
第 14 回全養協日本語教師採用合同説明会 
日 時：2022 年 7 月 6 日（水）16:00～20:00  

場 所：東京・池袋 としま区民センター 8 階（多目的ホール） 

主 催：一般社団法人全国日本語教師養成協議会 

 

ご来場の皆さまへ 

 本日は、ご来場いただきありがとうございます。一人でも多くの方に日本語教育に携わっていただき、今後ご

活躍いただきたいと思い、感染症対策を講じた上で合同説明会を実施することといたしました。通常とは異な

り、皆さまにはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

一般社団法人全国日本語教師養成協議会 事務局 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

感染症対策に関するご理解とご協力のお願い 

（会場での対策） 

 来場者とスタッフを含めて、会場収容定員人数の半数以下とします。 

来場者数により入場制限を行う場合がございます。 

 会場は機械設備により 15 分毎に外気を取り込み、換気が行われています。 

 会場内の消毒を行っています。 

 会場に手指消毒液を設置します。 

 来場時にスタッフを含めて全ての方に検温を実施します。 

 

（お願い等） 

 会場内では常にマスクをご着用ください。マスクを着用されない方の参加はお断りいたします。 

 発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水・鼻づまり、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや充血、頭痛、 

関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐などの症状があり、体調が優れない場合は来場をお控えください。 

 受付で検温を実施いたします。発熱（37.5 度以上）のある方の参加はご遠慮いただく場合がございます。 

 各機関との面談につきましては、1 機関につき 10 分程度を目安にしてください。 

 会場における咳エチケット、手洗い・手指の消毒、ソーシャルディスタンスにご協力をお願いいたします。 

 周囲の皆さまへのご配慮をお願いいたします。 

ご協力いただけない場合、ご退室をお願いすることがございます。 

 来場者に感染者が発生した場合、保健所等の公的機関に対して来場者の氏名および連絡先を必要に応じて

提供いたします。 

 

その他 

 会場内でのお食事はお控えください。お飲み物等のごみは必ずお持ち帰りください。 

 自動販売機は 7 階（ラウンジ内）、5 階、2 階に設置されています。 

 としま区民センターは全館禁煙です。喫煙室もございません。 

 コピー機は 3 階に設置されています。 

 お荷物・貴重品等の管理は各自でお願いいたします。数に限りはありますが、ロビーにコインロッカーがご

ざいますのでご利用ください。会場内においての紛失・盗難・破損等につきましては、当協議会では一切の

責任を負いかねますのでご了承ください。 
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会場案内図

＊必ず受付をしてから入場してください。 

 

（日本語教師採用募集職種一覧） 

 

「全養協相談ブース」 

日本語教育全般に関するご相談は「全養協相談ブース」で受け付けます。 

※感染症対策のため、お一人様 10 分程度を目安にご相談ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

としま区民センター 

8 階多目的ホール 

 

 

●全館禁煙です。喫煙スペースもありません。  

●自動販売機は 2F,5F,7F にあります。 

●ゴミはお持ち帰りください。 

●コピー機は 3F にあります。 

●再入場の場合も必ず受付にお立ち寄りください。 

●ホール 2 階観覧席への主催関係者以外の立入は 

禁止です。 

 

 

 

※採用条件等の詳細は各機関のページをご覧いただき、 

ご質問等は各機関のブースで直接お伺いください。 

※感染症対策のため、1 対 1 での面談は 1 機関 10 分程度 

を目安にご相談ください。 
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独立行政法人 国際交流基金（JF）  

日本語パートナーズ派遣事業 

   

勤務地 海外 

連絡先 

担当者 国際交流基金 日本語パートナーズ事業部 事業第 2 チーム 

メール nihongopartners@jpf.go.jp 

URL  https://asiawa.jpf.go.jp/partners/  

当日の履歴書受付 不可 

 

