通勤できるまでに成長しました。休日は友人と出かけたり、家にいる時

は映画やアニメを観たり絵を描いたりしてのんびり過ごしています。 

 



 

管理部 

人事課 

職員係 

 
 
 

杉本 寛明 
Sugimoto Hiroaki 

平成 28 年 10 月採用 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

■現在の仕事内容を教えてください 
私は有期契約職員（期間の定めのある労働契約を結んだ職員）の採用手

続きを主に担当しています。雇用契約を取り扱う仕事のため、各種関係法

令等を勉強して 新の知識をインプットしながら、日々業務に取り組んで

います。 

また、雇用契約を締結している外国人の各種在留手続きにも携わってい

ます。NAIST には外国人教員や留学生が多数在籍しています。私自身英

国への留学経験があり、自身の留学体験を思い出しながら、異国の地で頑

張る外国人をサポートできることに喜びを感じております。NAIST は国

際色豊かな職場で異文化に触れながら働きたいと考えている方にとって、

大変魅力的な職場であると思います。 

 

■奈良先端大の雰囲気は？ 
仕事を進めるうえで周囲のサポートが非常に手厚いと私は感じていま

す。業務上で分からないことや疑問に思ったことは、上司や先輩職員に気

兼ねなく聞くことができます。また、もっと良くしたいという提案に対し

ても親身に適切な助言をもらうことが出来ます。 

 仕事とプライベートのバランスも取りやすい職場です。有給休暇等の各

種休暇取得を促進している職場で、多くの方が充実した社会人生活を過ご

しています。オンとオフの切り替えをしっかりとした働き方を希望する方

にとっては、非常に魅力溢れる職場だと思います。 
 

■受験される方へメッセージ 
NAIST では定期的に部署間の人事異動があり、教育や研究に関わる

様々な領域を経験することが出来ます。また、私もそうでしたが、これま

でに大学などの教育・研究機関における事務業務が未経験の方にとって

も、ご自身の学業や職務経験で培った強み・経験をきっと生かすことが出

来る職場だと思います。 

ぜひ NAIST のことをより深く知っていただき、その魅力に共鳴された

皆さんと一緒に働けることを心から楽しみにしております！ 

先輩職員に相談しています 

日々窓口にはたくさんの方が訪れます 

---PROFILE--- 

大阪府出身。通勤時間は約１時間。電車とバスに乗って NAIST まで通勤

しています。休日は買い物に出かけてリフレッシュしています。また、

海外旅行に行き現地の街中を散策することが好きです。 近は行くこと

ができていないのですが、機会を見つけてこれまでに行ったことがない

国を訪れたいと考えています。  

スコットランドのサッカースタジアムにて 
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係内打合せは和やかな雰囲気です 

 

 

管理部 

会計課 

財務企画係 

 
 
 

山村 裕輝 
Yamamura Hiroki 

平成 20 年 10 月採用 

 

   

 
 
 
 
 

平城宮跡で子供とシャボン玉！ 

お昼休みはサッカーをしています！ 

■現在の仕事内容を教えてください 
文部科学省に予算要求するための「概算要求」調書の作成や、文部科学省

から交付される運営費交付金や学生からの授業料収入等を「学内予算配分」

することが主な業務です。 

「学内予算配分」には、大学の経常経費（光熱水費や学生募集経費等）に

配分する他に、重点戦略経費（グローバル支援事業や最先端研究支援事業等）

として配分する予算もあります。この重点戦略経費は役員等が事業内容のヒ

アリングを行い学長の承認により配分を決定するため、大学運営の重要な部

分に携わることができ、とてもやりがいを感じています。 

また、概算要求や予算配分を通して財政面から大学の現状や将来的な方向

性を知ることにより、広い視野であらゆる業務に取り組めていると感じてい

ます。 

 

