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学校法人文化学園 文化購買事業部
2019 年度 新卒採用 募集要項〔嘱託職員〕
文化学園嘱託職員の新卒採用（既卒可）について、以下の通り募集いたします。
興味のある方は、是非エントリーしてください。
お待ちしております。
求人先データ
名称

学校法人文化学園 文化購買事業部

代表者

理事長 大沼 淳

所在地

〒151-8521 東京都渋谷区代々木 3-22-1

URL

http://www.bunka-koubai.com 〔文化学園 URL http://www.bunka.ac.jp〕

創立年

１９２３年６月
教育事業（文化学園大学大学院、文化学園大学、同短期大学部、文化服装学院、

事業内容

文化ファッション大学院大学、文化外国語専門学校）
収益事業（文化出版局、文化購買事業部）

職員数

１０３０名（男 ３８１名・女 ６４９名）〔2018 年 4 月現在（法人全体）〕
最寄駅：新宿駅 JR（山手線・中央線・総武線・埼京線・湘南新宿ライン）
、

アクセス

小田急線、京王線、 都営新宿線、都営大江戸線、丸ノ内線、西武新宿線
行き方：新宿駅南口、甲州街道改札下車。甲州街道に沿って初台方面へ徒歩 7 分

募集内容
募集職種

嘱託職員 ※１年毎契約更新、最長３年

仕事内容

学園ショップ運営および販売業務 ／ 外商 ／ 商品仕入・在庫管理 他

採用人数

１名

採用年月日

2019 年 4 月 1 日

勤務地

東京都渋谷区（学園所在地と同じ）

募集対象

2019 年 3 月末までに大学院、大学、短期大学、専門学校を卒業・修了見込みの方
または、2018 年 3 月に大学院、大学、短期大学、専門学校を卒業・修了した方

応募条件

ファッションに興味のある方（洋裁の知識があれば尚可）

応募方法

自由応募
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待遇
初任給（本俸）

修士卒：198,700 円

大卒：183,300 円

専門(3 年制)卒：169.400 円

短大卒：162,500 円

専門(2 年制)卒：162,500 円

賞与

年２回 年間 2.12 ヶ月（初年度 1.58 ヶ月）※2018 年度実績

昇給

年１回

交通費

全額（８０㎞まで）

有給休暇日数

初年度１０日 最高２２日

週休形態

週休２日制〔原則土・日（但し、業務都合により土日出勤あり）〕

勤務時間

８：４０～１７：００（実働 7 時間 20 分）※シフト制遅番勤務あり

時間外労働

あり ※詳細は初回来校時に説明

福利厚生／諸制度

各種社会保険／育児休業制度／介護休業制度 等

試用期間

３ヶ月

選考フロー
エントリー希望の旨、メールにて送信してください。
〇E ﾒｰﾙ：jinjikousei@bunka.ac.jp〔申込専用〕
（※質問などは初回来校時に受付けます。まずはエントリーしてください。）
〇メールに以下の内容を明記
1.件名：
「2019 新卒採用 嘱託職員採用応募について」
2.学校名・学部・氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)

エントリー方法

3.初回来校希望日時（第１～第３希望まで）
4.携帯電話番号・メールアドレス
本学園にてメール受信確認後、調整のうえ初回来校日時をメールにて返信します。
初回来校時には、“概要および業務内容･待遇等説明”と“一次選考”を実施させてい
ただきます。所要時間は４時間程です。

エントリー受付期間

随時（決まり次第終了）
一次選考 ・文化学園概要および業務内容、待遇等の説明
・筆記試験（適性・一般常識・知的能力検査・作文）
※筆記試験と合わせて書類選考を実施

選考フロー（予定）

最終選考 ・個人面接
内
選考方法

定

書類選考、筆記試験、面接
〇履歴書（写真添付）
、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書

提出書類

〇提出日： 一次選考当日持参
＜※提出された応募書類は返却いたしません＞

連絡先／
問合せ先

〒151-8521 東京都渋谷区代々木 3-22-1

℡：03-3299-2122･2128

学校法人文化学園 学園本部 総務部 人事厚生課 磯野・市原
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Ⅱ．2020 年度新卒採用 一般職員募集の詳細情報について
は、2019 年 3 月以降の公開を予定しております。
●