活動内容 

および 

募集予定時期 

（1）東南アジアを中心としたアジアの中学校や高校等で現地教師や生徒のパートナーとして日

本語教育を支援する 

（２）派遣先校の生徒や地域の人たちに日本文化の紹介を通じた交流活動を行う 

（３）現地の言語、文化、社会を学び、体験を日本に発信する 

募集予定時期： 第 2 回募集 2022 年 7 月下旬、 第 3 回募集 2022 年 10 月中旬  

募集の詳細は、決定次第ウェブサイトでお知らせします。 

応募資格・条件 

•応募可能な対象年齢であること（最も幅広い場合、満 20 歳から満 69 歳。派遣先ごとの対

象年齢および年齢基準日は募集要項に記載） 

•日本国籍を有し、日本語母語話者であること 

•日常英会話ができること 

•派遣前研修（約 4 週間）に全日程参加できること 

※前年度の募集と異なり、以下の応募要件を変更または追加しています。  

一部の派遣先の年齢要件 / 新型コロナウイルスのワクチン接種 / 日本語パートナーズ経

験者等の応募可否 

内定後の研修内容 現地語の研修に加え、日本語教育や安全管理など様々な講義を行います。 

雇用形態 合意書に基づく業務委嘱 ※JF と日本語パートナーズは雇用関係にありません。 

待遇 
JF の規程に基づき滞在費（10～１４万/月※派遣先により異なる）、往復航空券（ディスカウン

トエコノミー）、旅費等の支給と住居の提供を行います。詳細は募集要項をご確認ください。 

機関ＰＲ 
JF は、国際文化交流を総合的に実施する日本で唯一の専門機関です。「日本語パートナーズ

派遣事業」では、幅広い世代の人材を海外に派遣し、日本語教育を支援しています。 

その他、 

画像など（任意） 

●Facebook：https://www.facebook.com/jfnihongopartners 

●Twitter：https://twitter.com/NihongoPartners 

  

採用担当者から

みなさんへ 

日本語パートナーズは、２０代から６０代までの幅広い年代と経歴の方々が活躍しています。 

ウェブサイトや facebook、Twitterでは募集情報、活動の様子やイベント情報を発信してい

ますのでぜひご覧ください。当日も、お気軽にブースにお立ち寄りください！ 

ブース番号 

1 
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 さきたま国際学院 ～埼玉県行田市 地域密着型の日本語学校～ 

 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

361-0072 埼玉県行田市宮本 2-35 

・秩父鉄道行田市駅徒歩2分 ・JR吹上駅からバス 10分【バス停：行田本町】 

連絡先 

担当者 渡辺 大介          メール watanabe@sakitama-ia.com 

電話番号 048-577-4370   URL https://sakitama-ia.com/  

当日の履歴書受付 可能 

 

