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5．当館職員採用試験の試験対策

【総合職試験合格者】

専門試験の対策には市販の公務員試験用の問
題集を何度も解き直し、予備校主催の模試も利
用しました。集団面接の対策には過去問をもと

1. 25 歳男性

に、一人でイメージトレーニング（全体の流れ、
意見の応答など）を行いました。これは自分で

（専門科目：社会科学、大学院）

も少々奇特な対策法のように感じましたが、意
1．学生時代の専攻・研究について

外と本番で役立ちました。

広い視点で社会の様々な問題を考察できる点
に魅力を感じ、学部の時から憲法学を専攻して

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

きました。大学院に入ってからは、特にヘイト・

就職活動を通しての感想

スピーチの規制と表現の自由との調整をテー

3 次試験の個人面接で、面接官が 10 人程いら

マに研究しています。

っしゃったのが印象的でした。今までこれ程大
人数を前にして面接を受けたことが無かった

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

ので非常に緊張しました。いま振り返ってみる

サークル活動として、仲間たちと一緒に山野や

と、それだけ多角的に志望者を評価することに

離島を探索して生物観察をしたのが良い思い

重きを置いていた面接試験であったように思

出です。観光旅行ではまず行かないような土地

います。

に赴き、図鑑でしか見たことがなかった生物と
出会う度に感動していました。

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

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

専門である憲法学を主軸に、積極的に幅広く学

自分のような好奇心旺盛な人間を歓迎してく

ぶ姿勢を大切にしていきたいと思っています。

れる職場のように感じたからです。実際にすぐ

利用者の方々や代議士の先生方からどんな質

に役立つとはわからないことであっても、興味

問が飛んできても即応できるような職員にな

を持って学ぶ姿勢を職務上肯定的に評価して

りたいです。

頂けそうな点で、国立国会図書館は際立ってい
ると感じました。

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

4．就職活動の方針

まずは東京本館でも関西館でも良いと思うの

専攻していた憲法学の知見を活かせることか

で、一度利用してみることをおすすめします。

ら、公務員をメインに就職活動を行っていまし

国立国会図書館で働くイメージがより具体的

た。その中から、性格やライフスタイルといっ

になると思いますし、試験勉強がしんどい時の

た（どちらかと言えば）私的な自分像との乖離

心の支えになるかもしれません。

が少ない職場を絞り込んでいったように思い
ます。
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2. 25 歳男性

たいです。

（専門科目：社会科学、大学院）

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

1．学生時代の専攻・研究について

倍率が高いことから自信を持てないかもしれ

地域文化研究専攻に所属して旧東欧地域（特に

ませんが、少しでも関心があればまずは受験す

旧ユーゴスラヴィアのセルビア）の民主主義な

ることを前提に行動してみるのが良いと思い

どに関しての勉強をしていました、

ます。そこから自分の考えや志望がかたまって
くるということもあります。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
アルバイト代を貯めて初めて一人で海外に行
ったことです。全部で半年程度の期間でしたが
色々な経験ができました。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
就職活動の方針と一致するように思えたこと、
本が好きなことが理由です。
4．就職活動の方針
外国語を役立てられそうなこと、公共に関係す
ることの２点を重要視していました。
5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験は 2 月頃に市販の問題集を繰り返し
解いて練習しました。2 次試験は政治学を選択
し、1 次試験が終わったあと学部 1 年の時に購
入した教科書を繰り返し読みました。歴史や時
事的な内容に手が回らなかったので本番でか
なり焦ったのを覚えています。
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
試験ごとの間隔が長いので毎回結果が待ち遠
しかったです。
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
どのようなものであれ上司や先輩の皆さんに
安心して仕事を任せていただけるようになり
3

3. 23 歳女性

に数的処理の問題を解くなど、時間を無駄にし
ないよう意識しました。2 次試験は WARP を

（専門科目：社会科学、大学）

利用して閲覧した過去問を自分なりに分析し、
教科書を読み込みました。

1．学生時代の専攻・研究について
法学部で政治学を中心に学びました。また、法

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

社会学ゼミで 19 世紀後期から 20 世紀にかけ

就職活動を通しての感想

てのアメリカ法史を扱った教科書を輪読し、担

3 次試験の面接で、大きな部屋に面接官の方々

当箇所の日本語訳をゼミ内で発表しました。

がずらりと並んでいる様子を見たときの緊張
は忘れられません。また、地方在住のため、夜

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

行バスや新幹線での頻繁な移動が就職活動を

私は大学 2 年生まではデザインや建築を学ぶ

通して深く印象に残っています。

理系の大学に通っており、3 年生から大学を変
え法学部に編入しました。理系から文系に進路

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

変更し様々な学問分野に触れたことは、苦労も

と・頑張りたいことなど今後の目標

ありましたが視野を大きく広げるきっかけに

志望するきっかけとなったのは調査員の仕事

なり、そのような経験ができた大学生活のすべ

ですが、大規模な図書館ならではの多岐にわた

てが印象深い思い出です。

る業務を経験するなかで、まだ知らない自分の
可能性に出会うことを楽しみにしています。ど

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

んな業務を担当することになっても、初心を忘

調べ物や文章を書くことが好きで、調査員の仕

れず日々研鑽し、国立国会図書館の使命に貢献

事に関心を持ったことが志望のきっかけです。

したいです。

さらに、IT 企業のアルバイトでブログサービ
スの終了に関わったことでインターネット上

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

の情報を保存する難しさについて考える機会

のメッセージ

があり、ますます国立国会図書館に興味を持つ

筆記試験にしろ人物試験にしろ、最後の１秒ま

ようになりました。

であきらめずに、知識や経験、熱意をアピール
することが後悔のない結果につながると思い

4．就職活動の方針

ます。皆さまの就職活動が実り多きものとなり

情報を扱う仕事に興味がありました。出版社や

ますよう、心から応援しています。

新聞社など民間企業の受験も検討しましたが、
より長期的な視点を持った職務に取り組みた
いと考え、公務員試験のなかで調査業務に携わ
れそうなものを選んで受験しました。
5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験は、予備校の授業やテキストで対策し
ました。勉強を始めたのが 2 月末からと遅かっ
たので、大学の授業前や昼休みなどの隙間時間
4

