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MESSAGE

群馬大学長からのメッセージ

国立大学法人群馬大学長

平塚 浩士

群馬大学は、質の高い人材の育成と高度な研究の推進、
地域貢献活動の充実を通じて社会の発展に一層貢献する

ことを目指して、
「群馬の地に根ざし、
知的な創造を通じて、
世界の最先端へとチャレンジし、
21世紀を切り拓いていく」
大学として、教職員・学生一丸となって社会の発展に貢
献していきます。
昭和24年に制定された本学の徽章には上毛三山がデザ
インされています。上毛三山の中で大学キャンパスから

一番近い赤城山は、広い裾野があって、高い峰があるわ
けですが、群馬大学もまったく同じです。本学もこの赤
城山のように広い知の基盤を形成し、その基盤の上にリー
ジョナル、ナショナル、インターナショナルと様々なレ

ベルで知の峰を創り、世の中に発信していく大学になっ
ていきたいと考えています。本学の長年にわたる放射線
腫瘍を専門とする医師の養成を基盤とした、重粒子線に
よる最先端がん治療の推進などはこの高い峰のひとつと
言えます。
昨今の国家財政難や更なる大学改革の推進といった大
学を取り巻く環境が厳しい中で、群馬大学は「大学の力
は教育力、研究力、さらにそれらを集約した社会貢献力
にある」との信念のもとに、教職員一体となって大学と
しての存在感を高めていきたいと思っています。
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お前はまだグンダイを知らない

参考文献

「ぐんまがいちばん！」
群馬県作成の群馬の魅力を
まとめた冊子
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グンダイは群馬大学の略称。2018年度に、人気漫画 ｢お前はまだ
グンマを知らない｣ の作者・井田ヒロトさんと群馬大学がコラボレー
ションし、
｢お前はまだグンダイを知らない｣ というキャッチフレーズ
でオープンキャンパスのPR 動画を制作するなど、大きな話題となっ
た。同 PR 動画はYouTubeの群馬大学公式チャンネルで視聴可能。

https://www.youtube.com/
user/GunmaUniversity

◦群馬ってこんなところ
面積は6,362.28㎢で、
その大きさは全国で21番目。2,000ｍ級の山岳、
尾瀬などの湿原、
多くの湖沼、
吾妻峡をはじめとする渓谷や利根の清流など、変化に富む美しい大自然に恵まれています。

ORGANIZATION

事務組織相関図

各学部等
学部

大学院

大学職員の業務は幅広く多岐に渡っています。例えば「総務・人事」一つとっても、
その中で個々の果たすべき役割は様々です。まさに、職員一人ひとりが主役といえる

教育学部
社会情報学部
医学部
理工学部

でしょう。そして、事務職員同士はもちろん、教員、教室系技術職員、医師、看護
師など他職種の方々との協働により、群馬大学は運営されているのです。

教育学研究科
社会情報学研究科
医学系研究科
保健学研究科
理工学府

附置研究所 生体調節研究所
医学部附属病院
総合情報メディアセンター
大学教育・学生支援機構
研究・産学連携推進機構
重粒子線医学推進機構
国際センター
未来先端研究機構
学内共同教育研究施設

①
総務・人事

②
財務
役員会

理事・副学長
（教育・企画）

⑥
施設
（技術職員）

理事・副学長
（研究）

③
学生支援

学長
理事
（病院）

理事・副学長
（総務・財務）

⑤
医事・
医療支援

①総務・人事
◎主な業務

４ページ

◦大学、学部等に関する事務の総括、連絡調整
◦教授会等の会議運営
◦教職員の任免、給与、手当、労務管理、福利厚生 等

◎主に関わる人々

◎主な業務

７ページ

◦学外教育研究機関との連携
◦科学研究費補助金等の採択支援、共同研究・受
託研究等の受入れ
◦生涯教育、公開講座 等

◎主に関わる人々

◎主な業務

５ページ

◦予算要求、執行管理
◦物品購入、資産管理
◦財務諸表、決算報告書の作成 等

◎主に関わる人々

◦教員 ◦学外教育研究機関 ◦行政、企業の方

⑤医事・医療支援
◎主な業務

６ページ

◎主な業務

◎主に関わる人々
◦学生、留学生
◦教員

８ページ

◦診療報酬請求、医療情報管理
◦患者の受付、案内
◦地域医療連携支援 等

◎主に関わる人々

③学生支援

◦入学試験、履修指導、成績処理
◦学生生活及び就職活動に対する指導・助言
◦国際交流に関すること 等

◦会計監査法人、税理士
◦取引業者 ◦教職員

◦学長、役員、学部長等
◦教職員

④研究推進

②財務

④
研究推進

◦患者
◦医師、看護師、薬剤師ほか医療技術職員

⑥施設（技術職員）
◎主な業務

◦建物、設備等の企画立案、整備、監理
◦建物、設備等のエネルギー計画、管理
◦キャンパスの環境保全 等

◎主に関わる人々
◦工事業者
◦教職員

※詳しくは
お問い合わせください

※教員との協働については、13ページをご覧ください。
◦群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」
ご当地キャラグランプリで全国第１位となりました！誕生日：２月22日（魚座）
、年齢：７歳、モチーフ：ポニー、特技：変身。群馬県のPRのため、様々な姿に変身します。
平成24年12月には「群馬県宣伝部長」に任命され、各種イベントに登場する超売れっ子であり人気者です。
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 許諾第２９－１００３５９号
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業務紹介

総

務

昭和地区事務部総務課労務管理係

須賀 奏絵

（平成26年４月採用）

とても気さくで馴染みやすい方々ばかりで、
自分の世界が広がります。
Ｑ 現在担当している業務について教えてください。

Ｑ 職場の雰囲気はいかがですか？

A 教職員の勤務時間管理や福利厚生、兼業手続きの事務を
担当しています。
医学部附属病院のある昭和地区事務部では、
対象となる教職員のほとんどが医療従事者です。医師や看
護師の方は毎日忙しく事務手続きに不慣れなため、要点を
絞って話すことや丁寧な説明をすることを心掛けています。

