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国立大学法人 島根大学

島根大学

国・省庁
（文部科学省など）

学 生

地方公共団体 教員・研究者

地域住民 企 業

様々な分野の方々と

関わりを持つことができる

魅力あふれる職場です！
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【一般職員の男女比】

※数字は令和元年5月1日現在

【一般職員の内訳】

【職員数】

松江・出雲両キャンパスで

合計 2,935人

男女ともに

働きやすい

職場です！



●公開講座・大学開放授業の受講

●学生市民交流ハウス・図書館の
利用に係る優遇措置

近年の主な取組

●学生にとって魅力ある就職先の創出

●地域が求める人材の養成

地(知)の拠点大学
による地方創生

推進事業
(COC＋事業)

●産官学が連携した研究の推進と
高度人材の育成

●特殊鋼を活かした地域産業の高度化

先端金属素材
グローバル拠点の

創出
(たたらプロジェクト)

※COC+事業及びたたらプロジェクトの詳細は、各専用HPをご覧ください。

市民
パスポート
会員制度

学生市民交流ハウス『FLAT』



島根大学職員の魅力

地域に根差した大学！

●日本の25年先を行く
課題先進地

●大学の地域貢献度*全国4位！
（地域との活発な協働）

小ささが強み！

●小規模だからこその機動力

●職場は基本的に県東部のみ

WLB充実！

●育児休業・短時間勤務等

●プレミアムこっころ
カンパニー認定企業

(殿堂入り)

雰囲気が良い！

●メンター制度

●地域のイベントにも参加

*「大学の地域貢献度調査」（日経グローカル）



国立大学法人等の職員について

中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験事務室発行

「職員の仕事紹介ブック」をご覧ください！

令和２年度用

● 「国立大学法人等」とは ・・・・ P.2

● 職務内容 ・・・・・・・・・・・ P.3

● 研修制度 ・・・・・・・・・・・ P.19

● 勤務条件・福利厚生 ・・・・・・ P.21



採用試験について

※令和２年度試験概要
●受験資格 平成２年4月2日以降に生まれた者（詳細はHP参照）

●試験内容 第一次試験：教養試験（HPに例題あり）
※会場は各都道府県の国立大学法人

第二次試験：各機関で実施（面接、集団討論等）
※複数機関の併願可

●注意事項 ・全国7地区で実施。複数地区の受験は不可。※島根大学は「中国・四国地区」

・申込時に試験区分を選択。※採用予定のない区分は試験を実施しない。

① 国立大学法人等職員採用試験

※参考：令和元年度島大出身枠試験概要
●受験資格 平成５年4月2日以降に生まれた者で，次の①，②のいずれかに該当する者

①令和２年3月までに島根大学の学部・大学院を卒業・修了見込みの者
②平成3１年3月までに島根大学の学部・大学院を卒業・修了している者

●試験内容 第一次試験：小論文，適性検査，グループディスカッション
第二次試験：個別面接 第三次試験：プレゼンテーション・個別面接

令和2年度の独自採用試験は，島根県内の中学・高校・大学の出身者を対象と
する「島根出身枠試験」として，秋季から冬季にかけて実施します！
（詳細は夏季以降に大学HPに掲載します）