4. 24 歳女性

5．当館職員採用試験の試験対策
2 次試験は文学を選択しました。高校時代に使

（専門科目：人文科学、大学院）

っていた日本史・世界史の教科書から、文化史
のページにある文学作品とその作家を中心に、

1．学生時代の専攻・研究について

文学辞典を使って 60～100 字で説明できるよ

卒業論文と修士論文ともにロシア美術をテー

うにしました。論述・論文などについて特別な

マに選びました。日本ではまだあまり研究が進

対策はせず、自分の専門や問題意識に引き付け

んでいない分野なので外国語の文献に日々向

て論じることを心掛けました。

き合い、教授の紹介で研究者の方とお会いした
り、ロシアに調査に行ったりと、学生ながら貴

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

重な経験をしたと思います。

就職活動を通しての感想
3 次試験が印象に残っています。面接では緊張

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

感にのまれてしまい、うまく受け答えができた

学部時代は吹奏楽団に所属し、演奏や幹部の仕

気がしませんでしたが、思い返してみれば、私

事に打ち込みました。どちらでも中心的な役割

の本心を知ろうとしてくださっているような

を担うことが多くありましたが、単に指示を出

質問ばかりだったと思います。集団討論では自

すだけではなく、指導する後輩や一緒に仕事を

分が考えてもいなかったような意見を知るこ

する相手に寄り添って、自分も同時に成長して

ともでき、受験者の多様さやレベルの高さに刺

いくことを学びました。

激を受けました。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

司書課程の授業を受けたことがきっかけです。

と・頑張りたいことなど今後の目標

日本の知的財産を守り、誰もが利用できるよう

今一番興味があるのは、図書館協力です。日本

整備していることを知って、自分のそのような

中の図書館を結び付け、サービスの根本的な向

仕事に携わりたいと思いました。特に、関西館

上を図るという、国立国会図書館にしかできな

で図書館情報学実習をさせていただいた際に

い業務に携わりたいと思っています。しかし、

具体的な業務を知ることもでき、大きなモチベ

本当に多様な部署があり、そのいずれにも興味

ーションとなりました。

があります。様々な業務を経験して、図書館は
どのような役割を求められているのか知り、自

4．就職活動の方針

分はどのような働きができるか考えたいと思

「知る権利」や学問の環境を守ること、それに

います。

よって社会に貢献できる仕事がしたいと考え
ていました。国立国会図書館を第 1 志望に、大

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

学職員(独自採用・近畿地区統一採用)が第 2 志

のメッセージ

望、一般企業は少し視野に入れる程度でした。

私は早い段階から国立国会図書館に関心を持

一般企業では教育関連、新聞社などにエントリ

っていたにもかかわらず、倍率の高さにしり込

ーしました。

みして中途半端な就職活動をしてしまったと
思います。しかし、自分が働きたいのはやはり

5

ここだけだと思い、強い熱意をもって試験に臨
みました。長丁場の就職活動になるので、自分
が本当にやりたいことは何か、じっくり考えて
みるのもいいと思います。どうぞ健康に気を付
けて就職活動に臨んでください。
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と思うようになりました。

【一般職試験（大卒程度）合格者】

4．就職活動の方針
就職活動では、公益性の高さとやりがいの大き

5. 27 歳男性

さの 2 点を軸に据え、立法府を中心に幅広く公
務員試験を受けました。具体的には、国立国会

（専門科目：社会科学、大学）

図書館に加え、参議院法制局や参議院事務局、
1．学生時代の専攻・研究について

裁判所、地方検察庁を併願しました。受験日程

大学時代は法学部に所属し、法律学を専攻しま

は調整が難しく、移動にも苦労しましたが、各

した。憲法・行政法・民事訴訟法・刑法・刑事

官庁の説明会や面接を通してそれぞれの魅力

訴訟法の 5 分野にわたって 6 つのゼミナール

を新たに発見したり、違いを見出したりするこ

に参加し、とりわけ、行政法のゼミナールにお

ともあったので、結果的には選択肢を広げてお

いては、判例研究の傍ら、制裁目的の公表とそ

いて良かったと思っています。

の救済手段、同性婚立法化に向けた現行法上の
課題についても研究しました。

5．当館職員採用試験の試験対策
教養試験に関しては情報が少なく不安でした

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

が、他の公務員試験と同様の対策で対応するこ

国際模擬商事仲裁サークルでの活動が印象に

とができました。

残っています。国際模擬商事仲裁（大会）では、

専門試験では法学を選択し、司法試験・予備試

国際的な商取引の紛争を仮想し、英文資料の読

験対策用の演習教材や過去問を活用しました。

込み、事案・論点の分析、申立人・被申立人双

特に憲法では、時事的な論点が出題されること

方の立場からの書面作成などの準備をした上

が少なくないので、最新判例のチェックも欠か

で、口頭弁論を行います。国際私法の予備知識

せませんでした。なお、記述試験では、最初に

を持たない私にとっては、非常に骨の折れる作

答案構成をするのが一般的ですが、総合職試験

業の連続でした。大会 3 か月前には、半数のメ

については構成に費やせる時間が非常に限ら

ンバーが脱退するハプニングも起きましたが、

れているので、その点を考慮して準備なり科目

残ったメンバーと協力して日本大会出場を果

選択なりをすることをお勧めします。

たすことができた際は、大きな達成感を得られ

英語試験の対策としては、約 1 か月前からニュ

ました。

ース配信アプリを利用し、毎晩就寝前に新聞記
事を読みました。繰り返し扱われるテーマにつ

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

いては、単語を暗記したり、（日本語でも構わ

国立国会図書館のサービスは、かねてより大学

ないので）背景知識を押さえたりしておくと、

での勉強や個人的な趣味（江戸の刑罰史に関す

後々役立つと思います。

る調査）で活用していましたが、就職先として

面接試験については、予備校の模擬面接を利用

意識し始めたのは、国立国会図書館法案成立時

し、復元記録を元に想定問答集を作成しました。

の国会会議録を読んだときです。国立国会図書

また、他の官庁で面接を受けた際は、その都度

館の抱く使命や先人たちが寄せた期待の大き

反省点を書き出し、次の面接に活かせるよう心

さに心打たれ、私もその働きの一端を担いたい

がけました。
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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
3 次の面接試験が最も印象に残っています。面
接官の方々が、とても丁寧に私の話を聞いてく
ださったので、終始落ち着いて質問に答えるこ
とができました。また、大学での研究活動につ
いて、テーマにとどまらず、具体的内容にまで
踏み込んだ質問を受けたのは初めてで、つい嬉
しくなり、長々と回答してしまったのを覚えて
います。
就職活動全体を振り返ると、特に面接の準備で
苦労しました。自分が学んだことや経験したこ
とを語るのは容易です。しかし、それらを通じ
て自分がどう変化したのか、そもそも自分の性
格はどのような特徴を備えているのか、といっ
た内面的な事柄について、自己分析し、さらに
言語化するのは大変でした。
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
国立国会図書館の魅力はその業務の幅広さと、
アカデミックな職場環境にあると思います。志
望のきっかけとなったのは調査業務ですが、司
書業務・一般事務を含め多種多様な業務を経験
していきたいです。また、入館後は各種研究会
や勉強会を活用しつつ、専攻分野にとらわれる
ことなく、知識や経験を積んでいきたいです。
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
国立国会図書館では、採用説明会や参観が随時
催されているので、少しでも興味をお持ちの方
は、ぜひ一度足を運んでみてください。高倍率
を前に不安やためらいを感じる方は少なくな
いと思いますが、合格後のイメージを具体的に
持つことは、長く険しい就職活動を乗り越える
上で、大いに役立つと思います。
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6. 23 歳男性

