独立行政法人 国立高等専門学校機構
津山工業高等専門学校 技術職員 採用試験案内
津山工業高等専門学校では，高等専門学校の発展に寄与する意欲のある人材を確保するた
め，次のとおり技術職員採用試験を実施します。
応募期限：令和 4 年 4 月 11 日（月）17 時必着
試

験：第一次選考（書類審査）
第二次選考（筆記試験（専門試験・小論文）
）
令和 4 年 5 月 8 日（日）
第三次選考（面接試験）
令和 4 年 5 月 19 日（木）

採用予定日：令和 4 年 8 月 1 日以降のなるべく早い時期

１ 採用予定職種等
(1) 職種

技術職員

(2) 所属

津山工業高等専門学校 技術部

(3) 採用予定数

1人

(4) 職務内容

技術部に所属し，以下の業務を行う。
○電気系および情報系授業への実験・演習における，学生への技術指
導および準備・片付け等
○学生・教員の研究への技術支援
○公開講座等の地域協力，実験装置等の保守管理，技術力向上のため
の研修，学校行事への支援など
※電子顕微鏡，X 線回析装置による分析業務を行う可能性あり

２ 受験資格
次の要件をいずれも満たす方
(1) 高等学校卒業以上の学歴を有する方
(2) 令和 5 年 3 月 31 日において，本校の定年年齢（60 歳）に達していない方
(3) パソコン（Word，Excel，PowerPoint 等）の基本的な操作ができる方
ただし，以下のア～エにあてはまる方は受験できません。
ア 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終えるまでの者又はその刑の執行猶予の期
間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
イ 懲戒免職又はこれに相当する処分を受けたことのある者で，その処分の日から２
年を経過していない者
ウ 日本国籍を有しない者で永住者等日本国内における活動に制限のない在留資格を
有しない者
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３ 選考の方法及び内容等
選考方法

選考内容
応募書類（エントリーシ

第一次選考

書類審査

ート）の内容に基づき書
類選考を行います。

第二次選考

第三次選考

筆記試験

試験及び小論文(小論文

（１）専門試験（電気）
（90 分）

のテーマは試験当日に指

（２）小論文（45 分）

示します。)

面接試験

個別面接

４ 試験日時・試験場所・結果通知等
区分
第二次選考

試験日時

試験場所

結果通知

令和 4 年 5 月 8 日（日）

※第一次選考
合格者を対象

入室開始時間 12:15

に実施

入室限度時間 13:15
専門試験（電気） (90 分)
開始時間

13:30

（受付）

令和 4 年 5 月 12

終了時間

15:00

津山工業高等専門学校

日（木）17 時ま

総合理工学科南館１階 でに，メールに
小論文 (45 分)

総務課事務室

開始時間

15:20

終了時間

16:05

て通知します。

※詳細は試験当日に
お知らせします。

第三次選考

第三次試験終了

※第二次選考

後，個別に通知

合格者を対象

令和 4 年 5 月 19 日（木）

します。

に実施

※二次試験当日は，マークシートへの記入に関しては HB の鉛筆（小論文や計算等について
はシャープペンシル使用可）およびプラスチック製の消しゴム，時計（計時機能のみのも
の）を準備してください。
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５ 応募手続
（１）受験申込メールを送信 【受験者→津山高専】
第一次試験を希望される方は，エントリーシート（指定様式を本校ホームページからダ
ウンロードして作成）をメールに添付し，応募先メールアドレス（jinji@tsuyama-ct.ac.jp）
までお送りください。
応募期限：令和 4 年 4 月 11 日（月）17 時必着
○エントリーシート掲載先
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/kyousyokuinVer4/koubo.html
・エントリーシートの指定様式は Microsoft Excel (XLSX ファイル) になります。
・ダウンロードしたエントリーシートの各項目を漏れなく記入してください。
・提出日前 6 か月以内に撮影した鮮明な写真のデータ（上半身，正面，脱帽）を所定の
箇所にデータ貼り付けしてください。
・シートは 2 枚ありますので，2 枚とも忘れず作成してください。
（文字制限あり）
・提出前に，作成したエントリーシートを印刷して，漏れなく記入されているか，文字
が枠内に収まっているか，印刷されていない箇所はないか等必ず確認してください。
※ メールの標題は「技術職員応募 氏名」としてください。
※ 添付ファイルには必ずパスワードを設定してください。
※ 受付期間を過ぎて到着したメールは，いかなる理由であっても無効として受理いた
しません。
※以降，本校からの連絡は，この申込をされたアドレス宛に行います。
（２）受験票の送付 【津山高専→受験者】
津山高専総務課（jinji@tsuyama-ct.ac.jp）から，受験申込のあったアドレス宛に「受験票」
をメールの添付ファイルにて送信します。
4 月 27 日（水）12 時までに「受験票」が届かない場合は，4 月 28 日（木）12 時までに，
問い合わせ先までお電話ください。
６ 選考結果通知
選考の結果は，それぞれの選考終了後，電子メール，電話等により通知します。
７ 合格者の決定等
(1) 最終合格者は，書類審査，筆記試験及び面接試験に基づき，総合的に判定し決定しま
す。
(2)

受験資格がないことが判明した場合又は応募書類の記載に虚偽の内容があった場合

は，合格を取り消します。
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８ 勤務条件等
(1) 給与

「独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則」※に基づき
決定します。

(2) 諸手当

期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）が支給されるほか，支
給要件を満たす場合は各種手当（住居手当，通勤手当，扶養手当等）
が支給されます。

(3) 勤務時間

原則として 1 日 7 時間 45 分（週 38 時間 45 分）となります。

(4) 休日等

原則として，土・日・祝日・年末年始です。ただし，1 年単位の変
形労働時間制を採用しているため，学校行事に対応したカレンダー
となります。

(5) 休暇等

年次有給休暇等の制度は，「独立行政法人国立高等専門学校機構
教職員の労働時間，休暇等に関する規則」※によります。

(6) 勤務地

勤務地は本校所在地となります。
〒708-8509 津山市沼 624-1 津山工業高等専門学校

(7) 福利厚生

文部科学省共済組合へ加入することになり，短期給付事業（病気，
けが等を受けた組合員に対する給付）
，長期給付事業（年金）
，福祉
事業（貯金等）が受けられます。

※この他勤務条件等は，
「独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則」等によります。
次の URL をご参照ください。 http://www.kosen-k.go.jp/

９ その他
(1) 本試験の受験に要する費用は，すべて応募者の負担になります。
(2) 応募者から取得する個人情報は，職員を採用しようとする目的を達成するために利用
するものであり，本試験に関係のない第三者には提供又は公表は一切いたしません。
(3) 応募書類は返却いたしません。
(4) 問い合わせ先
〒708-8509 津山市沼 624-1
津山工業高等専門学校 総務課 総務係
E-mail：jinji@tsuyama-ct.ac.jp TEL：0868-24-8200
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