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平成２９年度 新規採用職員アンケート

平成２９年度の新規採用職員に、志望動機、働いてみた感想、試験勉強、これから
受験される皆さんへのアドバイスを本音で聞きました。主なものをご紹介します。

１ 回答者

平成２９年度新規採用職員 １０４名

２ 職種

事務系 ２職種（行政事務、一般事務）

技術系 １２職種（電気、機械、建築、総合土木、農業、林業、水産、薬剤師、
保健師、化学、司書、診療放射線技師）

３ 内訳

既卒
新卒 合計

社会人経験あり 社会人経験なし

事務系 ２８ １７ ２ ４７

技術系 ３２ ２２ ３ ５７

合計 ６０ ３９ ５ １０４

４ 質問項目

Ｑ１．県職員を目指した理由
Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由（社会人経験者）
Ｑ３．県職員として働いてみた感想
Ｑ４．入庁前・後で、徳島県庁へのイメージの変化
Ｑ５．公務員を目指そうと思った時期
Ｑ６．受験勉強を始めた時期
Ｑ７．採用試験情報を得たツール
Ｑ８．徳島県（人事委員会等）が主催・参加する説明会への参加経験
Ｑ９．採用試験前にやっておけば良かったと思う試験対策
Ｑ10．職種の魅力
Ｑ11．先輩職員からのメッセージ
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Ｑ１．県職員を目指した理由は。

●徳島県内で働きたかったから。 （６９名）

●安定しているから。 （４７名）

●幅広い仕事ができるから。 （３７名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （３６名）

●やりたい仕事だったから。 （３４名）

●徳島県を良くしたかったから。 （２８名）

●専攻分野の正規職員として働けるから。（２２名）

●やりがいがあるから。 （１６名）

●なんとなく。 （１１名）

●徳島県の自然環境に惹かれて。 （ １名）

Ｑ２．民間企業から公務員へ変わった理由は。（社会人経験者）

●徳島県内で働きたかったから。 （１７名）

●徳島県の発展や地域貢献に直接関わりたかったから。

（１４名）

●安定しているから。 （１４名）

●福利厚生がしっかりしているから。 （１２名）

●やりたい仕事だったから。 （１１名）

●幅広い仕事ができるから。 （ ８名）

●利益追求ばかりではない仕事がしたかったから。

（ ８名）

●大学での専攻や人脈を生かしたかったから。

（ １名）
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Ｑ３．県職員として働いてみた感想は。

【職場環境】

・職場の雰囲気が良く、働きやすい。（１2名）
（ｃｆにぎやか、笑いが絶えない、風通しが良い など）

・部署によって雰囲気が違う。（２名）
・仕事内容は大変だが、職場の雰囲気が良いので、やりがいを感じながら
働いている。

・イメージしていたより明るく、周りの職員の方が温かい。
・若い職員が多く活気のある職場。
・配属された部署が県土整備部（男性職員が多いイメージ）であるが、女
性の職員が多い。

・あまり活気がない職場もある。
・保守的。ドライ。 行政事務
・先輩・上司が優しい。質問しやすく、働きやすい。（７名） ・
・職場には、まじめで細かく指摘してくれる方が多い。 一般事務
・仕事ができ、気遣いもできる方が民間より多い印象。
・人間的に素晴らしい人が多い。
・人間関係に恵まれている。
・仕事に真面目で親切な上司が多い。
・上司は皆優秀だ。
・中には仕事ができない人もいる。
・意外にゆったりしている。
・他の部署と比べると余裕を持って仕事ができている。
・休みを取りやすい。
・みんな余裕がない。質問があっても尋ねにくい。
・職場の雰囲気は落ち着いている。上司は親身になって接してくれる。 電気
・明るい方が多い。
・職場の雰囲気が良く、働きやすい。 機械
・職場の雰囲気が良い。
・いい人が多い。 建築
・分からないことを聞きやすい。
・職場の雰囲気が良い。（４名）
・すごくフレンドリーでにぎやかな職場。
・風通しが良く人に恵まれている。 総合土木
・ゆるい雰囲気でのびのびしていて好き。
・民間よりも雰囲気がゆったりしている。
・休みが取得しやすく驚いている。
・雰囲気がとても良く，風通しの良い職場だ。
・上司がよく気づき、その都度アドバイスや注意をしてくれる。非常に力
がつきやすい職場だ。