募集職種および 

採用予定時期 

A：常勤講師  B：次期教務主任候補（現主任はそのまま校長として勤務します） 

採用予定時期は相談に応じ対応します 

応募資格・条件 

＜A：常勤講師＞下記いずれか一つ該当する 

①4 年制大学を卒業し日本語教師養成講座 420 時間修了（文化庁受理済） 

②大学で日本語教育に関する主専攻または副専攻を修了 

③日本語教育能力検定試験合格 

上記に準じ、＜B：次期教務主任候補＞については 

④日本語学校（告示校）常勤講師経験 3 年以上   を満たす方。 

採用後の 

研修内容 

授業見学、教案添削、授業後のアフターフォロー、新任の先生に対しては担当コマを減らす等 

個々の先生方の希望に応じて研修計画を練り対応したいと考えています。 

雇用形態・ 

勤務形態 

・勤務時間 9 時～18 時（休憩 1 時間：月単位変形労働時間制により８：３０～１７：３０も可）         

・休日   土曜日・日曜日・祝日、年末年始休暇、お盆休み、有給休暇、慶弔休暇、結婚休暇あり 

・試用期間 ３カ月間 ※試用期間中も条件は変わりません。 

待遇 

A：月額給与：￥210,000～ 

B：月額給与：￥260,000～280,000（経験と本人の適性により決定） 

・交通費支給（4 万円まで:出勤がお車の場合はガソリン代を当社基準にて支給） 

・昇給あり（勤務年数、満 1 年 1 万円 UP・満 3 年 2 万円 UP・満 5 年 3 万円 UP： 

賃金改定 4 月：ただし会社と本人の業績により） 

 賞与あり（年 2 回、夏・冬：ただし会社と本人の業績により） 

・社会保障完備（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険） 

・行田市内に引っ越される場合は契約時引越手当７万円+賃貸物件の家賃補助月額２万円支給 

・海外出張時の手当あり・残業代支給 （月平均残業時間３時間程度） 

機関ＰＲ 

当校は学生だけではなく先生方も来るのが楽しみになるような学校を目指しています。 

地域のお祭りや富士山旅行など様々な交流イベントを通じて日本語を教えていく、 

小規模ならではの強みを活かし、和気あいあいと学校を運営しています。 

また、最近はオンライン教育事業に力を入れており 

カンボジアの大学に向けたオンライン日本語教育、運営サポート、 

日本国内の介護施設に向けた予約制オンライン会話レッスン、 

また近隣の専門学校への出張日本語授業等、多角的に日本語教育事業を展開しています。 

採用担当者から

みなさんへ 

学習者の国籍はベトナム・トルコ・ウクライナ・ロシア・モロッコ・ブラジル・オーストラリア・フィリ

ピン・パキスタン・ペルー・バングラデシュ等々、落ち着いた立地だけあって“静かな場所で学び

たい”という希望をもって日本の地を踏む留学生が多く在籍しています。まずは一度学校へい

らして頂き、その雰囲気を感じて頂ければ幸いです。いつでもお声かけくださいませ。 

ブース番号 

２ 
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 学校法人滋慶学園 東洋言語学院 
 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

東京都江戸川区西葛西 7-6-3 

東京メトロ：東西線西葛西駅（徒歩 7 分） 

連絡先 

担当者 教務部：濱田 

メール join@tls-japan.com 

電話番号 03-5605-6211 

URL  https://www.tls-japan.com/for_japanese_language_teacher 

当日の履歴書受付 不可 

 

募集職種および 

採用予定時期 

非常勤講師（専任登用あり）：2022 年度 10 月期・1 月期 

採用プロセス：書類選考⇒学校説明会⇒書類選考⇒一次面接⇒二次面接 

メールにて以下の 2 点をご送付ください。 

①顔写真付履歴書  ②職務経歴書 ※ファイル形式は PDF でお送りください。 

宛先： join@tls-japan.com  

応募資格・条件 

①告示基準を満たしている方 ※未経験可 

②①の日本語教師の資格を持ち、かつ以下のような能力を持つ方を募集しています。 

・IT スキルの高い方／日本語教育の専門性の高い方／児童、幼児教育領域の実務経験のある

方／企業研修の実務経験のある方／カウンセリングスキルのある方／営業力のある方 

採用後の 

研修内容 

①契約後 3 か月あるいは 6 か月は専任職員との TA 研修の実施 

②各学期に 2 度の授業見学フィードバック、講師会、習熟度別のスキルアップ研修の実施 

雇用形態・ 

勤務形態 

①TA 研修時期：パート契約  （週に 2 日～3 日） 

②非常勤講師：業務委託契約 （週に 2 日以上） 

待遇 

① パート契約：時給 1,041 円～   

② 業務委託契約： 1 コマ 90 分報酬：3,630 円～（消費税含む） 

※上記①②とも交通費、会議費支給 

機関ＰＲ 

本校は専門学校を運営する滋慶学園グループに属し、国内外のネットワークを広く持つ日本語

学校です。新入生の入国が始まり、これからの業務展開に向けて、本校の考え方を理解し、新し

いプロジェクトの力となる新たな人材を募集しています。私たちは日本語教師の経験がなくて

も、みなさんがこれまで培ってきたスキルには価値があると考えています。 

その他、 

画像など（任意） 

  

採用担当者から

みなさんへ 

変化する社会の中で、スピード感と臨機応変さを持つ日本語教師を募集しています。日本語教

育の経験は、研修や実践を通して積むことができますが、そのようなマインドを今みなさんが

持っているかどうかが重要です。ブースにて本校に興味をお持ちになった方には、後日本校で

行われる学校説明会をご案内いたします。 

ブース番号 

３ 
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 アークアカデミー（新宿校・研修部） 
 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

（新宿校） 東京都新宿区西新宿 7-18-16 3F 

（研修部） 東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル地下 1F 

連絡先 

メール saiyou@arc-academy.net 

電話番号 （新宿校）03-5337-0166 

（研修部）03-5909-2055 

URL https://www.arc-academy.net/ 

当日の履歴書受付 可能 

 