●

●

今しばらくお待ちください。なお、以下は前年度新卒
採用募集要項です。参考までにご覧ください。
学校法人文化学園

前年度 新卒採用募集要項〔参考〕

学園データ
法人名

学校法人文化学園

代表者

理事長 大沼 淳

所在地

〒151-8521 東京都渋谷区代々木 3-22-1

URL

http://www.bunka.ac.jp

創立年

１９２３年６月
教育事業（文化学園大学大学院、文化学園大学、同短期大学部、文化服装学院、

事業内容

文化ファッション大学院大学、文化外国語専門学校）
収益事業（文化出版局、文化購買事業部）

職員数

１０５１名（男 ３８８名・女 ６６３名）〔2018 年 1 月現在〕
最寄駅：新宿駅 JR（山手線・中央線・総武線・埼京線・湘南新宿ライン）
、

アクセス

小田急線、京王線、 都営新宿線、都営大江戸線、丸ノ内線、西武新宿線
行き方：新宿駅南口、甲州街道改札下車。甲州街道に沿って初台方面へ徒歩 7 分

募集内容
募集職種

一般事務職〔学校及び法人(収益事業部門においては営業含む)〕

契約期間

期間の定めなし

試用期間

３ヶ月

〇法人の設置する学校の事務
仕事内容

〇法人本部部門の事務職
〇収益事業部門における営業・販売業務（※但し、文化出版局においては編集部門を除く）

採用人数

６名

勤務地

東京都渋谷区 3-22-1（学園所在地と同じ）

募集対象

2019 年 3 月末までに大学院、大学、短期大学を卒業・修了見込みの方
または、2018 年 3 月に大学院、大学、短期大学を卒業・修了した方

募集学部・学科

不問

応募資格

学部学科不問 ／ 再受験不可

応募方法

自由応募〔マイナビ 2019 よりエントリー〕
〇論理的な話し方や考え方ができるコミュニケーション能力のある方

求める人物像

〇指示待ちでなく行動力を伴った積極性のある方
〇英語が得意な方（TOEIC や英検など有資格者または留学経験者なら尚可）
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待遇
初任給（本俸）

修士卒：198,700 円 大卒：183,300 円 短大卒：162,500 円

手当

住宅手当：世帯主 16,700 円 その他 8,100 円

賞与

年２回（2017 年度実績）

交通費

全額（８０㎞まで）

有給休暇日数

初年度１０日 最高２２日

週休形態

週休２日制〔原則土・日（但し、学事日程や学校行事等により土日出勤あり）〕

勤務時間

９：００～１７：２０（実働 7 時間 20 分）※シフト制遅番勤務など、配属部署毎に違いあり

時間外労働

あり ※詳細は学園説明会にて説明

福利厚生／諸制度

各種社会保険／育児休業制度／介護休業制度／再雇用制度 等

昇給

年１回

選考フロー
エントリー方法

まずは“マイナビ 2019”よりエントリー
〇日時：①５月１８日(金) 10：00～12：00

②５月１８日(金) 14：00～16：00

③５月２３日(水) 10：00～12：00

④５月２３日(水) 14：00～16：00

学園説明会
【参加任意・申込制】

〇定員：各回５０名（定員になり次第受付終了）
〇会場：学校法人 文化学園 Ａ館４階 Ａ０４４会議室

学園説明会申込方法

マイナビよりエントリー後、引き続き“学園説明会”の参加予約を行ってください。

学園説明会申込

①・②

４月 ２日（月）～ ５月１６日（水）17：00 まで

受付期間

③・④

４月 ２日（月）～ ５月２１日（月）17：00 まで

〇エントリー後、受験を希望する場合は、期日までに提出書類一式を郵送してください。
採用選考
応募方法

〔“学園説明会”への参加は任意です 〕

〇受付期間：５月１８日（金）～ ６月 ５日（火）17：00 郵送必着
履歴書（写真添付）
、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書

提出書類
※提出された応募書類は返却いたしません。
選考方法

書類選考、筆記試験、グループワーク、面接
〇一次選考 書類選考〔６月２０日までに結果連絡〕
〇二次選考 筆記試験（適性・一般常識・作文）〔６月２５日（月）
〕

選考フロー(予定)

〇三次選考 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ〔７月４日（水）または ７月５日（木）、７月６日（金）〕
〇四次選考 個人面接 〔７月１７日（火）または ７月１８日（水）〕
〇最終選考 役員面接 〔７月２５日（水）〕
〇内々定〔７月下旬〕

連絡先／
書類提出先

〒151-8521 東京都渋谷区代々木 3-22-1

℡：03-3299-2122･2128

学校法人文化学園 学園本部 総務部 人事厚生課 磯野・市原
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