・困ったことや分からない事を聞きやすい体制にあるため安心した。 農業
・程良い緊張感を保った雰囲気で、仕事に集中できる環境だ。
・優しい上司が多く、楽しく仕事ができている。
・県民にも同僚にも親切な職員が多い。
・職場の雰囲気は良い。 林業
・県庁勤めは、皆ピリピリしていると思っていたが、上司・先輩はフレン 水産
ドリーで働きやすい職場環境だった。

・雰囲気が良く、働きやすい。（２名） 薬剤師
・職場の雰囲気が良い。（３名）
・上司や先輩に相談しやすい環境で安心できる。 保健師
・同期には、優しく感じのいい人が多かった。
・職場の雰囲気が良く、働きやすい。（２名） 司書
・雰囲気は良い。 診療放射線技師
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【仕事】

・仕事内容が幅広く、成長できる職場。（４名）

・業務内容は多岐にわたり、初年度から重要な仕事にも関わり忙しい時も

あるが、民間とは違った視点から取り組む内容が多く、やりがいがある。

・様々な職種の方と関わる機会があり，視野が広がる。

・覚えなければならないことが多い。（法律など進んで勉強する必要があ

る。）（４名）

・やりたい仕事に近い職場に配属されたため、勉強も苦にならない。

・部署によって、業務量が大きく異なる。（３名）

・残業が多い部署もあるが、それだけ重要な仕事をしているところが多い

ことであり、自分の職場として嬉しく感じた。

・思っていたよりハード。（残業、休日出勤など）（３名）

・大変なことも多いけれど、やりがいがある。

・自分のペースで仕事ができる。裁量がきく。（２名）

・仕事量が多く、自分で優先順位を考えつつスケジュールを立て、こなし 行政事務

ていくのが難しい。 ・

・１年目から大きな仕事をさせてもらえる。（２名） 一般事務

・事務的な部分と、自分で考えて企画する業務の両方があり、本当に幅広

い仕事ができる職種だ。

・やりがいと責任のある職種だ。

・緻密さとスピード感が求められる。

・思ったより、県民の方と関わることが多い。

・それぞれの職員が徳島をどうにかしようという気概を持って職務に取り

組んでおり、単純にすごい。

・県民の方に対して非常に重い責任を持っているということを感じる。

・公務員批判が多く世間的には楽な仕事だと見られているような気がする

が、思っていた以上のことに行政は関わっており、県職員は懸命に頑張

っている。

・今の部署が思ったより現場仕事（イベントの当日スタッフなど）が多い

ので楽しい。

・業務内容が自分の専門分野とやりたい事とマッチしている。 電気

・思っていた以上に様々な仕事をしている。

・想像していたよりも業務が幅広いのでとても勉強になる。 建築

・部署によって忙しさが全然違う。

・職場や外部の方と接することも多く，コミュニケーションが重要。

・幅広い分野の仕事ができ、やりがいを感じている。

・新採のため、多彩な事業に関わらせてくれている。日々勉強になる。

・充実している。

・民間企業の時よりもコンプライアンスを意識するようになった。 総合土木

・職員が徳島県をよりよくするために働いており、責任感があると感じた。

・このままでいいと考えている職員もいる。

・思ったより、仕事をしっかりしている。

・各課が、民間で例えると別企業のような組織イメージで動いている。

・地味な仕事。
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・国家公務員に比べて現場の仕事が多く、技術職としてのやりがいがある。