募集職種および 

採用予定時期 

・非常勤講師 

・10 月期、1 月期 （新宿校） / 10 月期、1 月期 （研修部） 

応募資格・条件 

※応募資格のいずれかを満たし、且つ、応募条件のいずれかに該当する方 

応募資格  未経験可（研修部） / 経験 1 年以上（新宿校）※未経験応相談 

・日本語教育能力検定試験合格 

・大学または大学院における日本語教育に関する教育課程修了 

・日本語教師養成 420 時間講座修了（受講中の方は応相談） 

応募条件（研修部のみ） 

・各言語において上級レベルの方。 

・介護専門資格取得者（国家試験対策が可能な方） 

採用後の 

研修内容 

回数 / 期間 1 か月程度（２、３回） 

内容  研修は個々の資質や能力に合わせて行います。主な内容は、教案添削指導、   

模擬授業など。オンラインレッスン対応のための研修も適宜行います。 

雇用形態・ 

勤務形態 

（新宿校） 午前 9:15～12:30 / 午後 13:30～16:45  

※1 コマ 45 分、1 日 4 コマ～ 週２日以上勤務可能な方 

（研修部） 8:00～20:00  対面またはオンライン（ZOOM） 

※45 分、1 時間、1 時間半授業等、また毎週授業、隔週授業等授業形態はさまざまです。 

※土曜日、日曜日、早朝、夜間の授業の可能性もあります。 

待遇 

2,000 円（1 コマ 45 分）以上（研修部・新宿校）  

交通費支給、早朝・夜間諸手当あり、昇給あり 

機関ＰＲ 

アークアカデミーグループでは、海外 30 ヵ国以上からの留学生、企業ビジネスパーソン、生活

者への日本語支援をはじめ、EPA に基づく看護師・ 介護福祉士候補者に対する日本語研修事

業など、幅広い分野の日本語教育に貢献しています。留学コースでは、多様な学習者が自律的

に学ぶ力を育てることを目指し、様々な教室活動を実践しています。オンラインやハイブリッド

授業も取り入れ、学習者の環境やニーズに合わせた授業を提供できるように努めています。 

採用担当者から

みなさんへ 

★前回合同説明会参加者から 2 名採用実績★ 

レッスンは（新宿校）留学生、（研修部）ビジネスパーソン、日本在住者、介護施設で働く人達等へ

のマンツーマン、少人数グループを中心に日本語授業を行っています。レッスン形態は、プライ

ベート・グループ・対面・オンラインと様々です。 

「いろいろなことに挑戦」し、「教師としての成長」を一緒に目指していきましょう！ 

アークアカデミー 
日本語学校 

アークアカデミー 
企業・個人日本語研修 

ブース番号 

4 
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 MANABI 外語学院東京校 
 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

東京都墨田区両国 2-10-5  

（最寄駅：JR 総武線両国駅 徒歩 3 分、都営大江戸線 徒歩 8 分） 

連絡先 

担当者 志賀浩一郎 

メール shiga@manabi.co.jp 

電話番号 03-6659-2885 

URL https://www.manabi.co.jp    

当日の履歴書受付 可能 

 

募集職種および 

採用予定時期 

①専任講師  2022 年 10 月および 2023 年 4 月 

②非常勤講師  2022 年 10 月 

応募資格・条件 

①下記いずれかにあてはまる方 

・大学または大学院にて日本語教育主専攻あるいは副専攻修了 

・日本語教育能力試験合格 

・日本語教師養成講座修了または修了予定（四大卒の方） 

 