法学を選択しましたが、大学での授業で学んだ
ことや予備校での答案練習が役に立ちました。

（専門科目：社会科学、大学）

面接試験についても、大学や予備校の行ってい
る面接練習に何度も参加し、本番で緊張しない

1．学生時代の専攻・研究について

ように対策を行いました。

法学部で、様々な法律について学びました。特
に、憲法に力を入れており、新しい人権である

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

パブリシティ権について詳しく学びました。

就職活動を通しての感想
3 次試験での面接が、印象に残っています。と

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

ても緊張していましたが、面接官の方々が優し

学生時代の一番の思い出は、バドミントンサー

く丁寧に話を聞いてくださったので、リラック

クルでの活動です。週 2 回の活動にほぼ毎回参

スして臨むことが出来ました。終始和やかな雰

加し、活動のある日以外でも大会に向けて友人

囲気で面接が進んだので、自分の持ち味や熱意

たちと切磋琢磨しながら練習を行いました。そ

を伝えられたのではないかと思います。

のおかげで、目標としていた大会でベスト 4 に
入ることが出来ました。サークルを引退する際

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

には、思わず涙ぐんでしまうほどで、かけがえ

と・頑張りたいことなど今後の目標

のない友人たちを得ることが出来ました。

司書業務と調査業務に興味があります。司書業
務では、資料の保存やレファレンスに、調査業

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

務では、特に教育分野についての調査に携わり

私の通っている大学の図書館でアルバイトを

たいと考えています。この他の業務も大変重要

していたことから、図書館の役割の重要性を感

なものですので、どんな業務に携わることにな

じていました。また、幼いころから本が好きだ

っても頑張りたいです。

ったため、本に関する職業に就きたいと考えて
いたこと、さらに中学生のころから国政に関わ

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

る仕事に興味があり、国立国会図書館の調査業

のメッセージ

務に魅力を感じたことから、国立国会図書館で

国立国会図書館職員の試験に限らず、公務員試

働きたいと思うようになりました。

験、就職活動はかなりの長丁場になるので、と
にかくポジティブに生活することが大切だと

4．就職活動の方針

思います。また、面接では明るく元気よく、自

社会貢献や公共性の高い仕事に就きたいと考

信を持って臨むことが大切だと思います。

えていたため、公務員に絞って就職活動を行い
ました。国立国会図書館の他には、国家公務員
や都庁、裁判所、国立大学法人等を受験しまし
た。
5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験の教養試験は予備校での公務員講座
で対策を行いました。2 次試験の専門試験は、
9

7. 22 歳男性

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

（専門科目：社会科学、大学）

とにかく倍率の高さに怖気づいていました。で
すので通過するたびに、信じられない気持ちと

1．学生時代の専攻・研究について

自信とが生まれました。最終面接でテンポよく

大学では法学部に所属し、法律学や政治学など

学問的な点を深堀されていったことが、職員の

幅広く学んできました。

方々のレベルの高さを痛感し特に印象に残っ
ています。

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
学生時代は特に、体育会体操部での活動に注力

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

しました。体操という厳しい競技を通じて、強

と・頑張りたいことなど今後の目標

い心身を得られたと感じています。また主将も

様々な経歴や動機をもつ職員の方々に揉まれ、

経験し、大変良い思い出となっています。

また幅広い業務を通じ、自らをさらに成長させ
たいと思っています。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
当初はそもそも受かると思っておらず、日程が

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

あったので他の公務員試験の練習というつも

のメッセージ

りで受験しました。しかし、日本中の図書を扱

独特な試験であったり高い倍率であったり、不

っていることや国会の補佐、論文の執筆など幅

安な要素が多いと思います。しかしそれゆえ、

広い業務を通じて自らを成長させることに魅

魅力の多い仕事でもあると思います。頑張れば

力を感じるようになり、次第に強く志望するよ

受かるなどと安易なことは言えませんが、日頃

うになっていきました。

から勉強や様々な社会活動に精を出し、悔いの
ない選択ができるように頑張ってください。

4．就職活動の方針
視野を広げようと考え、国家公務員・地方公務
員・民間企業などを幅広く受けていました。そ
の活動の軸としては、こちらが就職先を選抜す
るという気持ちで、自分を安売りしないように
意識していました。
5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験は特に対策していません。2 次試験は
過去問が期末試験と似ていたので、大学の授業
を復習しました。また面接は民間企業の受験が
良い経験になりました。特に論述試験は他の公
務員試験とは異なるため、早くから分野を絞っ
て対策を講じるのが良いかと思います。
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8. 22 歳男性

いため、判断推理や数的処理を中心に演習を行
いました。また、専門試験は経済学を選択した

（専門科目：社会科学、大学）

のですが、HP に掲載された過去問を用いて記
述答案を作る練習を行っていました。

1．学生時代の専攻・研究について

面接試験の対策は、面接シートに書いた志望動

大学では経済学部の金融工学ゼミに所属し、フ

機や自身の経験をなるべく自然に話すことが

ァイナンスに関連した確率論や機械学習プロ

できるように練習をしました。

グラミングの勉強をしていました。また、学部
2 年の時に受けた授業で「公共政策の成果をデ

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

ータを使って検証する」という内容のものがあ

就職活動を通しての感想

ったのですが、その授業が非常に印象に残って

採用担当の職員の方にとても親切に案内して

います。

いただいたのをよく覚えています。
最終面接はとても厳かな雰囲気の会議室で受

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

験者 1 人に対してたくさんの面接官の方から

大学時代を通じて食糧問題をテーマにした国

鋭い質問が飛んでくる緊張せずにはいられな

際協力のボランティアサークルに携わってい

い場所でしたが、少しは緊張を和らげて挑むこ

ました。この活動は学生だけでは続けていくこ

とができました。

とが難しく、様々な社会人の方に協力していた

就職活動はなかなかうまくいかないことが多

だけたからこそ成り立っていた活動なのです

く、過去の自分の行動を後悔してばかりでした

が、その方々には感謝してもしきれません。

が、つらいことも含めて自分について考え直す
良い機会だったと思っています。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
地域図書館を利用する機会が多かったため、図

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

書館に親しみを持っていました。

と・頑張りたいことなど今後の目標

また、就職活動の際に見学に行った企業の営業

国立国会図書館には幅広い分野の様々な業務

担当の方から、営業のための準備として図書館

がありますが、なかでも調査業務と国際子ども

を利用し担当地域の郷土史を勉強してから仕

図書館での業務に興味があります。いつかこれ

事にあたっていると聞き、様々な場面での図書

らの業務に携わるときに活躍できるように、ま

館の貢献を知ったことで、図書館員になりたい

ずは 1 日でも早く仕事に慣れて図書館員とし

と思うようになりました。

て大切なことを吸収していきたいです。

4．就職活動の方針
就職活動においては社会への貢献性を重視し、
国立国会図書館のほかに金融業界なども併願

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
業務説明会へ参加されることをお勧めします。

先として考えていました。

自分は国立国会図書館の採用倍率の高さから
受験をあきらめかけていたのですが、業務説明

5．当館職員採用試験の試験対策

会に参加して館内見学をして受験することを

教養試験の対策では、市販の過去問題集を用い

決めました。館内見学では実際の職場も訪問し、

て対策を行いました。公務員試験は科目数が多
11

職員の方から業務についての詳しい説明を聞
かせてもらうことができます。HP を見るだけ
ではわからない雰囲気も感じることができる
ので、ぜひともご参加いただきたいと思ってい
ます。
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9. 27 歳女性

5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験対策は、国家一般職用の問題集を使っ

（専門科目：社会科学、大学）

て各分野の知識を広く入れ直しました。
2 次の専門試験は記述式なので、暗記よりもい

1．学生時代の専攻・研究について

かに自分の頭の中に答案作成の回路を作るか

学生時代の専攻は平和研究で、イスラエル・パ

を重視し、問題集の解答例を自分で再現しつつ

レスチナ紛争を専門にしていました。学部卒業
後、現在は学習塾の職員として働いています。
2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