・一人あたりの業務範囲が広い。

・専門の分野ではないが，イベント企画等やりたかった仕事内容であり、

充実している。

・民間と比較して効率を追求しないので落ち着いて職務に従事できる一方、 農業

非効率的な業務が存在することがストレスになることもある。

・いろんな人を動かす業務もあるので、責任感を感じやすい業務内容であ

る。

・関係機関等の外部機関との関わりが多い。

・専門的な仕事と事務仕事の両立が難しく、想像以上に忙しい。

・思っていたよりも事務仕事があり、驚いた。（２名）

・思っていたよりも仕事の幅が広い。 林業

・業務内容は多いが、やりがいはある。

・業務内容には、やりがいを感じ満足している。 水産

・勤務地によっては，仕事内容や仕事への考え方にクセの強い人がいる。

・やりがいもあって勉強することも楽しい。

・人がよく入れ替わるため、通常の病院よりもマニュアルがしっかりして 薬剤師

いる。

・毎日が忙しい。

・思っていたよりも大変な仕事だ。 保健師

・自分の専門に近いことはあまりできないと考えていたが、実際は近いこ

とができているので、充実している。 化学

・事務仕事も多い。

・業務内容は多岐にわたっている。 司書

・他職種との関係が密接。 診療放射線技師
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Ｑ４．入庁前・後で、徳島県庁へのイメージの変化は。

【職場環境】
入 庁 前 入 庁 後

・堅い ・気さくで話しやすい人も多い
事 ・まじめ ・話をすると明るく、いい人達ばかり

・堅実 ・堅い人が少ない
務 ・静か ・和気あいあい

・意外とルーズ
系 ・お休みが取りやすい雰囲気

・思っていたより堅くない

・堅い ・にぎやか
・まじめ ・行事（バレー大会など）が多く、リフレ

技 ・勤勉 ッシュできる
・厳しい ・気さく

術 ・厳格 ・柔らかく思ったより自由
・格好いい ・明るくフレンドリーな人が多い

系 ・優しく和やか
・とてもアットホーム
・少し窮屈
・やはりまじめで勤勉な人が多かった

【仕事】
入 庁 前 入 庁 後

・デスクワーク中心 ・現場中心
・事務仕事しかしない ・現場に出る仕事も多い
・堅い ・イベントがあれば走り回るし、休日出勤
・同じ作業の連続 もある
・県民と直接話すことがあまりない ・自分で考え融通を利かしながら仕事をす

事 る
・自分でアイデアを出すことが多く、面白
い

・業務内容が部署ごと、担当ごとに本当に
務 多岐にわたる。「仕事の総合デパート」と

いう表現がピッタリ
・県民と直接係わることが多い

系 ・定時退庁 ・忙しい
・思っていた以上の仕事量がある
・部署によっては残業が多い

・忙しそう ・残業がそれほど多くない
・繁忙期と閑散期がはっきりしている
・意外と休みが取れる

・ルーチンワークが多い ・新規事業など、これまでなかった業務を
・事務仕事が多い 行うことがある
・パソコンに向かって黙々と作業 ・現場に出る仕事も多い
・淡々と仕事をこなす ・業務についての相談など話合う機会が多

技 ・きっちりしており堅苦しいイメージ い
・多種にわたる仕事に関わる
・熱意を持って、県民のために働いている
・ある程度融通が利き個人のペースで業務

術 にあたれる

・忙しくない ・割と忙しい
・残業があまりない ・部署によって仕事量が全く違う

系 ・定時退庁 ・天災や事故などにより、急に忙しくなる
・業務量は一定 こともある

・残業が多そう。忙しそう ・意外とゆったりしている
・全ての部署や課で業務量が多い ・部署や課によって業務量に差がある
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Ｑ５．公務員を目指そうと思った時期は。

Ｑ６．受験勉強を始めた時期は。
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Ｑ７．採用試験情報を得たツールは。

Ｑ８．徳島県（人事委員会等）が主催・参加する説明会への参加経験
は。
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Ｑ９．採用試験前にしておけば良かったと思う試験対策は。