A とても良い雰囲気です。仕事をしているとたまには愚
痴をこぼしたくなることがありますが（苦笑）、上司や先
輩職員の方は親身に受け止めてくださいますし、時には
愚痴を言い合うこともあります（笑）また、相談をする
と親身になって答えてくださる方ばかりで、困ったとき
には助け合う雰囲気があるので、安心して仕事をするこ
とができます。

Ｑ 群馬大学ってどんなところですか？
A みなさんとても気さくで馴染みやすい方ばかりです。私

が採用になったばかりの時にたくさん話かけてくださった
ので、すぐに職場に馴れることができました。また、それ
ぞれ色々な趣味を持っている方が多いので、どの方とお話
しても楽しいですし、自分の世界が広がります。
Ｑ 群馬大学に就職を決めた理由は？
A 自分が大学生の頃、大学の職員の方にとてもお世話に
なったので、私も大学職員になりたいと考えていました。
なかでも群馬大学は、重粒子線治療などの最先端の研究か
らちびっこ大学などの地域貢献事業まで様々な魅力を持っ
ており、そこで学ぶ学生や教職員を支える仕事がしたいと
思ったからです。

Ｑ 今後の目標を聞かせてください。
A 現在の係に配属されて２年目になります。１年目のと
きは昭和地区で仕事をすることが初めてだったこともあ
り、業務をこなすことに精一杯でした。今後は「なぜこ
の業務を行うのか」
「根拠は何なのか」など問題意識を持っ
て仕事をして、昨年度のとおりに業務を行うのではなく、
自分の考えや意見をしっかり持つことが目標です。また、
他の課や係と関係する業務が多いため、自分の仕事がど
のように他の係に影響をするのかを意識して仕事をして
いきたいです。まだまだ頼りないので頑張ります！
Ｑ 群大職員を目指す方へメッセージを！
A 群馬大学には教育学部や社会情報学部がある荒牧キャ

ささいなことでも親身になって
相談に乗ってくれます。

ンパスや、医学部のある昭和キャンパス、さらには桐生
市にもキャンパスがあり、色々な場所で様々な仕事がで
きます。どの部署も雰囲気はとても良いと思います。群
馬大学で一緒に働けることを楽しみにしています！

私 の 一 番 ソ ン グ ♪
「シグナル ABC」UNISON SQUARE GARDEN
仕事に行き詰ったときに聴いています。聴く度に、問題を解
決するには「誠心誠意」が大事だなと気づかされます。

◦群馬ならではの景観（高原キャベツ、こんにゃく畑）
4

嬬恋村を中心とした吾妻地域などでは夏秋キャベツの栽培が盛んで、日本一の収穫量を誇ります。一面のキャベツ畑は圧巻で、映画やドラマ、CMなどのロケ地にもなっています。
また、こんにゃくいもの収穫量は、群馬県が全国の90％以上を占めています。カロリーが少なく食物繊維が豊富なこんにゃくは、ダイエット食品として世界中で注目されています。

業務紹介

財

務

理工学部会計係

塚本 裕磨

（平成26年７月採用）

親身に教えてくれる上司や先輩が多く、大変心強いです。
Ｑ 現在担当している業務について教えてください。

Ｑ 業務を行うにあたり気をつけていることは何ですか？

A 主に研究用設備の購入手続きを行っています。１本数十
円のねじから数千万円の実験機器まで、金額もジャンルも
多岐に渡ります。金額が大きくなればなるほど、手続きに
時間も手間もかかり大変なこともありますが、普段の生活
では目の当たりにできない高額な設備の購入に立ち会える
という、とても貴重な経験をすることもあります。
昨年度から新たに採択された自動車の自動運転化プロ
ジェクトに携わった際は、過去に事例のない案件が舞い込
んでくるなど壁にぶつかったときもありました。しかし、
同じ係の上司や先輩はもちろん、他のキャンパスで同様の
業務に携わっている方々にも協力をいただくことで、問題
を解決することができました。群馬大学は相談できる方が
多く、大変心強いです。

A 会計係はその名の通り、お金を取り扱う係です。物品
を購入する際の財源は学生からの授業料であったり国か
らの補助金であったりと様々ですが、いずれも貴重な財
源に変わりありません。そのため、ルールに則った予算
の執行ができているか、
無駄な支出がないかを常に意識し、
しっかりと理解して業務にあたるよう心がけています。
Ｑ 休みの日はどんなことをして過ごしていますか？
A 普段の休みは友達と飲みに行ったり、職場の方々とフッ
トサルや野球、テニスをしたりしています。旅行が好きな
ので、長期休暇の前はいつもそわそわしています（笑）
Ｑ 今後の目標を聞かせてください。
A 今までは自分の担当業務をこなすことに精いっぱいで

Ｑ 職場の雰囲気はいかがですか？
A 桐生キャンパスでも昼休みの時間はスポーツが非常に盛

んです。フットサルやバドミントン、テニス等ジャンルも
豊富で、性別・年齢・職種に関係なくいろいろな人が気兼
ねなく活動しています。この仲のよさが仕事のしやすさに
もつながっています。

係や課の垣根を越えて打合せを
することも。

したが、今後は他部署との円滑な連携体制の構築を意識
して業務にあたりたいと思っています。
群馬大学には多岐にわたる業務があり、多くの課や係
が存在します。そのため、他の部署と連携が必要になる
機会が数多くあります。自分が他の部署の業務を十分に
理解していないことで他の部署の方に迷惑をかけてし
まったことがあるので、課や係同士がどのように結びつ
いているのか、広い視野で客観的に判断できるように努
めていきたいと思っています。
Ｑ 群大職員を目指す方へメッセージを！
A 最初はきっとわからないことだらけだと思います。そ
んな時はとにかく周りの人に聞いてみることが大切です。
質問すればその都度、仕事の手を止めてまで親身に教え
てくれる上司や先輩が多いことが、群大職員の数ある魅
力の一つだと思います。