頻出の論点を整理しておくといった対策を行
いました。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・

元々学ぶことそのものや学びに携わることが

就職活動を通しての感想

好きで現在の教育に携わる仕事を選びました

採用試験全体を通して、お会いする職員の方が

が、子ども自身が関心を持つ内容より成績向上

どなたも丁寧に、かつ和やかな雰囲気で対応し

を追求せざるを得ないところに限界を感じる

てくださったことが印象的でした。そのおかげ

ことがありました。

で、過度に緊張しすぎることなく筆記試験や面

そんな中、友人が国立国会図書館のサービスを

接に臨むことができたと感じています。

利用して知見を深めるのを楽しむ姿を見、これ
こそ学びの意義の最たるものだと感じたこと

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

が国立国会図書館への転職を考えるきっかけ

と・頑張りたいことなど今後の目標

となりました。

納本制度の運用や資料の利用提供の過程に携
わってみたい思いがありますが、仕事として非

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

常にやりがいのありそうな調査業務について

この国の知の基盤を支える仕事に大きな魅力

も強く関心を持っています。興味関心を持って

を感じたことが、国立国会図書館職員を志望し

学ぶことを自分自身で制限せず、まずは今持っ

た理由です。書籍・インターネットといった媒

ている力を生かして様々な業務に取り組んで

体を問わず集約された知識や文化を未来に向

いきたいと思っています。

けて残すだけでなく、立法過程への活用や利用
提供を通じて社会に還元できる、そんな仕事は

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

他にないと感じています。

のメッセージ
館内見学のある業務説明会には、ぜひ足を運ん

4．就職活動の方針

でいただきたいです。国の図書館としての顔と

今よりもステップアップしたいという思いが

国会活動を補佐する機関としての顔、どちらも

強かったため、その仕事をする自分の姿を想像

覗き見ることのできる貴重な機会なので、きっ

して今よりもわくわくできるかどうか、誇りを

と就職活動において実りある時間になること

持って働ける場所であるかどうか、ということ

と思います。

を重視していました。
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10. 22 歳女性

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

（専門科目：社会科学、大学）

面接は厳格な雰囲気で、答えにくい質問も多か
ったことが印象に残っています。まさか自分が

1．学生時代の専攻・研究について

合格するとは露ほどにも思っていなかったの

法学部で主に政治学を専攻し、特に町おこしに

で、2 次合格の際も、最終合格の連絡をいただ

ついて研究していました。

いたときにも非常に驚きました。うまくいかな
いことも多い就職活動でしたが、最終的に大好

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

きな図書館で働けることになり、非常に嬉しい

学問関連ではないですが、初めて夜行バスに乗

です。

って、憧れだった会津若松を一人で旅したこと
が一番心に残っています。様々なハプニングに

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

も見舞われましたが、史跡巡りができて充実し

と・頑張りたいことなど今後の目標

た旅になりました。

一番に興味があるのは資料保存やレファレン
スなどですが、様々な業務を経験して自分の経

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

験や可能性を深めていきたいです。何事にも物

物心ついたときから読書が好きで、今でも週一

怖じせず挑戦していきたいと考えています。

ペースで地元の図書館に通っているため、唯一
の国立図書館であることに惹かれました。国内

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

すべての出版物を恒久的に後世に遺すという

のメッセージ

業務の唯一性、網羅性、重要性に魅力を感じ志

国立国会図書館は非常に倍率が高いので、まさ

望しました。

か自分が受かるわけがないと思うかもしれま
せんが、その方が肩の力を抜いて受験できて良

4．就職活動の方針

いのかもしれません。私も力を抜いて挑んだ結

民間よりも大規模で長期的な事業ができる公

果、今があるので、自然体で挑戦してもらえれ

務員を目指し、国家公務員や地方公務員などを

ばよいのかなと思います。

併願しました。
5．当館職員採用試験の試験対策
公務員試験対策を行っている予備校に通い、国
家一般職・地方上級コースで勉強していました。
二次試験対策としては国立国会図書館の HP
を見て過去問をチェックし、面接は大学のキャ
リアセンターや地域のハローワークを活用し
ました。
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11. 22 歳女性

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

（専門科目：社会科学、大学）

3 次面接で筆記の内容にも言及されたときは
驚きました。

1．学生時代の専攻・研究について
社会学を専攻し卒論は近代化論の視点からフ

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

ェミニズムについて書きました。ただ、社会調

と・頑張りたいことなど今後の目標

査法や心理学、社会心理学にも興味があったの

調査業務への関心は高いですが、そのほかの日

で色々と授業をとったことが今思えば自分の

本の調査、資料提供を支える全ての業務に意欲

関心について考え、就職先を考える参考にもな

的に取り組んでいきたいです。

りました。

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

のメッセージ

体育会の部活動で分析スタッフとして活動し

倍率の高さや試験に怖気づくかもしれないの

たことです。日々の練習運営や、対戦校や自校

ですが、少しでも興味があって後悔が残りそう

のプレー分析をしました。プレーの意図やシチ

だと思われたら、腹を括ってとにかく受験して

ュエーションとの相関などを考えたり、他の部
員と話し合ったりすることが楽しかったです。
3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
就職活動をする中で、調査業務に関わりたいこ
と、公共分野に貢献したいことを重要視してい
ることに気づき、この 2 点を満たす国立国会図
書館職員を志望しました。
4．就職活動の方針
民間企業に就職しようと考えていて、中でも調
査を活かせるようなシンクタンクに就職した
いと思っていましたが、他にも企業のマーケテ
ィング職なども受けました。
5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験は市販の公務員試験対策参考書を使
用しました。2 次試験は 1 次試験が終わってか
ら対策を始めました。社会学を選んだので、授
業のプリント、市販の参考書、過去問を参考に
勉強しました。面接は民間企業を受けていたの
でそこまで心配していませんでしたが 3 次面
接の面接官の多さに圧倒されました。
15

みることをお勧めします。

12. 25 歳女性

4．就職活動の方針
元々本や論文などが好きで、それに携わる仕事

（専門科目：人文科学、大学院）

がしたいと考えていました。その中で、論文そ
のものに真正面から取り組む研究者か、国内最

1．学生時代の専攻・研究について

大級の蔵書を誇り、本や論文の環境を整備する

学生時代は、日本近代文学を専攻し、太宰治の

ことのできる国立国会図書館の職員のどちら

研究をしていました。太宰には数多くの作品が

かになりたいと思いました。どちらも大変意義

ありますが、その中でも小説の書けない少女の

ある仕事ですが、どちらがより多くの人の役に

嘆きを綴った「千代女」という作品に焦点を当
て、江戸時代に活躍した俳人である「千代女」
をこの作品の題名にしたのはなぜか、作品発表

立てるかを考えた時、国立国会図書館の仕事の
方によりやりがいを感じたので、最終的にこち
らの道を志望しました。

当時の「千代女」の受容状況を教科書や新聞か
ら調査し「千代女」という存在が意味するもの

5．当館職員採用試験の試験対策

を踏まえたうえで、考察しました。

1 次試験の対策としては、国家公務員試験の過
去問題を解きました。ただ、まだこの頃は進路

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど
学生時代は、サークル活動に力を入れました。
私は手芸のサークルに入っていたのですが、毎

