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２０２０年度公立大学法人福岡女子大学職員採用試験案内 

 

受 付 期 間   ９月８日（火） ～９月２８日（月） 

試 験 会 場   福岡女子大学 

（所在地：福岡市東区香住ケ丘１－１－１） 
●応募書類の提出方法は、郵送又は持参です。郵送の場合、２０２０年９月２８日（月）までの 

消印があるものに限り受け付けます。 

 ●天災事変等により試験日を変更することがあります。この場合、大学のＨＰでお知らせします。 

  ・福岡女子大学ホームページアドレス：http://www.fwu.ac.jp/ 

 ●３次及び４次選考実施日は、２次及び３次選考合格通知の際に合格者へお知らせします。 

 

１ 採用予定日 

  ２０２１年４月１日（木） 

 

２  採用予定人数、職務内容等 

試験区分 一般事務 

採用予定人数 ３名程度 

職務内容 総務、財務、企画、入試、教務、就職支援、学生支援、地域連携、国際化

推進、情報化推進などの大学事務に従事します。 

(注１) 採用予定数は変更する場合があります。 

 

３ 受験資格 

  １９７６年４月２日以降に生まれた者 

   

(注）次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが無くなるまでの者 

   ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する 

政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

    

  

問い合わせ先 

公立大学法人福岡女子大学経営管理センター総務グループ 

〒８１３－８５２９ 

福岡市東区香住ケ丘１－１－１（本部棟１階） 

TEL：０９２－６６１－２４１１ 

FAX：０９２－６６１－２４２０ 

受付時間：９時から１７時まで（土日、祝日を除く） 
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４ 試験日・試験場等 

試験 試験日 時間 試験場 

1 次選考 

書類審査 

 

2 次選考 

２０２０年 

１１月１日（日） 

（予定） 

入室開始 ８：３０～ 

説明   ９：００～ ９：３０ 

教養試験 ９：３０～１１：４０ 

適性検査 １２：４０～１３：３０ 

論文試験 １３：５０～１５：２０ 

公立大学法人 

福岡女子大学 

＜所在地＞ 

福岡市東区香住ケ丘 

１－１－１ 

3 次選考 
１１月２９日（日）（予定） 

（2次選考合格者に通知します。） 

4 次選考 
１２月１３日（日）（予定） 

（3次選考合格者に通知します。） 

（注１）試験時間中は携帯電話を含む全ての電子機器の使用を一切禁止します。また、計算機能・翻訳機能・通信

機能がついた腕時計等の試験所内持込みも禁止します。 

（注２）原則として試験場には駐車できません。公共交通機関をご利用下さい。 

（注３）2次選考を受験できるのは、1次選考合格者のみです。 

（注４）3次選考について、2次選考合格者数によっては複数日に渡る場合があります。 

（注５）新型コロナウイルス感染症等の影響により、試験日等が変更になる場合があります。 

 

５ 選考の方法 

試験 試験科目等 配点 内容 

１次選考

書類審査 

自己 PR・ 

小論文 

２０ 文章力、思考力などについての筆記試験 

２次選考 

教養試験 ５０ 大学職員として必要な一般的な知識及び知能について五肢択

一式試験（マークシート方式で回答） 

論文試験 ５０ 職務の遂行に必要な論理性、表現力などについての筆記試験 

適性検査  － 3 次選考以降の参考資料とするための適性試験等 

３次選考 面接試験 １００ 個別面接による試験 

４次選考 

面接試験 １００ 個別面接による試験 

受験資格等の

調査 
― 

受験資格の有無、採用試験申込書記載事項の真否等についての

調査 

（注１）各選考段階での得点は次の段階の選考には反映されません。 

（注２）身体障がいなどのため車イス等を利用するなど受験に際して配慮を希望する方は、採用試験申込書２の 

「9受験上の配慮事項等」欄にその旨をご記入下さい。 
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６ 合格者の発表 