私 の 一 番 ソ ン グ ♪
「完全感覚 Dreamer」ONE OK ROCK
ライブやフェスで盛り上がるロックサウンドが好きです。通
勤中の車内でも欠かせません！

◦AEDを製造
駅や学校、公共施設など人が多く集まるところに見かけるようになった AED（自動体外式除細動器）ですが、国内でAEDを製造しているのは、医療用電子機器メーカー
「日本光電工業㈱（日本光電）富岡工場」
（富岡市）だけです。富岡で製造された AEDが、日本はもちろん世界各国で救命に活躍しています。
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学生支援
社会情報学部教務係長

倉沢 良徳

（平成５年４月採用）

教員からも学生からも頼られる、
そんな事務職員が目標です。
Ｑ 現在担当している業務について教えてください。
A 社会情報学部の教務係で勤務しています。大きい学部で
すと、教務係、学生支援係、入学試験係、大学院係など業
務毎に係がありますが、
社会情報学部は小さな学部ですので、
教務係が学生関係の業務について全て対応しています。内
容が多岐に渡るため大変なときもありますが、皆で協力し
合って業務を行っています。
Ｑ 群馬大学ってどんなところですか？
A 大学事務と聞くと、やはり学生の対応をする窓口を一番
に思い描く方が多いのではないでしょうか。私自身、同じ
ようなことを想像していましたが、採用されて最初に配属
になったのは、医学部附属病院の収入係という係でした。
診察が終わった患者さんから診察料をいただく会計窓口で、
「窓口は窓口でも、これは大学ではなく病院の窓口じゃない
か」と、想像していたものとはまったく違って面食らいま
した（苦笑）大学の事務は、学生対応の他にも大学内の人
事や予算、設備管理など多岐にわたっていて、その全てが
大学の運営に関わっています。
また、医学部附属病院や附属学校園、さらには関連他機
関である国立赤城青少年交流の家や群馬工業高等専門学校
幅広い業務を協力して行って
います。

など、大学とは違った環境での勤務もあります。人事異
動で環境がガラッと変わることもあり、大変なこともし
ばしばですが、その都度いろいろな経験ができて、やり
甲斐があると思います。
Ｑ 業務を行うにあたり気をつけていることはあります

か？
A 人との繋がりでしょうか。困った時にフォローしても
らったり、逆にフォローしたり。人事異動で業務が変わっ
たときなどは、人との繋がりがとても心強いですね。
Ｑ 休みの日はどんなことをして過ごしていますか？
A 元々インドア派だったのですが、同僚に誘われてロー
ドバイクに乗るようになりました。乗るのが面白くてス
トレス解消にもなり、休日は利根川サイクリングロード
等を走っています。職場の仲間達とロングライドに出か
けたり、イベントなどに参加したりすることもあります。
Ｑ 今後の目標を聞かせてください。
A 私は大学事務の中でも学生関係に係わる業務が多かっ

たので、教員からも学生からも信頼され、頼られるよう
な事務職員になりたいですね。
Ｑ 群大職員を目指す方へメッセージを！
A 群馬大学は教育、医療、産業など、様々な面で地域の

中核となる大学です。また、場合によっては大学以外の
機関での勤務もあるかもしれません。繰り返しになりま
すが、やり甲斐のある職場です。

私 の 一 番 ソ ン グ ♪
「地上の星」中島みゆき
NHK でかつて放送していた、プロジェクト X という番組の主
題歌でした。番組の内容と相まって、自分も頑張ろうと思え
る曲です。

◦クラシックも、ポップスも、ハードロックも、音楽が身近なぐんま
6

日本初の市民楽団「群響」を生んだ群馬県からは、
日本や海外で活躍する話題のミュージシャンが出ています。例えば、
1980年代に活躍した伝説のロックバンド「BOØWY」
。
高崎市出身の氷室京介、布袋寅泰、松井恒松を中心に結成され、今なお日本のロックシーンに変革をもたらしたバンドとされています。また、1969年に「夜明けのスキャッ
ト」でデビューした由紀さおりは桐生市出身。2011年には、ピンク・マルティーニとのコラボアルバムが20カ国以上でＣＤ発売・デジタル配信され、再ブレイクしました。

業務紹介

研究推進
研究推進部研究推進課研究支援係長

小林 宜徳
（平成14年４月文部科学省採用、平成27年４月群馬大学採用）

前向きなエネルギーがあれば、
アイデアを現実に変えることができる組織です。
Ｑ 現在担当している業務について教えてください。

Ｑ 業務を行うにあたり気をつけていることは何ですか？

A 群馬大学の研究力を向上させる業務に従事しています。
研究者が研究に専念できる環境を整備したり、外部資金の
獲得に向けたサポートをしたりしています。多くの皆さん
が、
「 群馬大学といえば○○の研究」と思い浮かぶように、
強みとなる研究分野を創り出す施策を実施しています。

A 自ら関わっている様々な業務で価値を付けられるよう
に、自分の役割、中長期的な展望、これまでの実績等を
いつも考えながら仕事をしています。これは心身ともに
健全でないとできないことなので、毎日の睡眠を最重要
視しています。睡眠は未来への投資です。皆さんも経験
があると思いますが、徹夜明けに比べてぐっすり眠った
後は、元気な挨拶ができ、明るく前向きに活動できると
思います。

Ｑ 群馬大学ってどんなところですか？
A 自分が企画立案した施策について、上司だけでなく部下

からも、賛否に加えて建設的な意見までもらうことができ
ます。自分で考え抜いたアイデアは、周囲のアドバイスに
よってよりパワーアップします。
「群馬大学をよりよくしよ
う！」という最終目標は、
全ての教職員が一致しているので、
前向きなエネルギーがあれば、アイデアを現実に変えるこ
とができる組織だと思います。
Ｑ 職場の雰囲気はいかがですか？
A 何でも相談できる雰囲気があります。わからないことが
あれば、大きな声で相談してみましょう。誰かが助けてく
れます。
アットホームな係のみんなと
パチリ。