■奈良先端大の雰囲気は？ 
 小規模な大学だからこそ、顔見知りが多く、助け合い連携して働いていま

す。私が機関訪問で NAIST を訪れた時に、職員同士が笑顔で楽しそうに仕

事をしている姿を見て、雰囲気の良さを感じ、この職場で働きたいと思った

ことを覚えています。今でもそのイメージは変わりません。 

 また業務以外でもスポーツや飲み会など、繫がりの多い職場です。私は昼

休みにサッカーをしているのですが、休日でも年に 2 回ほど他大学の職員と

の交流戦を行い、業務以外の繫がりを通じても、良い関係性を構築できてい

ます。 
  

■受験される方へメッセージ 
 “フレッシュな大学”である NAIST は、常に新しいことにチャレンジで

き、活き活きと働ける職場です。 

語学研修や自己啓発研修などの研修制度も充実していますし、子供のいる

職員は育児休暇等も取りやすい環境にあるので、自分のキャリアビジョンや

ライフスタイルによって多様な選択が可能です。 

そんな可能性豊かな NAIST で、皆さんと一緒に働ける日を楽しみにして

います。 

---PROFILE--- 

大阪出身ですが、結婚を機に現在は奈良に住んでいます。 

通勤は車で 20 分程度で、子供を保育園に送ってから職場に来ています。 

休日は、家族でカキ氷巡りや平城宮跡等で子供と遊んでいます。 

また、月に１、２回ほど、大阪で友人とフットサルをしています。 



 

 

研究科事務室 

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ領域 

 
 
 

黒厚子 瑞輝 
Kurogoshi Mizuki 

平成 27 年１月採用 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

■現在の仕事内容を教えてください 
【主な業務】に共通するワード。そう「準備」です。事務室の仕事のほ

とんどが、一年を通してある様々な行事の事前の準備であり、まさに縁の

下の仕事です。数日間の、あるいはたった一日の行事の準備も、数か月前

からコツコツ準備していきます。 

また、事務室は常に「 前線の現場」です。研究の、そして教育の 前

線の現場だからこそ、教職員や学生、業者の方と直接的に関わり、得られ

る知見も多いです。トラブルがあれば馳せ参じなければなりませんし、機

器の動作確認や扉の施錠といった地味な仕事も多いですが、AI には代替

できない仕事です。これは、今の時代、自分の仕事に誇りに持つ上で、非

常に重要なことであると考えます。 

 

■奈良先端大の雰囲気は？ 
若手が多く活躍しています。萎縮することなくしっかり働くことができ

ますし、そういうことが求められていると感じます。それは、職場が働き

やすい環境にあるからこそだと考えます。皆さん本当に気に掛けてくださ

いますし、何かあれば必ずサポートしてくださいます。 

また、比較的コンパクトな大学である NAIST ですが、それでも多くの

部署があり、様々な知識や技術を持った人が働いています。配属された部

署で役立てられそうな資格を探し、取得を目指すのも、日々の仕事の励み

になって良いかと考えます。そういったチャンスも、NAIST での仕事の

中には多々ありますよ。 
 

■受験される方へメッセージ 
今、皆さんの前には色々な選択肢があると思います。その選択肢のひと

つに NAIST があること、そして今、興味を持って（あるいは何気なく?

それとも何かに導かれて?）この文を読んでもらえることをとても嬉しく

思います。NAIST で皆さんが輝けるよう、NAIST で仕事ができて良かっ

たと感じるよう、私達も努力しますから、どうぞ皆さん、NAIST を受験

してください。NAIST で力を発揮してください。期待しています！ 

イベント中、NAIST の学生とともに 

---PROFILE--- 

大阪生まれ。社会人一歩目は成田空港で働いていましたが、NAIST に転

職。今は茨木から電車とバスで通勤しています。通勤時間はやや長いで

すが、ラッシュに巻き込まれることもなく、好きな本を読んだりスマホ

で将棋をしたり馬を見たり、趣味の時間として通勤時間を充実させてい

ます。昨年からは月一回の京都小旅行でパワーチャージをしています。 

まとまった休みも取得でき、その時は旅行に

行ったりします（よく八重山に行きます） 

事務室でのデスクワークの様子です 