②基本的な PC スキル（Word・Excel） 

採用後の 

研修内容 

授業見学、新任研修あり 

※未経験の方や経験の浅い方には、教案指導・模擬授業なども行っています 

雇用形態・ 

勤務形態 

①専任講師：月～金 8：40～17：40 

②非常勤講師：午前クラス 9：00～12：40 午後クラス 13：20～17：00 

※週 2 クラス（8 時間）～ 

待遇 

・専任講師  

 19.8 万～26 万 （社会保険加入、その他各種手当あり） 交通費支給 

・非常勤講師   

時給 1,800 円～ （経験者優遇）  交通費支給 

※担当コマ数に応じたインセンティブ手当あり （その他各種手当あり） 

機関ＰＲ 

両国駅からすぐ近くの校舎で便利です。20 代から 60 代まで幅広い年代の方が活躍していま

す。未経験の方や経験の浅い方には、業務研修、授業準備サポートをする研修や勉強会を行っ

ています。 

その他、 

画像など（任意） 

www.facebook.com/manabitokyo 

採用担当者から

みなさんへ 

「学生に喜ばれる学院」という理念のもと、多くの講師が活躍しています。MANABI で一緒に

働いてみませんか。お気軽にご訪問ください。 
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 JICA 海外協力隊（国際協力機構） 
 

 

勤務地 

（住所/最寄駅） 
海外 

連絡先 

担当者   JICA 海外協力隊募集事務局（応募前専用:応募に関するお問い合わせ）  

メール  contact@jocv.info 

電話番号  045-410-8922  

TEL 受付時間  平日 10:00～12:00、13:00～19:00（土日祝日を除く） 

URL    https://www.jica.go.jp/volunteer/index.html  

当日の履歴書受付 不可 

 

募集職種および 

募集時期 

JICA 海外協力隊 職種「日本語教育」  

■2022 年春募集  【ウェブ入力】2022 年 6 月 30 日（木）日本時間正午締切 

【郵送（健康診断書・問診票）】2022 年 6 月 30 日（木）必着 

■2022 年秋募集  詳しい日程は、確定次第、JICA 海外協力隊ウェブサイトで案内します。 

応募資格・条件 

■一般案件（職種を選んで応募する）  

20 歳～69 歳の日本国籍を持つ方が応募可能。一部の要請は 45 歳以下の方が対象。  

※2022 年春募集の場合 要請情報概要｜【一般案件】｜JICA 海外協力隊 

■シニア案件（一定以上の経験・技能が必要な個別案件に応募する）  

20 歳～69 歳の日本国籍を方が応募可能。実務経験が 15 年程度以上等の条件あり。  

  ※2022 年春募集の場合 要請情報概要｜【シニア案件】｜JICA 海外協力隊 

 

要請ごとに資格条件が異なりますが、ほとんどの要請で「日本語教育に関する資格」（以下 3 つ

のうちいずれかを満たしていること）が資格条件になっています。 

1）420 時間程度の日本語教師養成講座(通信講座を含む)の修了  

2）大学または大学院の日本語教育主専攻・副専攻などの修了  

3）日本語教育能力検定試験合格  

派遣中の待遇 

現地生活費： JICA が国ごとに定めた金額を支給。受入国の住民と同等程度の生活を営むに

足る金額を、物価や為替変動等を勘案の上、定めています。 

住居    ：  原則として、受入国政府の提供による現物支給  

往復交通費： 日本と受入国と往復にかかる赴帰任時の旅費（航空賃・交通費・日当・宿泊費等） 

 

※詳細は、ホームページをご覧ください。 

待遇と諸制度【一般案件】（派遣期間：1 年～2 年）| JICA 海外協力隊 

待遇と諸制度【シニア案件】（派遣期間：1 年～2 年） | JICA 海外協力隊 

担当者からみな

さんへ 

「JICA 海外協力隊 日本語教育ガイド」  JICA 海外協力隊経験者の体験談のほか、 応募を

検討されている方に参考になる情報を掲載しています。ぜひご覧ください。 
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 学校法人新井学園 赤門会日本語学校 
 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-39-12   

JR 日暮里駅徒歩 8 分、常磐線三河島駅徒歩 5 分 

連絡先 

担当者 石田、黒田 

メール saiyo_kyoumu@akamonkai.ac.jp 

電話番号 03-3806-6120（月～金の 9～17 時） 

URL  https://www.akamonkai.ac.jp 

当日の履歴書受付 可能 

 