Ｑ 休みの日はどんなことをして過ごしていますか？
A 育児（私は女の子２人の父親）
・家事の合間に、ビジネ
ス英語を数年間継続して学んでいます。英語を通じて、
日本人にはない発想でものごとをとらえることに魅力を
感じています。他には、将棋とコントラバス（オーケス
トラの一番大きい弦楽器）を趣味としており、これから
もっと極めていきたいです。
Ｑ 今後の目標を聞かせてください。
A 事務局（研究推進部）だけでなく、いろいろな部署で

働いてみたいです。公務員として勤務してから15年目で
すが、群馬大学ではまだ３年目です。上司・部下を問わ
ず多くの人々の意見に謙虚に耳を傾けながら、自分の考
えも主張することを通じて、
（漠然ですが）群馬大学がもっ
とよくなればと思っています。
Ｑ 群大職員を目指す方へメッセージを！
A 皆さんの持ち味を全面的にアピールしてください。群

馬大学をさらによくするために一緒にがんばりましょう！

私 の 一 番 ソ ン グ ♪
「南の風」
（平吉毅州作曲）
長女・次女が習っているピアノの曲がいつも頭に流れていま
す。この曲は音の配列が不思議ながら、やさしくさわやかな
雰囲気が感じられ、大好きです。

◦世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群
日本初の本格的な模範製糸工場として明治５年に操業開始。高品質な生糸の大量生産を実現した技術革新、日本と世界の技術交流の歴史的な価値が評価され、平成
26年６月に世界遺産に登録されました。さらに、富岡製糸場の繰糸所、東置繭所、西置繭所は日本と西洋の建築技術が混合した代表的な工場建築として、平成26年
12月に国宝に指定されました。

7

業務紹介

医療支援
昭和地区事務部医事課医事係主任

荒舘

晶

（平成18年10月採用）

多くの方との交流を通じて、
色々な刺激や経験を得られる職場です。
Ｑ 現在担当している業務について教えてください。
A 主に施設基準や先進医療の届出、毎月の保険診療に係る
病院収益や未収額の計上、委員会の事務等を担当していま
す。
どの業務も医師や看護師等、他職種の方と関わる業務が
多いので、相手のことを第一に考え、極力負担をかけずに
済むよう心掛けています。また、できる限り相手の要望に
応えられるように努めています。
Ｑ 職場の雰囲気はいかがですか？
A 忙しい中でも時折冗談を言い合うような、楽しい雰囲気
の中で仕事をしています。
そのため、仕事でわからないこと等があった場合でも、
とても聞きやすい環境だと思います。
またお昼には他の部署の方だけでなく先生方ともフット
サルをして楽しんでおり、その繋がりが仕事でも活きてい
ます。和気あいあいとした雰囲気ですよ！

各大学が地域の特性を活かし地域に貢献している、とい
う話を伺いました。大学でも行政とは異なった形で地域
に貢献できることを知り、それならばと思い、群馬大学
に就職しようと決めました。
Ｑ 業務を行うにあたり気をつけていることは何ですか？
A 自分のミスが色々な部署に影響することもあるので、
自分の仕事がどのように影響するのかを考えること。
また、
相談や協議の際は、相手が言うことを適切に理解し、求
められていることに対し正確な回答をすることに気をつ
けています。
例えば、医師や看護師等、職種が違う方と話す際には、
事務の視点だけで聞いてしまうと、相手にとっては単な
るわがままに聞こえてしまうこともあります。ですから、
相手の事情・立場をよく考慮し、事務の立場も含めて俯
瞰的にとらえるようにしており、その上で良し悪しを判
断したり、提案したりして、相手の希望に極力応えられ
るように努めています。

Ｑ 群馬大学に就職を決めた理由は？
A まず、大学が教育や研究といった、未来につながる前向

Ｑ 休みの日はどんなことをして過ごしていますか？

きな場所であることに惹かれました。
そして説明会において、

A 以前は、音楽が好きなのでライブに行ったり、職員で
バンドをやったり、はたまた同期と飲みに行ったりする
ことが多かったのですが、家族が出来てからは、子供を
連れて公園に行ったり、家族ですごしたりすることが多
くなりましたね。

相手の要望に極力応えるために
は、調べる力を身につけること
も大切です。

Ｑ 群大職員を目指す方へメッセージを！
A 群馬大学には様々な職種の方がおり、また、他業種の

職場ではいない学生さんもいます。多くの方との交流を
通じて色々な刺激や経験を得られる職場だと思います。

私 の 一 番 ソ ン グ ♪
「ロックンロール」くるり
新しい環境に踏み出す時、背中を押してくれる曲です。

◦日本で唯一
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前橋市の三ツ葉楽器㈱は国内で唯一ウクレレを量産しています。館林市にある「ダノンジャパン㈱館林工場」
、高崎市にある「日本ケロッグ（合同）高崎工場」
、高崎市
にありハーゲンダッツのアイスクリームを製造する「高梨乳業㈱群馬工場」は、国内で唯一同社の製品を製造する工場です。

育 休 取 得 者の声
体調を崩した際には、夫と半日交代で休みを取り、どうしてもその日
に処理しなければならない仕事だけを片付けて、残りは後日処理する
ことで対応しました。

Ｑ 育児休業を取得してみて、変わったことはありますか？

昭和地区事務部
医事課福祉・連携係主任

A 仕事と家事育児を全て一人でこなすことはできません。子どもを
持ってから、サポートしてくださる周囲の温かさに感謝する機会が増

結束 麻衣子

えました。また実際にやってみて、子育てしながら働くことは想像以

（平成19年４月採用）

上に大変なことだと感じますが、大変なのは子を持つ親だけではない
と思います。サポートしてもらうばかりではなく、自分も逆の立場か
ら周囲に配慮できる存在でありたいと考えるようになりました。さら