【事務系】

（１）１次試験対策

・法律分野の勉強

・筆記試験対策

・独学のため、苦手科目を後回しにしてしまいがち。苦手科目こそ早めに対策をする

・公務員試験のための学校（予備校）に通っておけば良かった。

・社会人の方は、仕事の合間や出勤途中の時間などを有効利用して毎日、勉強する習慣をつ

ける。

（２）２次試験対策

・面接の対策・練習（７名）

面接で話せるネタ作り

・プレゼンテーションの対策・練習（４名）

人前で（時間を切って）しゃべる機会を積極的に持つ。

・しっかりとした自己分析

・県庁内部の実状を知ること

・組織図を見てそれぞれの課がどのようなことをしているのか知ること

・徳島県のイベント情報などをはじめとする地方の情報

・徳島県がどんなことをしているのかみっちり調べておく。

・人口や高齢率など基本的な徳島県を知る。

・時事問題を見ておく。

・新聞を隅々まで読んでおく。

・自分が興味ある事業を掘り下げる。

・徳島行政に対する勉強会

・社会人の方は、今の仕事にも手を抜かずに取り組み成果を出し、面接でのアピールポイン

トにする。県庁で働きたい理由をしっかりと考え、言葉にできるようにしておく。

（３）その他

・インターンシップ（２名）

自分の目で見ていろいろ考えることができていたかもしれない。

・TOEIC等の英語系の資格があれば、もっとアピールできたかもしれない。
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【技術系】

（１）１次試験対策

・専門分野を重点的に勉強する。（３名）

・教養試験対策（２名）

・筆記試験の勉強をもっと早く始めるべきだった。

・１次試験は正解を選ぶのではなく、不正解を消去するという勉強方法を早く始めていれば

よかった。

（２）２次試験対策

・面接の対策・練習（５名）

さまざまな質問パターンを想定する。

・プレゼンテーションの対策・練習（４名）

・論文対策（３名）

短い時間で自分の考えをまとめて発表できるように訓練する。

・近隣の現場（工事など）について、調べたり、現地に赴く。

・自己分析

・仕事内容の理解

・徳島県の現状（生活環境・県民性等）を調べておく。

・自分の関わる職種の政策や事業を確認しておく。

・県職員の仕事についてもっと調べておく。

・新聞を読む。

・徳島県の情報収集

（３）その他

・インターンシップ

・英語
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Ｑ10．職種の魅力は。

【行政事務・一般事務】

・幅広い仕事があり、様々な業務を経験できる。（成長できる。）（１７名）

・多種多様な人・物・事（分野・業種・団体・場所など）と関わることができ、様々な知識を

身につけることができる。（視野が広がる。交友が広がる。）（９名）

・色々な角度から徳島県を見ることができる。様々な側面を知ることができるのが面白い。

（５名）

・異動で色々な部署を回るので、自分のやりたい仕事、自分に合う仕事などを、働きな

がら見つけることができる。（３名）

・様々な業務に関わることができ、また、新規事業を考案することもできる。徳島県の行政を

担っていることを感じることができる。

・思った以上に幅広い仕事をすることができる。可能性がたくさんある。

・自分がやってきた仕事が目に見えるのが嬉しい。

・パソコンの前で事務仕事をこなすだけではなく、自分の足で動き回ったり考えたり、様々な

体験ができるため、価値観が広がる。

・用地交渉等で外に出る機会があり、デスクワークばかりではない。知り合いも増える。

・事務作業だけではなく、人とのコミュニケーションの取り方、話し方を身につけるこ

とができる。

・徳島が好きで、徳島のために働いているという大義名分は、生きがいややりがいになる。

・業務としては些細でも、大規模な事業に関わっていることが面白い。

・どの部署も徳島県の為に無くてはならない仕事。県民の方には見えにくい仕事も多々

あるが、とてもやりがいのある仕事。

・県の方針を決めることができる。

・県民の方の安全を実作業で確保している実感がある。

・専門的で、県民の方とのやりとりが多い。1つ知識をつけていく毎にやりがいが増える。

・県民と直接かかわる業務なので楽しいことばかりではないが、やりがいを感じる。

・たくさんの制度を知ることができる。生きていく上で役に立つ。

・手順を踏んできっちり仕事を進めていくことができる。

・福利厚生が整っている。

・担当の市町を支援することで徳島を住みやすいまちにしていくことができる。事業者

さんへの支援では、自分のしたことで少しでも売上げを上げることができれば、そこ

にやりがいを感じることができる。

【電気】

・自分の専門分野の知識やスキルをフルで活かせられる職場。

・県の保有する発電所・工業用水道の保守・運営を通して、県内の産業基盤を支えるこ

とができる。

・電気設備・機械設備に直接触れることができ、自身のスキルアップにつながる。

【機械】

・点検などを通して、大型設備を自分の手で扱うことができる。

【建築】

・規模の大きい建築物に携わることができる。
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・建築審査業務で外に出ることが多いので仕事をしている実感が沸く。