に迷いがあったので、十分に勉強をすることが
できませんでした。2 次試験の専門科目は、私
は文学だったので、公開されている過去の問題

年大学祭で開催する展覧会に合わせ、毎年それ

を解くと共に、文学史の本を一から読み直し、

まで自分のやったことのない分野の手芸に挑

自分で問題を考え、自分で解くという作業をひ

戦し、その作品を展示していました。また、こ

たすら行いました。英語の長文にも慣れるため、

のサークル活動で知り合った仲間と軽音楽活

英語圏のニュースサイトの記事を読むように

動も行い、CD を作ったのも思い出です。新し

しました。

いことに挑戦し続けた学生時代であったと思
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

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

採用試験で印象に残っているのは、2 次試験の

博士課程に進み研究者になる道と大変迷った

専門科目でただ知識を問うものだけでなく、あ

のですが、納本制度を備え、蔵書コレクション

る命題に対して、私自身が是か非どちらの立場

が最大である国立国会図書館で、その資料の整

をとるかを論理的に説明する問題があったこ

備をし、研究・調べもののしやすい環境を作る

とです。知識を踏まえたうえで、自分の力で考

ことが、多くの人の役に立つ仕事なのではない

えることを求められているように思いました。

かと考え、そこに非常に惹かれるものを感じた

また、面接は 2 次試験、最終試験ともに面接官

ので、国立国会図書館職員になることを志望し

の方が柔らかな雰囲気でとても話しやすかっ

ました。

たです。少し緊張してしまい、答えにつかえる
ところもあったのですが、こちらからのどんな
回答にも丁寧に耳を傾けてくださったのがと
ても嬉しかったです。
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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
レファレンス協同データベースを見ていると、
研究者に限らず、一般の方や学生、子供たちま
で、ありとあらゆる人々が様々な疑問を持って
図書館に足を運んでいることがわかります。何
かを知りたいという気持ちは、人間の根源的な
衝動であり、その気持ちはとても大事にしなけ
ればならないように思います。私は、その疑問
を解消する選択肢として、図書館がもっと身近
に手軽に挙げられるようになる手助けをして
いけたらいいなと思っています。具体的には、
レファレンス機能の充実を図りたいです。また、
レファレンスも含め、国立国会図書館の西の窓
口として関西館をより盛り上げていきたいと
も思っています。
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
私が国立国会図書館の職員に本格的になろう
と決めたのは、1 次試験に合格した後と言って
いいくらいです。少しでもこの仕事に心惹かれ
るところがあれば、まずは応募だけでもしてみ
るべきだと思います。本気でこの仕事をやりた
いと思い、努力したのなら、遅すぎることはな
いと思います。ぜひチャレンジしてみてくださ
い。
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13. 25 歳女性

なりの答えを文章にまとめるなどしていまし
たが、もっと模擬面接をして面接慣れしておく

（専門科目：人文科学、大学）

べきだったなと 3 次試験の面接後に思いまし
た。

1．学生時代の専攻・研究について
大学では法学部の国際関係コースに所属し、国

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

際安全保障を学びました。前職は ERP パッケ
ージベンダーの開発で、現職は公共図書館です。

就職活動を通しての感想
3 次試験の面接の前、人事の方に非常に和やか
に、親身になって対応していただいたのが印象

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

に残っています。

前職からの転職活動中に読んだ本で国立図書
館の役割に興味を持ち、国立国会図書館で働き

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

たい！と考えるようになりました。

と・頑張りたいことなど今後の目標
どの部局に配属されても、日々よく学び、楽し

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

く仕事ができたらと思います。

知的資産を幅広く収集・保存し未来に伝えるこ
と、組織化して利用者が利活用できるようにす

8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

ることなど、国立国会図書館は、私が興味を持

のメッセージ

った知の基盤としての図書館の役割を最も果
たしている図書館だったので、志望しました。

国立国会図書館の採用試験の受験資格は年齢
に関するものしかありません。学生の方も、社
会人の方も、国立国会図書館で働きたいという

4．就職活動の方針

気持ちがある方は、チャレンジしてみてはいか

国立国会図書館が不合格だった場合、現職の公

がでしょうか。

共図書館で働き続けてまた来年受験しようと
思っていたので、特に併願はしていませんでし
た。
5．当館職員採用試験の試験対策
対策を始めたのは前年の 11 月からで、独学で
した。
1 次試験は市販の参考書で国家一般職レベル
の対策をしました。
2 次試験の専門科目は、図書館情報学を選択し
ました。過去問を WARP を活用しつつできる
だけたくさん解き、出題の傾向をつかむように
しました。また毎日カレントアウェアネスポー
タルで情報収集していたのも対策になったか
と思います。
面接対策としては、事前に定番の質問への自分
18

14. 24 歳男性

た。現在では当たり前に利用できる資料であっ
ても、それを守り伝えていく立場の人々がいな

（専門科目：人文科学、大学院）

ければ散逸しかねないと思います。そのため、
現在の資料を保存しそれを将来に伝えるため

1．学生時代の専攻・研究について

の中枢を担う機関としての国立国会図書館の

日本の古代史を専攻しており、特に古墳時代か

役割にも惹かれました。

ら飛鳥時代の政治史について研究していまし
た。同時代の史料があまり現存していないため、
古代だけでなく中世以降の史料や、歴史地理学

4．就職活動の方針
広く社会一般に対して貢献できる仕事がした

や考古学など、他の学問分野も参考にする必要

いと考えており、公務員を中心に併願しました。

があり、1 つの見方のみに囚われず、幅広い視

あまり多く出願すると対策に手が回らなくな

野から見ることの大切さを学んできました。

るかも知れないと思い、地元の県庁と県庁所在
地の市役所、それに国立大学法人等に絞りまし

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

た。正直に言えば、全部落ちたらどうしようか

自宅近くの博物館で、来館者向けのボランティ

という心配も多少は抱いていました。

アガイドを務めたことです。歴史系の博物館で
あるからなのか、ガイドの方々は高齢者が多く、
最初は場違いかも知れないという戸惑いもあ

5．当館職員採用試験の試験対策
予備校や通信講座は利用せず、独学で通しまし

りました。しかしガイドの方々は親切に接して

た。1 次試験は、併願先の試験対策に用いてい

くれる人ばかりで、普段会話することのない年

た問題集を使いました。2 次試験では日本史を

齢層の方と接することのできる貴重な機会を

選択しましたが、国立国会図書館のホームペー

得られました。また、常に来館された方に喜ん

ジに記載された過去問を参考にしつつ、高校時

でいただけることを目標とし、案内の中にもい

代の教科書や資料集を見直して知識を再確認

ろいろな工夫を施すなどすることで、感謝の言

したり、実際に文字数内で答案をまとめる練習

葉をかけられた時には、とてもやりがいを感じ

をしたりしました。面接への対策では、就職活

られました。

動中の同じ大学の友人たちとお互いに面接カ
ードの添削や模擬面接をする機会を設け、客観

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

的な意見をもらったり、友人のアイデアを取り

小学生の頃から、分からないことがあると本や

入れたりしていました。

辞書を通して調べることが好きでした。それに
加え、新聞を一面から最後の面まで一通り目を

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

通すことを毎日の習慣とし、関心の対象を幅広

就職活動を通しての感想

く持っていたので、調査・研究により幅広い分

2 次試験までは受かるかどうか不安も感じて

野で国民のために貢献したいという気持ちが

いましたが、2 次試験に合格してからは、ここ

ありました。

まで来られたのだからたとえ最終面接で不合

また研究を進める中では、過去にどのようなこ
とがあったのかを後世の人々が知るためには、
史料や資料が現在に至るまでに残されている

格となったとしても悔いのないように全力を
出そうと心がけていました。最終面接では、事
前に合格体験記を読んで温和な雰囲気らしい

ことが不可欠であるということを痛感しまし
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と予想していたのに対して、幾分落ち着いた雰