サポートしてもらうばかりではなく、自分も
周囲に配慮できる存在でありたい。
Ｑ 現在担当している業務について教えてください。

には、家族が揃ってご飯を食べたり、休日に公園へ出かけたり、今ま
で当たり前に感じていた日常がとても大切な時間であることに気が付
くことができましたね。

私 の 一 番 ソ ン グ ♪

A 私が所属する福祉・連携係では事務職員とソーシャルワーカーが
在籍しており、患者さんに最適な医療を提供する為、地域の医療機関

童謡「にじ」

と連携・協力し、予約の手続きや相談業務、患者さんの退院後の支援

この歌を聴くと何故か心がほっこりと温かくなって、童心に
返るような気持ちになります。

に関することなど多様な業務を行っています。院外の医療機関の関係
者と話す機会も多く、日々刺激を受けながら業務に取り組んでいます。

Ｑ 育児と仕事を両立されていますが、心がけていることはありますか？
A １つは、自分でなければ対処できない仕事をなるべく抱えないよ

市民講座等、各種案内も積極的
に行っています。

うに、係内で担当業務の進捗状況をできるだけ情報共有すること。も
う１つは、仕事は優先順位を意識して処理するようにし、急に休む場
合でも、後でリカバリーできるよう備えることです。先日、子どもが

立
両
ト
ー
ベ
イ
プラ

総務部企画評価課

中嶋 夏希

（平成21年８月採用）

サイクリングに連れていってい
ただいた時の様子です。

Ｑ 現在担当している業務について教えてください。
A 大学として達成する６年間の目標・計画を作成したり、年度ごとの
年度計画を作成したりしています。また、学部・大学院の設置や改組
がある際の設置認可の事務手続き、医療技術者養成学校として文部科
学省に認可されている事項の変更の届出・申請などもしています。
大学の中で議論されて決まった事柄を大学のホームページや所管官
庁など、一般社会に向けて公表する機会が多いので、公表された内容
を一般の方が見た時に分からないであるとか、なぜこうしたの、とい
うような疑問が出てこない内容になるよう心がけています。
Ｑ プライベートも充実していると伺いましたが、具体的には？
A 家族と月イチくらいのペースでドライブを兼ねた小旅行に行きま
す。子どもができてからは子ども向けの施設に行くことが多くなって
きました。

また、職場の皆様とバーベキューをしたり、サイクリングに行った
りと、週末は楽しみがいっぱいです。

Ｑ プライベートと仕事を両立するうえで、心がけていることは
ありますか？
A 仕事を疎かにしないことです。仕事が軌道に乗ってきた頃に、プ
ライベートも充実してくるもの
だと考えています。
子育ての合間にコツコツと仕上げ
た手の平サイズのプラモデルです。
仕事は自分ひとりだけでこな
していくことはできません。業
務に関わる皆様との連携をうま
くして、速さと正確さのバラン
スをとりながらこなしていきま
しょう。行き詰った時には上司
や周りの方に相談すると、とて
もいいアイデアをいただけます。
Ｑ（プライベート面での）今後の目標を聞かせてください。
A 私の趣味である車、バイク、自転車を使って、北海道を走り回り
たいです。レンタカーではなく、自分の車輌を持っていくことが条件
です。

私 の 一 番 ソ ン グ ♪
「ヨイトマケの唄」美輪明宏
2012年の紅白歌合戦を見ていて初めて知りましたが、すご
い衝撃でした。この歌の持つパワーに励まされ、奮い立たせ
られます。

◦日本で唯一 ～がん治療編～
重粒子線がん治療施設 外科手術を行わずにピンポイントで癌を治療する最先端医療の重粒子線治療施設は全国に５か所ありますが、総合病院にこの施設があるのは
群馬大学医学部附属病院だけです。
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イトーク
グンダ

お前はまだ
グンダイを知らない
平成29年度採用の
富澤亮太さん
（昭和地区事務部経営企画課経営予算係）
、
村上颯季さん
（社会情報学部教務係）
に
お話をお伺いしました。

◦「温泉マーク♨」の発祥「磯部温泉」
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地図でおなじみの温泉マーク「♨」
。このマークは、万治４年（1661）に江戸幕府から出された農民の土地争いに対する評決文中の絵図に、磯部温泉を表す記号として
２つ描かれていました。調査の結果、この記号は温泉を表す記号として日本で使われた最古のものと判明。こうして磯部温泉は温泉マーク発祥の地となりました。

Q. グンダイに就職したきっかけを教えてください。

Q. 昼休みや休日はどのように過ごしていますか？
富澤 最近ジムに通い始め、今では週3～4回通っています。トレー
ニングで汗を流した後のお風呂は最高に気持ちいいです。食生活
にも気をつけるようになりました。細マッチョを目指しています
（笑）。筋トレ以外では、ドライブが好きです。
村上 私は、車を持っていないので、電車で東京まで行き、ショッ
ピングをすることが多いです。また、最近は、コンサートやバレー
ボールを見に行くことが多いです。

村上 私は、兄が公務員ということもあり、昔から漠然と公務員
を志望していました。市役所職員など色々検討しましたが、
「未来
を担う学生をサポートできる」という点に魅力を感じ、大学事務
を志望しました。現在は、社会情報学部教務係に配属され、主に
大学院生を担当しています。募集要項を作るところから、学生が
入学して、修了するまで関わることができるので、とてもやりが
いを感じています。富澤さんはいかがですか？
富澤 大学生活を静岡県で過ごしていたのですが、就職するなら
地元のグンマがいいと思っていました。グンダイの採用説明会に
参加した際に対応してくださった方がとても気さくで、優しくて、
フレンドリーな方だったので、こんな先輩のいる職場で働きたい
なと思ったことがきっかけです。皆さんも、是非、採用説明会や
職場訪問に参加して、自分の目で確認していただきたいと思いま
す。村上さんが働いている社会情報学部事務室はどのような雰囲
気ですか？
村上 他の部署より規模が小さいので、和気あいあいとしていて、
相談などもしやすい雰囲気です。事務職員だけではなく、先生達と
仕事以外の話をすることも多く、趣味について話したりもします。
富澤さんは附属病院のある昭和キャンパスで働いていますが、病院
の雰囲気はどうですか？