・建築職は現在20～30代の人が多く、仲が良いところ。

・建築職で色々な図面を見る機会があるので楽しい。

・公共建築物の建設に携わることができる。

【総合土木】

・色々な公共事業に関わることができ、担当したことが形として残る。やりがいや達成

感を強く感じることができる。（５名）

・道路や港湾など、多種多様なフィールドで、幅広い仕事に携わることができる。色々

なことが経験できる。（５名）

・土木全般に興味のある方にはぜひおすすめ。

・徳島を変えるならこの職業が一番。

・地図に残る仕事だ。

・インフラ整備の方向性を決めることができる。

・総合土木は男社会というイメージがあるが、女性職員が徐々に増えつつあり、女性で

も働きやすい環境だ。

・業者の方や県民の方と関わることが多く、毎日に刺激がある。

・デスクワークよりも現場に出て仕事することが多い。

・誰もが日常で使うものを管理する大切な仕事。

・必要とされている仕事。

・南海トラフ巨大地震や台風などの自然災害に対し、防災・減災対策事業に携わること

ができる。

【農業】

・農家の方と一緒に仕事をしたり、県下の農業情勢に大きく携われるので、農業を仕事

にしていこうという方は、モチベーションを高く保ったまま仕事ができる。

・実際に農家へ技術や政策を提供するため、目に見えて成果が現れるためやりがいのあ

る職種である。

・農業県である徳島の農業を直接体感できるため、現場を知ることができると同時に、

課題解決に携わることができる。

・最近、全国的に注目されている農業分野に携わることができる。

・自然豊かで水もきれいな土地である県だからこそ、徳島の魅力を伝えることができる

分野であると思う。

・専門分野を活かしながら楽しく仕事ができる。

・農家さんから感謝されることが多く、やりがいのある職種。

・農業者の方への様々な支援や新規就農者の方への指導等、徳島の農業活性化のために

現場で密接に携わることでき、とてもやりがいがある仕事です。

・現場に出て農家や関係機関とコミュニケーションをとりながら，地域の農業のために

仕事ができることが魅力。人と接する機会が多くて楽しい。

・農産物のブランド化や生産者の所得向上に取り組むことができる、やりがいのある仕

事。

・県庁舎内にずっといるのではなく、外に出て民間企業とイベントを行ったり、農家の

方と知恵を絞り合って徳島の農業を盛り上げていったり、事務仕事だけではないキラ

キラした仕事もできること。

・自分の時間が確保できて安定した生活ができる。

【林業】

・とことんやりがいはあるので、本気で林業をやりたかったら良いと思う。

・林業に興味がある、または森林科学を専攻した方ならば、何かしらの形でほぼ確実に
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森林・林業に関わる仕事ができる。

【水産】

・水産分野の仕事を、徳島県全域を対象に行える、とてもやりがいのある職種。

・自分自身の考えをフルにアピールできる。

【薬剤師】

・薬剤師としての仕事だけでなく、環境や食品といった幅広い分野の仕事ができる。

・民間病院や薬局と比べて違う視点から医薬品を見ることができる。

・衛生、法律など、大学で学んだ知識が活かせる。

・薬剤師でありながら、幅広い仕事ができる。民間ではできないような業務に携わるこ

とができる。

【保健師】

・対象者や他職種の関係者とコミュニケーションを直接取ることで、自分自身に足りな

い物や必要なことが見えてくる。そこから課題を見つけやすい。

・広域的な目線で県民に支援することができる。

・専門性があり、困難に感じることもあるが、やりがいが大きい。

・様々な人と関わることができる。

・職場の方たちは皆、少しでもプラスになるように県民のことを最優先に考えて仕事を

している。

・全ての職種に共通することだと思うが、誰かのために働ける仕事だ。

【化学】

・事務仕事だけでなく、実験や現地調査など体を動かす仕事もある。

・幅広い業務内容がある。

【司書】

・図書館の様々な業務に携わることができる。

・生徒や職員への学習のサポートや本を紹介したときに、喜んでもらえることにやりが

いを感じることができる。教員ではないが教育に関わることができる。

・働きやすい。

【診療放射線技師】

・県民（患者）と直接関わることができる。
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Ｑ11．先輩職員からのメッセージ。