分の持つ気持ちは自然と表に現れてしまいま

囲気であったために少し意外に感じました。ま

す。就職活動中は不安になったりストレスに悩

た面接官の数が多く、様々な角度から掘り下げ

むこともありますが、そうしたマイナスの感情

てくる質問が多かったので答えが咄嗟に思い

を無理に抱え込まず適度に管理しながらも、前

浮かばないことも何度かありましたが、明るく

向きな気持ちを忘れず、自分らしさを自信を持

丁寧な応対だけは忘れないようと心がけてい

って出せば、実力以上の力を発揮できることも

ました。

あるでしょうし、また他人からの印象も悪くな
ることはないので、結果がどうなったとしても

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

悔いは残らないはずです。

と・頑張りたいことなど今後の目標
少子高齢化や人口減少に伴い、図書館が維持で
きなくなる地域が今後は増加していくと思い
ます。そのような状況では、地域に残された資
料を守る使命はますます重いものになるでし
ょう。その際には多くの方との連携を活発に行
うことで現在までの図書館連携の枠組みを強
化したり、またデジタルアーカイブを活用し、
火事や災害によって紙の資料が消失・破損して
も情報を後世に伝えることができる仕組みを
拡充したりすることで、知の基盤の維持と発展
に努めたいです。また調査業務によって国政の
課題に向き合う者の一員となるという立場を
活かし、それにより微力ながらもよりよい社会
を作る手助けができればと考えています。
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
これまでの人生の中で勉学に励んできた中で
は、誰しも知的好奇心を持った経験があるかと
思います。その知的好奇心を活かす環境として
は、国立国会図書館はとても魅力的な場所であ
り、また関心を持ちやすい場所であるとも言え
るでしょう。少しでも興味を持ったならば、挑
戦する価値はとてもある試験ですので、ぜひ選
択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
また試験勉強や面接への対策にとっては、知識
を蓄えることも重要ですが、最後は気持ちがも
のを言います。意識していないつもりでも、自
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15. 24 歳女性

選択しましたが、専攻とは直接関係のない分野
だったので、教科書代わりの本と、用語集を新

（専門科目：人文科学、大学院）

しく用意し、過去問を想定して練習をしました。
面接に関しては、大学のキャリアセンターや市

1．学生時代の専攻・研究について

のハローワークなどで練習を重ね、アドバイス

科学史系の研究室に所属しており、現在はリス

を頂いた経験が活きました。

ク学と呼ばれる分野を研究しています。内容は
科学史というよりは、社会学や文化人類学に近

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

い印象です。修士論文ではメキシコ地震を事例

就職活動を通しての感想

に、歴史学的観点から見た災害リスクについて

2 次試験では専門試験の論述で大失敗したの

研究しています。

ですが、2 次の面接では面接官の方が偶然にも、
私がサークルでやっていた音楽にかなり詳し

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

く、突っ込んだ話を聞いて下さったので、リラ

ビッグバンドジャズのサークルに 4 年間所属

ックスして面接を受けることができました。一

したほか、サルサ音楽のサークルにも所属する

般職の 2 次試験は記述試験が 2 種類、さらに

など、様々なジャンルの音楽に挑戦してきたこ

面接と、一番判断される材料が多いので、どこ

とです。その後当時のサークル仲間を集めて

かで失敗しても、気持ちを切らさないことが大

OB・OG バンドを企画し、現在でも活動を続

事だと感じました。

けられていることには充実感があります。

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由
研究活動を通して、震災アーカイブのような、
過去の情報の保存・伝達という役割に強い関心

と・頑張りたいことなど今後の目標
とにかく本に囲まれた空間が好きなので、国立
国会図書館で行われているあらゆる業務に関

を抱いていたことです。唯一の国立の図書館で

心があり、各部署で経験を積んでみたいと考え

ある点から、社会に直接的に働きかけることが

ています。将来的には、過去の災害情報などを

でき、さらに国際的にも活動できる可能性に大

伝えていくアーカイブに関する業務や、海外業

きな魅力を感じました。

務にも関心があり、入館後も様々な場所で学び
を深めていきたいと考えています。

4．就職活動の方針
国立国会図書館で働きたいという思いが強く、
ダメなら来年受け直そうと思っていたため、今

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

年は単願で臨みました。一生やりがいを感じら

説明会で直接話を聞いたり、利用者として直接

れる仕事を、時間をかけてでもしっかり選びた

足を運んだりするなどして、具体的な仕事をイ

いという思いが強かったです。

メージしておくことは大切だと思います。私の
場合、大学の先輩経由で職員の方と連絡を取り、

5．当館職員採用試験の試験対策

業務の話や進路の相談をさせて頂けたことは

1 次試験は市販の問題集を繰り返し解き、基本

非常に心強かったので、キャリアセンターなど

事項の確認には大学受験用の参考書や資料集

から大学の OB・OG を探し、直接連絡を取っ

などで対策をしました。2 次試験では西洋史を
21

てみることもおすすめします。
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16. 24 歳女性

4．就職活動の方針
司書資格を取得する中で、誰もが自由に学ぶこ

（専門科目：人文科学、大学院）

とを保障するという図書館の理念に惹かれ、そ
の中でも研究に近い所で働けるという点で国

1．学生時代の専攻・研究について

立国会図書館と国立大学法人の図書区分を受

日本近代文学を専攻し、国学者・歌人の折口信

験しました。働く環境としては、様々なバック

夫の小説や短歌について研究しています。近代

グラウンドを持った人がいること、学びつづけ

という時代においてどのように古代がまなざ

る環境があることを重視し図書館の中でも規

され、形づくられていったのかということを彼

模の大きな館を志望しました。

の描く創作の世界を通じて考えています。

5．当館職員採用試験の試験対策

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

教養試験は市販の公務員試験テキストで法学、

修士論文の執筆に力を入れました。漠然とした
興味関心をもとに、様々な研究書や資料をよみ、
考え、表現に試行錯誤しながら 1 つの解釈をま
とめていく作業は、苦しいこともありますが、
大学院での何物にも代えがたい経験だと感じ

数的処理、判断推理を中心に対策しました。専
門試験は文学で受験し、大学院の入試問題など
を解きました。独学で膨大な試験範囲を全て対
策するのはやはり困難だったので、情報収集の
上で科目に優先順位をつけながら勉強するこ

ています。また、研究の中で、小説の背景にあ

とを意識しました。

る文化や社会制度について調査することが多

また、筆記試験よりも面接試験に不安があった

くあり、図書館を訪れて当時の雑誌・新聞を見

ので、志望動機や自分が今まで経験してきたこ

ていました。明治大正の人々が実際に見ていた

とを文章にまとめたり、キャリアサポートルー

資料が残っており、それを現代の自分がさわっ

ムやハローワークを利用して模擬面接をしま

てよむことができるということに対する驚き

した。

と喜びや、「もの」それ自体が存在しているこ
とによって伝えられる時代のリアリティに圧

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

倒されました。

就職活動を通しての感想
最終面接で、自分の研究内容や経験について面

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

接官の方から鋭い質問を投げかけられ、答える

情報の保存、流通、継承において国立の図書館

のに苦労しましたが、他の併願した機関と比べ

として制度の整備などのより大きな視点から

ても深い部分まで自分の考えを聞いてもらえ、

関わることができることに魅力を感じていま

就職活動の中で最も印象に残っている面接で

す。特に、大学院で人文情報学という分野に触

す。

れ、電子資料を持続可能、共有可能な形で公開

就職活動全体を通して、進学を含めて様々な選

することで、新たな知の発見や創出に貢献でき

択肢と迷いながらどうして国立国会図書館で

るということを学び、デジタルアーカイブや次

働きたいのかということを考えつづけていま

世代デジタルライブラリーなどの国立国会図

した。自分の知識や経験を意義づけ、志望動機

書館の先進的な取り組みを通じて、新しい情報

を言語化していくこと、自分を見つめなおすこ

のあり方に制度などの面から関わっていきた

とに時間をかける機会は就職活動の時くらい

いと思い志望しました。
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しかないので、悩みながらもやってきてよかっ
たと思いました。
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
業務の幅広さも国立国会図書館の魅力の一つ
だと思うので、様々な場所で経験を積んでみた
いですが、その中でも特に電子図書館事業に興
味があります。特に資料の利活用に関心があり、
デジタルアーカイブや次世代デジタルライブ
ラリーに関わる業務などを通じて電子資料の
新しい可能性を考えていけたらと思います。情
報技術の発達で、資料の二次利用が次第に容易
になっている中で、「よむ」ものにとどまらな
い資料の価値を創造できる場所として国立国
会図書館が果たしていく役割は重要になって
くると考えています。また、資料を見たり、調
べる作業も自分に向いていると思うので調査
業務にも興味があります。
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
採用試験の倍率の高さに躊躇してしまうこと
もあると思いますが、私も受験に迷ったときに
先輩方の合格体験記を読んで、合格すると思っ
ていた方が少ないことに驚き、「とりあえずや
れるだけやってみよう」という気持ちで受験に
踏みきりました。今ではその選択をしてよかっ
たと思います。
先が見えない就職活動の中で、「どうして国立
国会図書館で働きたいのか」という核の部分に
支えられました。この問いに対する答えを持ち
ながら皆さん受験に臨まれることと思います
が、まだ明確になっていない方はぜひ国立国会
図書館を実際に訪れたり、業務説明会に参加し
てみてください。
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17. 22 歳女性