Q.最後に、この先どのような職員になりたいか教え
てください。
富澤 後輩から尊敬される職員になりたいです。私が尊敬する先
輩方は、皆、口をそろえて「次は後輩に同じことをしてあげるん
だよ」とおっしゃっていました。私もいつかそんなことを言える
ようになりたいです。また、学生に関わる仕事を経験してみたい
ですね。
村上 私も先輩や上司の方々にお世
話になったので、後輩に頼られる
職員になりたいですね。それと、
私はまだ人事異動を経験していな
いので、学生に関わる仕事以外の
業務も経験して、知識の幅を広げ
ていきたいです。

富澤

亮太

Tomizawa

Ryota

群馬県中之条町出身。平成29年4月に入職。
昭和地区事務部総務課臨床研修係を経て、

富澤 以前所属していた臨床研修係では、同じ事務室に先生のデ
スクがあり、一緒に仕事をしていました。事務職員とは異なる視
点で意見をいただけるので新鮮な感覚でした。また、昼休みは所
属部署や職種を超えて、先生や事務職員とフットサルなどで汗を
流しています。スポーツを通して、人脈が広がり、仕事がやりや
すくなることもあります。

現在は昭和地区事務部経営企画課経営予算

村上 荒牧キャンパスでも、昼休みのスポーツが盛んです。私は運
動が苦手なのですが、週に１回くらい体育館で卓球をしています。

ジムで汗を流すときによく聴いています。カッコイイ曲なので、ト

Q.群馬大学は「お前はまだグンマを知らない」とコラ
ボレーションしていますが、お二人が感じるグンマ
の魅力を教えてください。
富澤 村上さんは、新潟県出身ですよね。グンマの印象はいかが
ですか？
村上 新潟に比べ、晴れの日が多い気がします（笑）。それと、雪
が降らないので、冬でも外で洗濯物が干せます！・・・実は、グ
ンマ県民となって３年目ですが、私もまだまだグンマ初心者です。
グンマ出身の富澤さんから逆に教えてほしいです。

係に所属。大学院医学系研究科や医学部附
属病院の予算管理業務を担当。
最近の趣味は、
筋トレ。
私 の 一 番 ソ ン グ ♪

MY FIRST STORY

レーニングのやる気がどんどん沸いてきます。

村上

颯季

Murakami

Satsuki

新潟県佐渡市出身。平成29年4月に入職。
社会情報学部教務係に配属され、主に大学
院生の入試、広報、履修に関わる業務を担当。
最近の趣味は、音楽鑑賞（アイドル）
、スポー
ツ観戦（男子バレー）。特に、新潟県のご当
地アイドル Negicco を応援している。
私 の 一 番 ソ ン グ ♪

富澤 気軽に山登りができることだと思います。私は大学職員に
なってから山登りを始めたのですが、車で1時間もあれば様々な
山へ行けるのはグンマならではと思います。
「お前はまだグンマ
を知らない」にも出てきた谷川岳は初心者にもお勧めですよ。

｢REVIVER｣

｢ねぇバーディア｣
Negicco

群馬の方には馴染みがないと思いますが、新潟では有名なご当地ア
イドルです！聴くと元気になるので、通勤時間などに聴いています。

◦温泉まんじゅうの元祖「伊香保温泉」
全国各地の温泉地で販売されている「温泉まんじゅう」。実は伊香保温泉が元祖といわれています。明治43年（1910）に伊香保の菓子舗で試行錯誤して完成させたのが、源泉「黄金の湯」
の色をイメージした「湯の花まんじゅう」でした。その後、昭和９年（1934）に行幸された昭和天皇が、そのまんじゅうを大量に買い求められて評判となり、全国の温泉地に広がりました。
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30 YEARS AFTER

キャリアアップ30年後

理工学部事務長

学務部学生支援課長

私は、横浜国立大学に採用され、生涯学習の放送大
学を経て、群馬大学医学部附属病院医事課に採用され、
30年以上たちます。その間、経理部（当時）、教育学部、
研究推進部、財務部と様々の部署を経験してきました。
その中で学んだものは、人と人との「和」、つながり方
です。仕事は一人ではできません、助けたり、助けら
れたりしながら、スキルを身につけていくものです。
群馬大学は教員さえいれば成り立つものではなく、様々
な職種の人たちで成り立っています。特に法人化後は
業務の多様化が進み、私のいる理工学部での業務も、
総務、人事、企画、広報、会計、国際交流、学生支援、
研究支援、入試、産学連携など多彩な業務があり、か
つ専門性が求められています。
これからさらに、超スマート社会 (society5.0) の到来、

昭和62年４月に群馬大学に採用されて30年。あっと
いう間に過ぎてしまいました。最初の配属先である学
生課教務留学生係を皮切りに、留学生課、研究協力課、
国際交流課と30年間の半分以上を国際交流協定の締結
や教職員の海外派遣、留学生・外国人研究者の受入れ
等の国際交流業務に従事させていただきました。その
間出会った留学生や外国人研究者、各国大使や協定校
の学長・担当者等々は、今でも私の中で大切な財産と
なっています。
群馬大学では、教育職、研究職、事務職、技術職及
び医療職等の多様な職種が、それぞれの職域の中だけ
でなく、とりわけ法人化後は職域を超えて、外部資金
獲得のためのプロジェクト申請などに代表される取り
組みを、日々協働して行っています。今後、グローバ

輩に当たりますが、それぞれの担当業務を持ち、日々
様々な課題と向き合いながら責任を持って業務を行っ

がら、誰かに助けられながら、そして困っている人が
いたら自らも手を差し伸べながら進めていくものです。

町田 敦志

グローバル化、人生100年時代、人口減少など社会情勢
が大きく変わっていきます。その中で対応できる柔軟
性や調整力などバランスを持った人材が求められます。
この写真に写っている若手職員は、皆さんから少し先

ています。上司や同僚と連携を図り仲良く協力して頑
張っています。
皆さん、是非この頼れる仲間とともにやりがいのあ
る群馬大学で一緒に頑張ってみませんか、お待ちして
います。