募集職種および 

採用予定時期 

非常勤講師：２０２２年 10 月、2023 年 1 月 

応募資格・条件 

下記のいずれかの条件を満たす方 

・4 年制大学卒以上で日本語教師養成講座（420 時間以上）修了 

・日本語教育能力検定試験合格 

・大学/大学院の主専攻もしくは副専攻で日本語教育科目を履修・修了 

採用後の 

研修内容 

研修の回数は平均的な方で 5～6 回、内容は授業見学および「みんなの日本語」の教案指導、

模擬授業等が中心になります。安心して教壇に立てるようにベテラン講師がアドバイスします。 

雇用形態・ 

勤務形態 

勤務時間は 8：50～12：50 または 12：50～16：50。 

当校では月水金または火木の出勤が基本となっていますが、ご相談に応じます。 

待遇 

経歴、経験等を考慮して決定しますが、1 コマ 45 分×4 コマ、8000 円以上は保証。これには

試験採点やクラス内の簡単な学生相談対応などの付随業務も含まれます。交通費は全額支給

します。 

機関ＰＲ 

当校では各レベルを細分化し、学習者のレベル・ニーズに合った授業を行っています。世界 50

以上の国・地域出身者からなる多国籍のクラスで学習者とともに、教師も異文化を学びながら

成長できます。また教務室は幅広い年齢層の実績のある経験豊かな先生と研鑽し合いながら

自己啓発のチャンスに恵まれています。先生方は授業だけに専念していただけます。 

その他、 

画像など（任意） 

 

 

 

 

 

 

 

採用担当者から

みなさんへ 

当校は 1985 年創立で、今年 3７周年を迎えます。 

学生の入国が再開し、待機していた留学生が続々と入学しています。 

7 月期もさらに学生の増加が見込まれ、教務体制を強化するため、新たに優秀な先生方を募集

いたします。 

新人の先生には研修制度があり、安心して授業に臨んでいただけます。 
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 東京ギャラクシー日本語学校 
 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-15-13 

茅場町（日比谷線・東西線）徒歩 5 分 

連絡先 

担当者  道木容子/会田由紀子 

メール  kaida@tokyogalaxy.ac.jp 

電話番号 03-6280-5830 

URL    http://www.tokyogalaxy.ac.jp 

当日の履歴書受付 可能 
 

募集職種および 

採用予定時期 

日本語非常勤講師・常勤講師・専任講師 

採用は随時受け付けております。 

学期（4 月、7 月、１０月、1 月）の始まる 1 か月前までにご応募ください。 

応募資格・条件 

未経験者可。下記のいずれかを満たす方。 

①4 年制大学卒以上で日本語教師養成講座（420 時間以上）修了。 

②日本語教育能力検定試験合格。 

③大学/大学院の主専攻もしくは副専攻で日本語教育科目を履修・修了。 

採用後の 

研修内容 

研修期間は、初めの 3 か月。研修が充実しており、未経験の方でも責任を持って指導します。 

①専任による教案指導。 

②授業を撮影し、自分自身で見てフィードバック。その後専任からアドバイス。 

③勉強会（同じレベルを担当する講師同士、同じ時期に入社した講師同士） 

④初中級指導法について週 1 回 2 時間、計 10 回の研修。 

雇用形態・ 

勤務形態 

①非常勤講師：能力と経験に応じ、月-金の週 2-5 日勤務可。1 日４-6 コマ。（1 コマ 45 分） 

②常勤講師：週 5 日勤務。授業の他に教務事務の作業があります。社会保険の加入も可です。 

③専任講師：非常勤、常勤から専任登用の道もあります。勤務時間 8:45～17:45 です。 

待遇 

45 分/1600 円～（検定合格者） 

ビジネス系プライベートレッスン：60 分/1800 円～（検定合格者） 

担任手当、進学指導手当、就職指導手当は別途支給。 

交通費は往復 1 日 1500 円まで。 

機関 PR 

選択科目や特色のあるクラスで、多様な教え方ができ、教師として成長していけます。現在、約

20 か国の学生が在籍しており、国籍も多様です。留学生中心のクラス授業以外に、ビジネスマ

ン対象のプライベートレッスンも担当してもらうことがあります。 

 

８F 建てのきれいな校舎です！ 

 

 

 

採用担当者から

みなさんへ 

研修制度が整っているので、未経験の方でも安心してご応募ください。 

資格は、日本語教師養成講座修了（または修了見込）、大学の日本語教育課程主専攻または副

専攻、日本語教育能力検定合格、のいずれかを満たしていれば応募可です。 

疑問点、不安に思っていることなど、何かございましたら遠慮なくお問い合わせください。 
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 千駄ヶ谷日本語教育研究所グループ 
 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

