
HR ジェネラリスト

アジア北地域エリアオフィス

職務例：
• 職員の入社・退社・異動・休業・給与などに伴う書類の作成、面談、署名書類の保管など人事関連書類及び

データの管理を行う。
• アメリカの教会本部と連携して人事システムを管理し、職員や組織のデータを随時更新する。
• エリア人事マネージャーの指示のもと、エリア内（日本、韓国、グアム、ミクロネシア、モンゴル）の職員と連絡

を取り、人事関連の問題解決に必要な調整を行う。
• 政府機関から求められる書類の作成、提出、保管を行う。
• 必要に応じて職員研修や訓練の実施、プロジェクトの参加や管理をする。

求める人材像：
• 有効な神殿推薦状保持者（限定推薦状不可）
• 人事、ビジネス又はそれに類する学科で学士号をお持ちの方
• 1～3年の人事関連の職務経験をお持ちの方。
• コミュニケーション能力とビジネスレベルの英語力をお持ちの方
• Microsoft Office（Word、Excel、Outlook、PowerPoint）中級以上
• 主体的に行動でき他部門と円滑な調整が取れる方

募集情報：
• 雇用形態：正職員（月-金、8:30-17:15）
• 就業場所：東京都港区南麻布5-8-8（テレワーク有）
• 給与：教会規程に準じる
• 勤務開始日： 2022年5-6月（応相談）

ご応募・お問合せ：
• 英文履歴書と神殿推薦状の写しを、右のQRコード、または以下のリンクからお送りください

https://careers.lds.org/search/Public/Search.aspx?lang=jpn （詳細は次のページを参照）：
• 応募者の個人情報は教会の採用選考のために使用させていただきます
• ご不明な点は人事部 北原までお尋ねください。（yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org）

教 会 職 員 募 集 案 内教 会 職 員 募 集 案 内教 会 職 員 募 集 要 項

あなたの才能を
主の業に

あなたに合った仕事が
きっとみつかります

https://careers.lds.org/search/Public/Search.aspx?lang=jpn


応募サイト利用手順

教 会 職 員 募 集 案 内

1. 教会アカウントのユーザーIDとパスワードをご用意ください。
• 無料の教会アカウントを作成するには、 account.churchofjesuschrist.orgにアクセスし、「教会アカ

ウントに登録する」をクリックしてください。あなたの会員記録番号（ワード書記から入手可能）と生年
月日を入力する必要があります。

2. 応募サイトにアクセスしてください。
• https://careers.lds.org/search/Public/Search.aspx?lang=jpn

サイトにアクセスできない場合は北原（yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org）に履歴書を神殿推薦状の
画像をお送りください。

3. 「投稿ID」の欄に「335984」と入力し、「検索」をクリックしてください。
• 「地域」を選択する必要はありません。

4. 検索結果から該当するポジションを探し、「今すぐ応募する」をクリックしてください。
• 同時に複数の職種で募集が行われている場合、間違えないようにご注意ください。

5. 教会アカウントのユーザーIDとパスワードを入力してサインインください。
• 教会アカウントを紛失された場合、「ユーザー名を忘れましたか」または「パスワードを忘れました

か」をクリックしてください。

6. 「仕事に応募する」のページで必要事項を入力し、履歴書をアップロードし、応募を完了してください。
• 赤いアスタリスク「*」がついているのは必須項目です。それ以外の入力は任意です。
• 「履歴書」の項から「履歴書を追加する」をクリックして履歴書を、また「ファイルを添付する」をクリッ

クして資格証明書類の写しをそれぞれアップロードしてください。

• 最後にページ下の「応募書類を提出する」をクリックすれば、応募は完了です。

7. 書類選考通過者には、次のステップのご連絡を差し上げます。
• 通常は、応募締切後に書類選考を実施します。
• 順次選考の場合、応募締切前に書類選考などを実施することがあります。

8. 将来的な応募に備えてプロフィールを事前登録したい場合、人材ネットワークにご登録ください。
• https://talentnetwork.lds.org/Public/Main.aspx?lang=jpn

9. お問合せ
• お問合せは、人事部（担当：北原）までご連絡ください。
• Email：yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org
• Tel：03-4545-3090

https://careers.lds.org/search/Public/Search.aspx?lang=jpn
https://talentnetwork.lds.org/Public/Main.aspx?lang=jpn
mailto:satota@ldschurch.org


Human Resource Generalist 
Asia North Area Office (Tokyo, Japan)

J BO O EP N NI G

Responsibilities:
• Manage personnel-related data and documents, including the preparation of documents, interviews, and 

storage of signed documents related to the entry, exit, transfer, leave of absence, and salary of staff.
• Manage the human resources system in conjunction with the church headquarters in the U.S. and update staff 

and organizational data as needed. 
• Under the direction of the Area HR Manager, liaise with employees in the area (Japan, Korea, Guam, 

Micronesia, Mongolia) and make necessary adjustments to resolve HR related issues.
• Prepares, submits, and maintains documents as required by government agencies.
• Conduct staff training and orientations and participate in and manage projects as needed.

Qualifications:
• Hold valid temple-recommend.
• B.A. degree in HR, Business or related filed with 0-3 years Human Resource experience.
• Knowledge of fundamental HR concepts, practices, and procedures.
• Excellent communication skill and business level of English.
• Good computer skills. (Microsoft Word, PowerPoint, Excel, etc.)
• Ability to work proactively and coordinate smoothly with other departments.

Job Information:
• Job type: Full-time
• Location: Hiroo Tokyo, Japan
• Salary: Based on Employment policy
• Starting date: May ~ June 2022 (Negotiable)

Application:
• Please submit your resume from QR code right below or link below:

https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx
• Your personal information will be used for the Church’s selection process.
• If you have any questions, please contact Yuki Kitahara (yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org).

Your Talents, 
His Work

Find your fit within
Church Employment

https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx


J BO O EP N NI G

How to Apply
1. Prepare your Church Account

• In order to obtain a Church Account free of charge, please access 
account.churchofjesuschrist.org, and click “Register for a Church Account.” You will be 
required to enter your membership record number (which can be obtained from your ward 
clerk) and birth date.

2. Access the Church Employment Webpage
• https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx

3. Enter the Job Posting ID of “335984”, and click “Search”

4. Select the applicable position from the search results, and click “Apply Now”
• When multiple positions are available, each position would require a separate application.

5. Enter your Church Account Username and Password to sign in
• If you have lost your Church Account information, click “Forgot your username” or “Forgot

your password?”

1. On the Applying for Job page, please enter valid information into required fields and upload
your resume to submit your application

• Required fields are the ones with the red asterisk (*). Other fields are voluntary.
• Please upload your resume from the Resumes & Attachments section by clicking “Add

Resume”.

• Complete your application by clicking “Submit Application” at the bottom of the page.

2. We will contact the candidates once they have been shortlisted for the interviews
• The resumes will usually be reviewed after the deadline has lapsed.
• The Church will reserve the right to interview candidates prior to the deadline.

3. Potential candidates may upload their profile on Talent Network without actually applying for
a job

• https://talentnetwork.churchofjesuschrist.org/Public/Main.aspx
4. Inquiry

• For inquiries, please contact Yuki Kitahara (Human Resources).
• Email: yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org
• Tel: +81-3-4545-3090

https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx
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