5．当館職員採用試験の試験対策
大学 2 年生の秋から予備校に通い、苦手な数的

（専門科目：人文科学、大学）

推理から対策を行いました。また、2 次試験の
専門科目は自分の専門に最も近い文学で受験

1．学生時代の専攻・研究について

しました。関連する大学の授業を履修・聴講し、

主に英語圏の言語学や文学について学びまし

先生にお願いして 2 次試験の過去問を解いた

た。専攻は意味論で、特に動詞が持つ語彙的な

ものを添削していただくなどしました。

意味についての考察をしています。卒業論文で
は、日本語と英語で動詞が含意する意味内容の

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

違いを比較をする研究を行っています。

就職活動を通しての感想
就職活動全体を通して得た最も大きな学びは、

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

自分が多くの人に支えられているということ

大学１年生の春休みにイギリスに短期留学を

に気づき、感謝できたということです。採用試

したことが特に思い出に残っています。海外で

験では特に 2 次の専門筆記試験が印象に残っ

生活をするのは初めてで、日本とは異なる環境

ています。過去問を見ると専門試験の論述問題

に多くの刺激を受けました。英語でディスカッ

のテーマが非常に高度で、練習では十分な文字

ションやレポート作成を行い、実践的な英語に

数で論述を行うことができず、合格を諦めかけ

触れることができたのはとても貴重な経験で

た時期もありました。しかし、何度も過去問を

あったと実感しています。

解いて大学や予備校の先生に添削をしていた
だいたおかげで段々と書き方のコツをつかむ

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

ことができるようになりました。試験本番の論

大学図書館で学生アシスタントの活動を行う

述問題もやはり難しいと感じましたが、何度も

中で、図書館の業務に興味を持ちました。さら

練習を重ねたおかげで落ち着いて自分の意見

に、大学で国立国会図書館の業務説明会が行わ

を最後までしっかりと書くことができました。

れた際に調査業務についてのお話を聞き、幅広

2 次試験の合格発表では驚きと嬉しさで胸が

い業務を通して広く国民全体に貢献できるこ

いっぱいになり、お世話になった先生方に真っ

とにやりがいがあると考え、志望しました。

先に電話で報告をしたことを覚えています。

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

併願先は東京都庁と民間企業 1 社です。とにか

と・頑張りたいことなど今後の目標

く「自分が好きなこと・やりたいことに挑戦で

最も関心があるのは調査業務です。様々な分野

きる職場」という点を重視し、併願先を徹底的

について学び、機会があれば海外での調査も経

に絞りました。自己分析をしっかりと行い、自

験してみたいと考えています。また、大学図書

分はどんな仕事をして何を身に付けたいのか

館でのアシスタント経験から、司書業務にも興

を明確にしたことで、後悔のない就職活動がで

味があります。多様な仕事を経験する中で視野

きたと感じています。

を広げ、国立国会図書館を利用される方々の
「知りたい」という思いに真摯に向き合うこと
を大切にしたいです。
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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
受験期は国立国会図書館の試験倍率の高さに
圧倒され、不安を感じる方も多いのではないか
と思います。私も試験勉強の過程で何度も合格
を諦めそうになりましたが、今の私がこうして
合格体験記を書いているのは、最後までわずか
な希望を捨てずに「国立国会図書館で働きたい」
という思いを持ち続けたからです。就職活動は
最後まで何が起こるか分かりませんが、「なぜ
国立国会図書館で働きたいのか」という問いを
追求することによって、きっとご縁が良い方向
に導いてくれるのだと思います。試験勉強だけ
ではなく色々な経験を大切にしながら、頑張っ
てください。
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18. 22 歳女性

動を支え、国の過去と未来に繋がる役割を担っ
ている点に魅力を感じました。ちなみに、国立

（専門科目：人文科学、大学）

国会図書館の職員という仕事自体を知ったの
は、大学 2 年生の冬に偶然学内で開催されてい

1．学生時代の専攻・研究について

た業務説明会に参加したことがきっかけでし

日本史を専攻しています。卒業論文では、江戸

た。

幕府 14 代将軍徳川家茂に焦点を当て、幕末期
の将軍が置かれた状況と、そこで果たそうとし

4．就職活動の方針

た政治的役割について検討しています。

私生活との両立がしやすいことや、身分が安定
していることから、元々公務員を志望していま

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

した。その中でも、歴史学を勉強してきた自分

所属していたサークルの活動です。一緒に競技

のバックグラウンドや興味を生かした仕事に

を始めた同期が次々と実力をつけ大会で勝ち

携わりたいという思いがあったため、国立国会

上がる中、私はなかなか結果を出せずにいまし

図書館の他は、国立大学法人等（博物館や大学

た。その中でも、同期や先輩と自主練を重ねた

の職員など）の志望度が高かったです。地方自

り、助言を貰ったりしながら、自分なりの目標

治体や国家一般職なども併願していました。

をもって練習を続けたところ、少しずつ試合で
手応えを感じるようになっていったことが嬉

5．当館職員採用試験の試験対策

しかったです。また、サークルの練習運営も思

1 次試験の教養科目は、公務員予備校の授業や

い出深いです。私の代が指導を担当した 1 つ下
の代は、例年の 2 倍以上の人数が入ってきて、
従来の運営方法では時間も場所も足りないと
いう課題が生じました。それに対応するために、
運営担当の同期でこまめに集まって話し合い、
意志の統一や情報の共有を図りました。その結

問題集を利用して勉強しました。1 次試験は過
去問が公開されていないため不安がありまし
たが、他の公務員試験対策の知識を生かして対
応できました。2 次試験の専門科目は、専攻か
つ得意分野の史学を選択しました。1 次試験が
終わってから、高校の教科書を軽く読み返し、

果、新入生や同期との信頼関係が深まり、サー

歴史的な用語や流れの要点をさらうようにし

クル全体で良い方向に向かうことができまし

ました。面接に関しては、面接カードの項目や

た。

定番の質問について自分なりに掘り下げ、聞か
れたことに対して伝えたい要素をまとめてお

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

きました。本番前に予備校で模擬面接をしても

大学で歴史学や博物館学を勉強する中で、資料

らい、自分の言葉で話す練習をしたり、客観的

を後世に残し伝えることや、それを人々が自由

なアドバイスをもらったりして、自信をつけま

に活用できる環境を整えることの重要性を実
感しました。そこで、歴史や文化を支える仕事、
資料と人を繋ぐ仕事がしたいと考えるように

した。
6．当館の採用試験で印象に残っていること・

なり、国内外の資料を広く収集、提供している

就職活動を通しての感想

国立国会図書館の業務に関心をもちました。日

面接試験が印象に残っています。私は、就職活

本唯一の「国立」「国会」図書館として、目先

動全体を通して、国立国会図書館が初めての面

の利益に左右されることなく、国全体の知的活
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接でした。自分なりに準備はしたので頑張って