② 独自採用試験
（島根大学：平成30年度より【島大出身枠試験】を実施）



① 令和2年度国立大学法人等職員採用試験スケジュール

内定 ※新卒者の正式内定は１０月１日以降

第一次試験合格者発表
※第一次試験合格者名簿は来年度の合格者発表日の前日まで有効

受験申込５月13日10時00分～
５月27日17時00分

（受信有効）

第一次試験

７月２２日９時３０分

７月5日

第二次試験
（面接考査等）
（図書以外）７月２３日以降

第二次試験（専門試験）
（図書のみ）８月１日

第二次試験（面接考査等）
（図書のみ）８月２日以降

随時

第二次試験（職場訪問も含む）の詳細について，
各機関のWebサイトに随時掲載

採用
随時～４月１日



参考：令和元年度国立大学法人等職員採用試験
第一次試験実施結果（中国・四国地区）

※物理、資源工学、林学の区分は採用予定が無かったため未実施。
※（ ）内は女性数で内数を表す。

試験区分 申込者数 第一次試験合格者数 倍率

事 務 2,612人（1,362人） 1,069人（536人） 2.44倍

図 書 36人 （23人） 13人 （7人） 2.77倍

電 気 7人 （ 0人） 2人 （ 0人） 3.50倍

機 械 5人 （ 0人） 3人 （ 0人） 1.67倍

土 木 12人 （ 0人） 3人 （ 0人） 4.00倍

建 築 10人 （ 4人） 3人 （ 1人） 3.33倍

化 学 8人 （ 1人） 4人 （ 0人） 2.00倍

電 子 ・ 情 報 5人 （ 0人） 2人 （ 0人） 2.50倍

農 学 15人 （ 3人） 7人 （ 0人） 2.14倍

生物・生命科学 3人 （ 1人） 2人 （ 0人） 1.50倍

合 計 2,713人（1,394人） 1,108人（544人）



国立大学法人島根大学

総務部人事労務課

諸岡 真吾

島根大学法文学部 卒業

令和元年10月採用

人とともに 地域とともに

国立大学法人

島根大学

若手職員の体験談



大学～卒業後

試験勉強

本格的に勉強を始めたのは1回目に落ちてから
2回目は慣れない仕事との両立に苦戦
それでも毎日コツコツ積み重ねた

サークル活動、アルバイト等

大学祭実行委員（2年制で2年目は実行委員長）
硬式テニスサークル（社会人クラブにも所属）
アルバイトはテニスコーチとスーパーの店員

法人採用試験で不合格，民間企業に就職する
→仕事をしながら勉強，3回目で法人試験合格

在学中～卒業後



一次試験（筆記）

二次試験（面接）

ひたすら過去問の演習
→特に時間配分を意識
解けなくても次に進む気持ち

★ジョブカフェや大学の就職支援センターをフル活用

個別面接：自己PRの添削指導や模擬面接
何度も声に出して読み上げる

集団討論：模擬討論，出題テーマ想定

その他試験に向けて

法人採用試験は教養試験のみ。教養試験の勉強に集中した。
地方上級試験の日程が先のため練習の意味も込めて受験。
特に二次試験の練習は他の試験を受けるのが一番練習になる。

法人採用試験に向けて



配属先：人事労務課

実
際

島根大学の職員になって

イメージ･･･職員の採用試験，異動に関すること

給与・共済G 企画・労務管理G人事管理G

教職員の任用に関する業務
・採用・退職手続き
・人事異動

給与に関する業務
・初任給の決定
・賞与計算（年に2回）

・昇給（年に1回） …etc.

給与に関する業務
・給与計算（月に1回）
・各種手当の手続き

共済に関する業務
・保険，年金
・育休給付金

・積立貯金 …etc.

規則・制度に関する業務
・就業規則の改正
・人件費の管理

労務に関する業務
・健康管理（定期健診）
・職員研修

・就業管理 …etc.

これくらいしか思いつ
きませんでした…★ミ



・ミスは減ったがまだまだ失敗します。ですが仕事において

もメンタルにおいても先輩方がフォローしてくれます。

暖かい職場です！

・他部署の職員はもちろん，教員や学外の方とも関わる機会

があり，幅広い関係が形成できます。

・ワークライフバランスも充実！休暇も採用時から取得可！

各部署で定時退勤日を設けているし，昼休みは職員同士で

食事やスポーツも！

（サッカー，テニス，バドミントン，バスケ etc…）

採用から半年経って



最後に

・就職しても勉強の毎日… 勉強の習慣や疑問や問題を解決し

ようとする力こそが社会で活かされる能力だったりします！

・誰でも失敗はします。大事なのはそこから何を学んでどう

活かすか！失敗を恐れずチャレンジしてください！

みなさんと島根大学で一緒に働ける日を楽しみにしています

★ご清読？ありがとうございました★