この写真は、26年前の伊香保での経理部忘
年会の一幕です。忘年会では、あんなこと
やこんなことの楽しいことばかり。
この頃は、
昼休みにバレーボールや野球を毎日やって、
週末には試合に出てました。野球の大会で
優勝したことも。何かにつけて一杯。そし
てまた一杯。いつでもどこでも仲間とワイ
ワイ！よき時代でした！楽しかったなあ。

青木 あずさ

ル化や男女共同参画の更なる促進により、組織の多様
化が進み、柔軟性や調整力、コミュニケーション能力
のある人材が求められます。
仕事は一人ではできません。いつも誰かと関わりな

仕事をする上でもっとも大切なものは「人」です。群
馬大学は、この「人」をとても大切にしてくれる職場
です。皆さん、働きやすさは保証済みです。是非、群
馬大学で一緒に働きましょう！

研究協力課時代に、当時の事務局長等と
ロサンゼルス近郊の大学 (UCLA、ポモナカ
レッジ等 ) ヘ調査に行きました。これは、ポ
モナカレッジ訪問の帰りに立ち寄った、名
門カリフォルニア工科大学前での記念の１
枚です。日程の関係で、残念ながら訪問は
叶いませんでしたが…。

◦日本三大・世界三大
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太田焼きそば：横手やきそば（秋田県）
、富士宮やきそば（静岡県）とともに「日本三大焼きそば」
。
水沢うどん：稲庭うどん（秋田県）
、讃岐うどん（香川県）と並んで「日本三大うどん」
。
関孝和：円周率や球の体積の計算方法を考え出し、ニュートン、ライプニッツと並ぶ世界三大数学者。

LET'S WORK TOGETHER

教員や学生との協働

事務職員同士の協力はもちろん、これからは他職種の方とも連携して大学を発展させていく時代です。
ここではお２人の先生に、教員や学生と事務職員との協働についてお話を伺いました。

協働事例①：教員との協働

大学院理工学府

教授、副学長

花屋 実先生に訊く

感性に磨きをかけ、若い活力で群馬大学のさらなる発展を！
群馬大学は、専門知識・技術を身につけた人材の育
成機関であると同時に、
技術革新をもたらす「知の創造」
の拠点として、地域、さらには日本の活性化に貢献す
る「リージョナルセンター」としての役割を担ってい
ます。
IoT による情報伝達の高度化によって、新しい技術や
文化が日を置かずに移りゆく現代社会において、地域
や社会から群馬大学に求められる要請は刻々と変化し
ています。社会ニーズに的確に応えつつ、リージョナ
ルセンターとしての機能を強化していくためには、教
員と事務職員とが対等な立場で能動的に課題解決に取
り組んでいく必要があります。群馬大学では、国際化
ならびに広報に代表される様々な活動が、企画の段階
から実施に至るまで、教員と事務職員との「教職協働」
により展開されています。
群馬大学の組織的かつ機動的発展には、皆さんの若
い活力、これまでに培われた経験が必要です。学内資

協働事例②：教員・学生との協働

源を的確に把握し分析する力、社会ニーズと教育研究
活動とをマッチングさせる感性に互いに磨きをかけな
がら、より良い大学を目指して一緒に仕事ができるこ
とを楽しみにしています。
企画戦略室会議の１コマ。
企画戦略室会議では、教員と職員とが部署や職種といった垣根
を越えて、群馬大学をもっとよくするために知恵を出し合って
います！

大学院理工学府 教授、学長特別補佐

板橋 英之先生に訊く

「教・職・学」協働で奇跡を起こす！
群 馬 大 学 の“SNK” ご 存 じ で す か？「
（S）ス タ ン
フォードを（N）抜く（K）計画」の略です。一朝一夕で
は無理でしょうが、いずれは群馬大学を、スタンフォー
ド大学すら凌駕するようなイノベーションの拠点にし
たいと思っています。それにはどうすればよいか。簡
単です。やることは次の三つです。
１．そ とから気概を持った学生・教職員を連れてくる
こと。
２．なかの学生・教職員がその気になること。
３．かねを集めてくること。

し合い協働してプロジェクトを推進することが重要で
す。イノベーションを興す気概を持った皆さん、是非
仲間になってください。私達と一緒に奇跡を起こしま
しょう！
「学生広報大使」
平成29年度よりスタートしました！
学生のアイデアを大学運営に生かす、新しい取り組みです。

“そと”
“なか”
“かね”でこれも“SNK”です。
群馬大学では平成29年度に創設した「学生広報大使」
や世界をリードする「自動運転プロジェクト」を核に、
SNK を戦略的に進め、これを必ず成功させたいと思っ
ています。それには教員、職員、学生がアイデアを出
◦群馬県師範学校（現群馬大学教育学部）卒業生【荒牧キャンパス構内に記念碑あり】
石原和三郎（いしはらわさぶろう）
「兎と亀」
「花咲爺」
「金太郎」など童謡作家として知られ「童謡の父」と称されています。
井上武士（いのうえたけし）音楽教育者、作曲家。
「チュ－リップ」
「うみ」などの作曲を通じて日本の音楽教育界の至宝と目されました。
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LET ME KNOW

学部長等の先生方からのメッセージ

学部長等の先生方へ伺いました！「事務職員に望むことは何でしょうか？」
教育学部長

社会情報学部長

齋藤

高山 利弘

周

大学は、学生教育を通して社会を支え
ています。
事務職員の仕事は、学生を支え、大学
を支え、社会を支えています。
このことを意識して日々の仕事に取り組

学生の教育・地域貢献など、大学の社
会的使命を遂行するには、
事務職員の方々
の力が不可欠です。重要な一翼を担って
いるという誇りと自信を持って、活躍して
いただくことを期待します。