ら自分で選択肢を絞らず、ぜひ挑戦してみてく

くるぞ！という意気込みと、まだまだ手探りだ

ださい。自分の納得のいく就職先と縁を結べる

ったので当たって砕けろ！という開き直りが

よう、応援しております。

半々の状態で臨むこととなったのですが、試験
官や面接官の方が終始穏やかに接してくださ
ったので、気負わずに伝えたい内容を話すこと
ができました。この経験があったことで、就職
活動に対して前向きなスタートを切ることが
でき、最後まで焦ることなく挑むことができた
と思います。
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
国立国会図書館の業務は、大きく司書・調査員・
参事に分けられますが、中でも現在は司書の業
務に関心があります。というのも、蔵書の構築
は、図書館における全ての業務の基盤だと思う
からです。また、資料と人を繋ぐ仕事に携わり
たいという思いがありますので、実際に図書館
の現場に出て、利用者の方と接したり、企画展
を作ったりといった業務にも関心があります。
とはいえ、非常に多様な業務がありますので、
まずは任された仕事 1 つ 1 つに真摯に向き合
い、視野を広げていきたいと考えています。
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
国立国会図書館は、他の公務員や民間企業に比
べて非常に倍率が高く、試験情報も少ないので、
目指すうえで不安が大きいかと思います。私も
そうでした。しかし、実際に東京本館を利用し
たり、パンフレットやホームページを見たりし
ながら（直前期はこのページの合格体験記を読
んで励まされていました）、国立国会図書館の
職員として働きたいという憧れの気持ちを忘
れずに試験や面接に臨んだことで、良い結果を
いただくことができました。少しでも国立国会
図書館という職場に関心があるのなら、最初か
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19. 26 歳男性

は、1 年前に出題された英文を読みました。2
次、3 次の面接は、民間企業での面接の経験が

（専門科目：自然科学、大学院）

役に立ったと思います。

1．学生時代の専攻・研究について

6．当館の採用試験で印象に残っていること・

日本近代文学を専攻しており、卒業論文は安部

就職活動を通しての感想

公房について書いています。以前は物理学を専

2 次試験の面接前で緊張していた時、職員の方

攻していて、その時は極低温での固体の物性を

が話しかけて下さりありがたかったです。

研究していました。

採用試験は結果が出るまで長く、勉強も思うよ
うに進まないことがあり憂鬱な気分になるこ

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

とが多かったです。うまくリフレッシュするこ

思い出は色々ありますが、遊んだことばかりで

とが大切だと思いました。

す。文転してからの期間は人生で一番まじめに
勉強したと思います。色々中途半端なまま終わ

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

ってしまったことが多いのですが、塾講師とコ
ンビニのアルバイトは長く続けることができ、
自分でも満足しています。

と・頑張りたいことなど今後の目標
Web ページの保存に関して興味があります。
また物理学を専攻していたので、その経験もい
かせるような業務につけたらいいです。

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

与えられた仕事をしっかりこなせるよう、精進

森見登美彦さんのエッセイをきっかけに国立
国会図書館を知り、ホームページを調べたり、
説明会に参加するようになりました。調査、研

していきたいです。
8．国立国会図書館の受験を検討している方へ

究などの業務内容が魅力的だったこと、理系文
系の両方を知識をいかせそうだと思ったこと、
説明会で感じた雰囲気が良さが志望の理由で

のメッセージ
悩んだら受験申し込みをしたらいいと思いま
すが、試験が簡単ではないため対策はしっかり

す。

する必要があると思います。私自身はもっと計
画的に試験勉強や就活をすれば良かったと反

4．就職活動の方針

省しています。体調を崩さないように頑張って

国立国会図書館以外はあまり考えていなかっ

下さい。

たです。他の公務員試験は受けておらず、民間
企業も数社申し込みましたが、面接練習のよう
な気分で受けたため全滅しました。もしだめだ
ったら秋採用で頑張ろうという心持ちでした。
5．当館職員採用試験の試験対策
1 次試験は市販の過去問集で対策しました。2
次の専門試験は物理学を選択し、院試の際に使
った演習書と、ホームページに上がっている過
去問を使って対策しました。英語の対策として
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【資料保存専門職員採用試験合格者】

をしたいと考えたため、国立国会図書館資料保
存専門職員を志望しました。
4．就職活動の方針

20. 23 歳女性

資料保存に関係する仕事を就職活動の柱に位
置づけていました。試験受験時、私は大学院修

（大学院）

士課程の 1 年次でしたが、資料保存専門職員の
1．学生時代の専攻・研究について

募集は毎年行われるわけではないので、志願す

大学・大学院ともに専攻は保存科学です。津波

るに至りました。

や洪水等で水損した紙資料の乾燥方法につい
て研究していました。

5．当館職員採用試験の試験対策
1 一次試験については、市販の公務員試験問題

2．学生時代の思い出・頑張ったことなど

集を解いて対策を行いました。専門試験につい

大学時代に、東日本大震災の津波で被災した公

ては、大学・大学院の講義で配布された資料を

文書の調査に参加する機会を得て、ドライクリ

見直し、国立国会図書館の資料保存シンポジウ

ーニング作業を体験させていただきました。こ

ム講演集や「シリーズ本を残す」を読んで勉強

の調査に参加したことから、被災資料の保存・

しました。国立国会図書館や東京都立図書館の

修復処置に興味をもち、勉強するようになりま

資料保存に関するウェブページも参考にしま

した。

した。

資料保存に関係することでは、博物館実習もよ

直接の試験対策ではありませんが、国立国会図

い経験です。私は文書館で実習をさせていただ

書館が開催している保存フォーラムや日本図

きましたが、業務全般を体験させていただく中

書館協会の資料保存セミナー等に参加したこ

で、資料の保存と利用のバランスの難しさを多

とも、図書館における資料保存の考え方につい

くの場面で実感しました。望ましい資料保存・

て理解を深めるうえで役に立ちました。

保存環境とは何か、多角的に考える機会となり
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

3．国立国会図書館職員を志望した経緯・理由

実技試験が印象に残っています。当日会場に入

前述の被災公文書調査への参加や博物館実習、

るまで試験内容がわからなかったため不安に

また、東京都立中央図書館資料保全室の見学や

思っていましたが、試験官の方が丁寧に説明し

種々の講演会への参加を通して、「文化財」以

てくださったので落ち着いて臨むことができ

外にも保存の対象となる資料が存在すること

ました。

や、資料の保存には多角的な視点が必要だとい
うことを学びました。図書館学の勉強をしてい

7．国立国会図書館職員としてやってみたいこ

たこともあって、一般の人びとに利用される図

と・頑張りたいことなど今後の目標

書館資料の保存にとりわけ興味をもっていま

まずは補修の基礎を習得したいです。そのうえ

した。

で、広い意味での保存環境や資料保存について

以上のような経緯から、資料保存に関わる仕事

扱う仕事に携われたらと考えています。進んで
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学ぶ姿勢を忘れず、精進したいと思います。
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
採用説明会に参加することをおすすめします。
資料保存専門職員採用説明会では、職場や書庫
の見学時間が設けられていました。私自身、実
際に現場を見ることで国立国会図書館で働き
たいという気持ちが強くなりました。資料保存
専門職員の受験を考えている方は、募集の機会
が少ないものですから、こまめに情報収集を行
うとよいと思います。
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