【仕事】

・働いていて自信や誇りを持つことができる職場であると思います。何ヶ月

も勉強をするに値する仕事をすることができる場であると実感して働くこ

とができるので、頑張ってください。

・責任の重い仕事もあって大変ですが、その分やりがいもあります。民間企

業のように利益の追求が仕事の目的ではないので、信念を持って仕事に取

り組みやすいと思います。 行政事務

・課が違えば職務内容もまったく違う、楽しみ方も工夫の仕方も何通りもあ ・

ります。自分の中でどうやったら楽しめるか、それを模索していけるのも 一般事務

公務員という仕事の魅力のひとつだと思います。

・業務の幅が広く、想像もしなかったような仕事をすることもあるので、意

外な経験が活用されることがあります。興味のあることはどんどん挑戦し

てみるといいと思います。

・徳島県や県民を支える・率いるという気持ちを持って一緒に働きましょう。

・入庁前に議会の動きを学習しとくと仕事がやりやすいです。

・学校で勉強したことが活かしやすい分野。日々の授業や自分がやっている 建築

研究を大切にしてほしい。

・民間企業に比べて、仕事内容が幅広く、覚えなければならないことも多い

ですが、自分が暮らしている県単位での変化につながるので、非常にやり 総合土木

がいがあります。

・徳島県は全国的に見ても課題が山積みな自治体ですが、それを解決して前

に進んでいこうとする人たちが、県職員・民間企業・NPO法人にも多く存 水産

在します。徳島県のため、気持ちを一つに働ける職場です。

・県職員にしかできないことがあります。一緒に徳島をよりよくしていきま 薬剤師

しょう！

・サービスを受ける立場に立って物事を考えて、業務に取り組んでもらいた 診療放射

いです。 線技師

【職場環境】

・仕事が忙しく、分からないことだらけで迷惑をかけることも多々あります 行政事務

が、周りの人のサポートもあり充実した毎日を過ごしています。何より同 ・

期の数が多いことが一番で、悩みや相談事も言い合えて、互いに楽しみな 一般事務

がら仕事に打ち込めています。

・100人以上の職種も様々な同期ができるのは、県職員の魅力です。一緒に 建築

徳島県を良くしていきましょう。

・職場間の交流も多く、風通しのよい職場なので、勉強頑張ってください。 総合土木

入庁してからも勉強は必要になると思いますが、一緒に頑張りましょう。

・同期は150人以上います。交流もあるので、色々な職種と交流したい人は、 薬剤師

ぜひ徳島県職員として働いてください！

・職員の方はとても優しく、丁寧な方が多いので、安心して働くことができ

ます。ライフスタイルに合わせた働き方ができるので、自分のペースで働 保健師

きながら、スキルアップしていくことができると思います。
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【試験勉強】