んでいただけるよう、期待しています。

医学部長・大学院医学系研究科長

大学院保健学研究科長

石崎 泰樹

横山 知行

日本の医療を支える人材育成の場での

保健学科の1 番の強みは4 つの専攻か

勤務は、将来の医療の発展につながりま

らなり、全国に先駆けてチーム医療 / 多職

す。是非一緒に頑張りましょう！

種連携教育を推進してきたことです。こ
のチーム医療を教育、臨床の場で実践す
るには医療職だけではなく事務の方々の
力が欠かすことができません。今後も学
生、職員、教員が一体となって群馬大学
を発展させていきましょう。

大学院理工学府長

生体調節研究所長

関

佐藤

庸一

健

多彩な大学機能を教員と共に担ってく

大学における研究と教育は教員だけで

れることを期待します。データでものを言

は成り立ちません。是非とも事務職員の

う企画力、情報化のためのシステム対応

皆様と一致団結して、国際的に評価され

力、留学生や国際的研究もサポートするコ

る研究成果の発信と世界に通用する人材

ミュニケーション力等を仕事の中で養っ

の育成に邁 進したいと思っておりますの

てもらえればと思います。

で、今後の大学の発展と日本の科学技術
の強化に一緒に貢献していただけると嬉
しく思います。

医学部附属病院長

総合情報メディアセンター長

田村 遵一

田中 麻里

医学部附属病院は、群馬県とその周辺

地区における中核病院として大きな期待

に応えるべく、職員一丸となって取り組ん
でいます。新人の皆さんも同じ気持ちで
頑張っていただきたいと思います。

学生や教職員にとって、
『群馬大学で学
び、仕事ができてよかった』と思ってもら
えるためには、どうしたらよいかを一緒に
考えましょう。

◦「群馬大学特別栄誉賞」星野富弘氏が初受賞者
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星野富弘氏は、群馬大学教育学部を卒業後に中学校の体育教諭となりましたが、体操部のクラブ活動の指導中に不慮の事故により頸髄を損傷して手足の自由を失いました。
その後、群馬大学医学部附属病院での入院療養中に口で筆をくわえて文や絵を書き始めました。国内外各地での詩画展の開催や富弘美術館（群馬県みどり市）における作
品展示を通じて、多くの人々に大きな感動を与え、広く社会から敬愛されるに至っています。

MESSAGE

群馬大学理事からのメッセージ

理事（総務・財務担当）
・副学長・事務局長

栗山 雅秀
群馬大学は国立大学として広く地域に根ざすとともに、育んできた芽を
時代の要請に合わせて大きく育てることにより、日本全国、全世界に対し
てトップレベルの研究成果等を発信していくとともに、優れた人材を育成
することを最大の使命にしています。
こうした中で、
大学を取り巻くわが国の社会構造は大きく変化しています。
少子・高齢化が進み、企業の国際化や IT 関連技術の急速な進展など産業構
造も大きく変化する中で、大学はグローバルにも地域においても社会の発
展に貢献していくことが求められています。
そのため、大学の職員には、教員や事務職員といった職種にかかわらず、
大学の使命を達成するために必要なことを自ら考え、他の職員と協力しな
がら行動していくことが求められています。一人一人が、時代の変化に柔
軟に対応できる発想を持ちながらチームワークを大切にして仕事を進めることはとても重要なことです。
群馬大学は、昭和24年６月の開学からの歴史を更に発展させ新しい時代の担い手として活躍できる人材を求めて
います。
より良い群馬大学を目指し意欲溢れる方々と一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

INFORMATION

インフォメーション

労働条件

福利厚生

◦給

与

初任給 月額183,546円（大卒）
※学歴や職歴により異なる場合もあります。

◦昇

給

年1回（1月）

◦諸 手 当

住居手当、通勤手当、扶養手当、超過勤務手当等

◦賞

年2回（6月、12月）

与

◦勤 務 時 間

８時30 分～17時15分（休憩60 分）

◦勤 務 地

群馬県前橋市（荒牧キャンパス、昭和キャンパス）
群馬県桐生市（桐生キャンパス）

◦休

日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

◦休

暇

年次有給休暇
（1年度につき20日（採用月により異なる））
産前・産後休暇、夏季休暇、結婚休暇、ボランティ
ア休暇等

文部科学省共済組合に加入し、各種給付を受けたり、福祉事業を
利用できます。また、雇用保険や労災保険も完備しています。

施設利用
学内の体育館、テニスコート、野球場、グラウンド、プール、附属
図書館等を昼休みや勤務時間終了後、休日に利用することができ
ます。また、伊香保温泉や草津温泉、北軽井沢に研修施設があり
ますので、若手職員の勉強会等で利用することができます。

教育・研修制度
教職員の資質向上や仕事に対するモチベーションアップのため、
様々な研修が用意されています。例として、新規採用職員研修に
代表される「階層別研修」、英語研修や Microsoft Office 講習会
などの
「知識・技術向上研修」、ハラスメント防止セミナーやメンタ
ルヘルスセミナーといった
「目的別研修」などがあります。

採用担当者より
群馬大学の教職員は、とてもエネルギッシュです。
大学を盛り上げてくれる方と一緒に仕事がしたいと願っています。
明日の群馬大学を支えるのはあなたです。
総務部人事労務課人事企画係
TEL 027-220-7024／7031
E-mail jinji-kikaku@jimu.gunma-u.ac.jp
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採用試験ガイド

お前はまだ
グンダイを知らない

群馬大学事務職員

群馬大学で重要
なのは「大学の
力は教育力、
研
究力、
さらにそれらを
集約した社会貢
献力にある」
と
いう信念だ

群馬大学の
＂
ＳＮＫ＂って
「（Ｓ）スタンフォードを
（Ｎ）抜く（Ｋ）計画」
以外にも
意味があるらしいぞ

何でみんな
そんなこと
知ってるんだよ…

このままじゃ俺、

採用試験
受からねーよ！

あきらめるな！

この採用試験
ガイドを

もう一度
読み直すんだ！

私たちも協力するわ！

ぐんまちゃん
俺に力を貸してくれ！

絶対に受かってみせる！

貴様は試練を
乗り越えた

ようこそ
群馬大学へ