 時期 発表方法 

１次選考合格者発表 １０月２３日（金）（予定） 

大学ホームページ上で合格者の受験番号を発

表します（合格発表の日から 1週間掲載）。 

※郵送での通知等は行いません。 

２次選考合格者発表 １１月２４日（火）（予定） 
合格者には郵送で通知します。 

また、大学ホームページ上で合格者の受験番

号を発表します（合格発表の日から 1 週間掲

載）。 

３次選考合格者発表 １２月４日（金）（予定） 

最終合格者発表 １２月２１日（月）（予定） 

 (注１）合格者に郵送する合格通知は、郵便事故などのため延着、不着となる場合がありますので、ホームページで

確認してください。また、合格通知が発表日から３日経っても届かない場合は、至急当法人経営管理センタ

ー総務グループへ連絡してください。 

     ※１次選考合格者の発表は本学ホームページ上でのみ行い、郵送での通知等は行いません。 

      インターネット環境がない方は電話で合格受験番号を確認することができます。 

（注２）電話による一次選考の合否の問い合わせについては、発表当日は午後５時から同５時４５分まで、 

発表日の翌日からは午前８時３０分から午後５時４５分まで応じています。  

  (注３）最終合格者が辞退した場合は、次点の方に追加合格を連絡することがあります。 

 

７ 最終合格から採用まで 

  （１）採用予定日は、原則として２０２１年４月１日となります。 

     ※採用後、試用期間（６ヶ月）を設けます。 

  （２）受験資格がないことや採用試験申込書類に不正があることが判明した場合、採用されない 

ことがあります。 

 

８ 勤務条件等の概要 

給与 月額 １８１，９００円程度（大学新卒の場合） 

※学歴・職歴等に応じて加算される場合があります。 

各種 

手当等 

 地域手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当がそ

れぞれの条件に応じて支給されます。 

 なお、期末・勤勉手当は年に給与等の約４.５月分を支給します。（昨年度実績） 

ただし、これらの額は、規程等の改正（給与改定等）により変更することがあります。 

勤務 

形態 

○勤務時間 

 ８時３０分から１７時１５分まで 又は 

９時１５分から１８時００分まで（うち休憩時間６０分） 

 ※業務上の必要がある場合は、時間外勤務を命じる場合があります。 

○休日 

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始（１２月２９

日から翌年の１月３日まで） 

休暇 年次有給休暇のほか夏季休暇などの特別休暇があります。 

社会保険 公立学校共済組合に加入。 

労働保険 雇用保険に加入。地方公務員災害補償制度が適用。 
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９ 試験結果の開示 

  この試験の結果は、口頭で開示請求する事ができます。（下表参照） 

  なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人が本人であることを証明する書

類（運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード（個人番号カード）※等）を

持参の上、開示場所である本法人経営管理センター総務グループにお越しください。 

試験 
開示請求 

できる人 
開示内容 開示期間、開示時間 開示場所 

１次選考 応募者 順位、得点 
各試験の合格発表の翌日

から 1 ヶ月間（土日、祝

日を除く。） 

９時００分から１７時０

０分まで。 

福岡女子大学 

経営管理センター

総務グループ ２次選考 

受験者 

順位、総合得点及び

試験科目別得点 

３次選考 順位、得点 

４次選考 順位、得点 

 ※マイナンバー「通知カード」は本人確認書類として利用できません。 

 