・試験勉強は大変だと思いますが、コツコツと勉強をしていけば大丈夫です。

勉強だけでなく、部活やボランティアなどを通して様々な経験を積んでお

くと、自分を成長させることができるとともに、採用面接にも役に立って

くると思います。

・新聞などから日本の情勢などをしっかり理解し、課題と解決策を自分なり

に考えられる力を大学在学中にでも身につけておきましょう。

・入庁して感じたことですが、1次試験の膨大な範囲の内容をインプットして

試験時にアウトプットする。これを効率よくできないと、入庁してらさら 行政事務

に苦労することになると思います。仕事ではアウトプットするときに一工 ・

夫することも求められますので、1次試験突破は必要最低限のスキルなので、 一般事務

勉強がんばってください。一緒に徳島県を盛り上げるために働きましょう！

・小手先の知識や面接術よりも、県職員になって何がしたいか熱意を持って

話せることが大事だと思います。

・ＨＰを見るだけでは具体的な業務内容はイメージしにくいと思います。入

庁してからの想像とのギャップを無くすためにも、説明会に参加して職員

の方と話してみるなど、できるだけ多くの情報を集めたほうがいいと思い

ます。

・今、身につけている知識や経験が、入庁後の糧になると思います。一分一 電気

秒を大事にして頑張ってください。

・私自身、社会人として働きながらの受験は精神的にも体力的にも辛いもの

でした。しかし、試験では社会人経験をしているからこその強みを全面的

に出すことができたので、十分な勉強時間が取れなくても臆することなく

試験に挑んでほしいと思います。

・面接対策をしておいたほうがいいです。他の人（親や教授など）に見ても 総合土木

らった方がいいと思います。個人的にですが1人でやるのはあまり効果がな

いと感じました。

・机上の勉強だけでなく、目指す職種での事業を実際に見に行くと、仕事の

イメージがつきやすいかもしれません。

・３ヶ月前からの勉強でしたが、焦らず一つ一つ課題を解決すれば合格でき

たので、うまくいかなくても焦らないことが大事。面接は、なぜ「徳島県

職員」を志望したかを明確にし、話すことができれば、大丈夫だと思いま 農業

す。あとは、場慣れです。

・筆記試験対策に追われて疎かになりがちですが、なるべく早く面接対策に

取り組むことをおすすめします。

・面接対策を早めからしておいた方がいい。

・専門試験は少し癖があるので、勉強の際につきつめない方が良い。全体の 薬剤師

基本を抑えるだけでＯＫ。
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【応援】

・自分のやりたい仕事、働きたい場所が、ほかでもない「徳島県庁でなけ

ればならない理由」を見つめてほしいと思います。それがどんなもので

あれ、試験勉強、ひいては入庁後のモチベーションになるはずです。一

緒に働ける日を楽しみにしています。

・「公務員」「民間企業」という枠組みを捨てて、徳島県庁で働きたいか。

働きたいとしたらなぜ、どんな分野に、どの部署につきたいかというこ

とを意識すると自分の将来像をイメージしやすいと思います。

・大変なことやつまづくこと、不安になることは試験中も試験が終わって 行政事務

からもたくさんありますが、それらを感じることは恥ずかしいことでは ・

ないし、時には息抜きをして、前へ進めるようにしてください。 一般事務

・自然・食べ物など、徳島県は非常に高いレベルの資源を有していますが、

そのことに気付いていない人が多いと思います。徳島県の良さを県外・

海外の人たちに熱く語れるような職員になってください。私も、そうな

れるように頑張ります。

・やりたいことが一つに決められなくても、漠然としていても、見つから

なくても、徳島県職員になればあなたは何らかの役に立つことが出来ま

す。

・勉強だけでなくバイトや遊びにも意欲的に取り組んでください。 電気

・様々なことにチャレンジし，幅広い視野を持ってください 機械

・県だけではなく、全国又は世界全体の情勢に目を向け、幅広い視野で物

事を見ることができることが重要になってくると思います。

・若い力で一緒に徳島を盛り上げていきましょう！ 農業

・業務内容が多岐にわたるので、職員にも多様な人材が必要とされている

思います。

・具体的に「入庁後にこの仕事がしたい」という思いも大切ですが「仕事

の内容には関わらず徳島県に貢献したい」という気持ちを持っていたほ

うが結果的には上手くいくかもしれません。 林業

・思いもよらぬ自体が起こることもあるので、心に余裕を持って望んでほ

しい。自分だけでは無く、家族などの周りの人も！

・学生等の間に徳島県だけでなく様々な地域を見ることで視野を広げてほ 水産

しい。

・なかなか司書の採用がない中、徳島県ではきちんと司書の採用をしてく

れています。司書として働くことを希望している方はぜひ、挑戦してみ 司書

てください。

・日頃から新聞、本を読む習慣をつけておいた方が良いと思います。
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