１０ 応募手続 

 （１）提出書類 

  下記書類に黒インクまたは黒ボールペンで必要事項を記入又はＰＣ等で入力しプリントアウト 

して提出して下さい。 

提出書類一覧 注意事項 

①採用試験申込書 1～4 

【所定の様式】 

採用試験申込書１,２は、福岡女子大学ホームページからプリントアウト

して、「記入上の注意」に従い、自筆して下さい。 

申請書３，４は、福岡女子大学ホームページから様式をダウンロードし、

ＰＣ等で入力の上、プリントアウトしてください。 

②受験票【所定の様式】 福岡女子大学ホームページからプリントアウトして、太枠内の必要事項を

漏れなく記載してください。 

「受験票」は、通常郵便はがきの裏面又は通常郵便はがきと同じ大きさの

厚紙（横 100mm×縦 148mm）にしっかりとのり等で貼り付けてください。 

なお、申込時に写真の貼り付けは必要ありません。 

③受験票送付先を記入

した返信用封筒 

受験票ははがきと同じ大きさです。はがきを折らずに封入できる封筒に必

要な切手を貼って、受験票送付先を記入してください。 

（例：送付先を記入した長形 3号サイズの封筒に 84円切手貼付） 

 （注１） 申込提出時には、記入漏れ、切手等の不備がないよう、再度確認してください。 

（注２） この試験において提出された書類は一切返却しません。 

（注３） 申込書等に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的に使用しません。 

（注４） インターネット環境が無い等の理由により所定様式を入手することができない方は経営管理センター 

     総務グループ（092-661-2411）にご相談ください。 
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（２）提出方法・提出先 

 （１）の提出書類を福岡女子大学経営管理センター総務グループに簡易書留で郵送するか、持参して 

下さい。なお、簡易書留によらない方法で郵送したときに発生した事故の責任は負いかねます。 

簡易書留で郵送の場合 （送付先）〒８１３－８５２９ 福岡市東区香住ケ丘１－１－１ 

     公立大学法人福岡女子大学経営管理センター総務グループ 

※「福岡女子大学職員採用試験書類在中」と朱書きして下さい。 

持参の場合 （受付場所）公立大学法人福岡女子大学 

本部棟１階 経営管理センター総務グループ 

      （「１２ 試験会場案内」参照） 

  

（３）受付期間 

 ２０２０年９月８日（火）から２０２０年９月２８日（月）まで※当日消印有効 

    ・受付期間は土曜日、日曜日、祝日を除いた平日の９時から１７時まで 

    ・受付期間前及び受付期間経過後の申込は一切受け付けません。 

 

 （４）受験票の送付 

   受験票は受付後、順次申込者宛てに郵送しますが、２０２０年１０月１６日（金）までに届かない

場合は必ずご連絡ください。 

   受験票を受領後、１次選考に合格された場合は、受験票に写真を貼り撮影時期を記入し、2 次選考

に持参してください。（申込 6 ヶ月以内に撮影した、縦 4cm×横 3cmのもので、顔がはっきりわかる写

真を貼ること） 

  写真の裏面には氏名を記入し、受験票に貼る際には写真がはがれないように写真のふちを透明なテー 

  プで固定してください。 

 

１１ 試験の際の注意事項 

  ・２次選考会場に到着したら、会場の案内に従って、試験会場へ入場してください。 

  ・受験票を紛失した方等は係員に申出てください。また、合格発表は、受験番号のみを表示して行い 

ますので、受験票は、忘れずに持ち帰って大切に保管してください。 

  ・遅刻は原則として認めません。 

  ・試験合格後の手続きについては、合格通知で詳しくお伝えしますので、よく確認してください。 

  ・試験当日に発生したゴミ等は必ず各自でお持ち帰りください。 

  ・受験者の付添いの方がお見えになる場合、お待ちいただく部屋は準備しておりませんのでご了承く 

ださい。 

  ・福岡女子大学のキャンパス内は、全面禁煙です。 

  ・２次選考においては、感染症対策のためマスク着用・検温へのご協力をお願いいたします。 

   検温時に 37.5℃以上の発熱がある方は受験をお断りさせていただきます。受験をお断りさせて 

いただいた方への代替措置は実施しませんのであらかじめご了承ください。 

  ・昼食は学内で購入することはできません。必要な場合はあらかじめご用意ください。 
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１２ 試験会場案内 

（１）交通機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 発車時刻・到着時刻等については、各運行会社へ直接お問い合わせいただくか、各運行会社のホーム

ページ等でご確認ください。 

 

 （２）会場周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