〇千駄ヶ谷日本語学校 

東京都新宿区下落合１－１－６    JR 線他／高田馬場駅 

〇千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校 

 東京都新宿区中落合 1-1-29   西武新宿線／下落合駅 

〇千駄ヶ谷外語学院 

 東京都豊島区駒込 1-13-11   JR 線他／駒込駅 

連絡先 

担当者 ：小田金 欣也 

メール ：saiyou@jp-sij.org 

電話番号 :03-6812-1971 

当日の履歴書受付 可能 

 

募集職種および 

採用予定時期 

① 非常勤講師 ：2022 年 10 月期  若干名 

② 専任講師（契約教員） ：2022 年 10 月期  1 名 

応募資格・条件 

① 非常勤講師 ②専任講師  下記のいずれかの条件を満たす方 

〇4 年制大学卒以上で日本語教師養成講座（420 時間以上）（文化庁届出受理講座）を 

修了した方 

〇日本語教育能力検定に合格し、教育実習を履修した方 

〇大学／大学院の主専攻または副専攻で日本語教育科目を履修・修了し、教育実習を 

履修した方 

採用後の 

研修内容 

研修担当者が授業見学を行います。 

定期的に専任講師・非常勤講師にて勉強する機会があります（任意） 

雇用形態・ 

勤務形態 

【非常勤講師】 午前クラス 8：50～13：00／午後クラス 13：30～17：40） 

※授業時間は勤務する校舎により異なります。 

※勤務したい曜日・時間等の希望を取った後、学期開始前に担当表をお渡しします。 

【専任講師（契約教員）】 月～金 8：50～17：50 

◆休日等：土曜日、日曜日、国民の祝祭日等 

待遇 

【非常勤講師】 授業給 1,950 円～／コマ（授業１コマ 45 分＋付随する業務 60 分） 

 交通費支給、担任手当あり 

【専任講師(契約教員)】 月額 230,000 円  交通費支給  契約は年度更新となります。 

機関ＰＲ 

〇1975 年創立の歴史ある伝統校です。進学予備教育（大学、大学院進学）が主なコースであ

り大規模校だからできるきめ細かなクラス編成を行っています。 

〇６か国語（英、中、韓、タイ、ベトナム、ロシア）で対応できるスタッフが常勤しており、母国語に

よる学生ケアを行っています。 

〇研修を担当する講師が常勤しており、講師研修が充実しています。 

その他、 

画像など（任意） 

【千駄ヶ谷日本語学校】 YouTube 

https://youtu.be/ZzqD1CM3WlA  

採用担当者から

みなさんへ 

日本語学習者は多様化しています。コロナ禍では双方向による授業を行いました。学習者の多

様化により、教師の側にも多様化が求められています。教育に対する熱意を持ち、新しい事に

明るく積極的に取り組めるチャレンジ精神のある方を求めています。 
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 ユニタス日本語学校東京校 

 

勤務地 

(住所/最寄駅) 

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2－2－9 22 山京ビル３Ｆ 

東京メトロ大江戸線・副都心線「東新宿駅」徒歩 5 分 

東京メトロ副都心線「西早稲田駅」徒歩 5 分 

ＪＲ山手線「新大久保駅」徒歩 15 分 

連絡先 

担当者 竹内／安原 

メール saiyou-tokyo@unitas-ej.com  

電話番号 03-5287-5636 

URL http://www.unitas-ej.com/ 

当日の履歴書受付 可能 

 

採用予定 非常勤講師：2022 年 10 月～ 

応募資格・条件 

下記のいずれかの条件を満たす方。（※週２日以上勤務可能な方優遇） 

①４年制大学卒以上で日本語教師養成講座（420 時間以上）修了 

②日本語教育能力検定試験合格 

③大学/大学院の主専攻もしくは副専攻で日本語教育科目を履修・修了 

採用後の 

研修内容 

学期授業開始前→現役講師の授業を見学、模擬授業の実施、フィードバック 

学期授業開始後→教案添削、研修担当者が新人講師の授業を見学しフィードバックを行う 

雇用形態・ 

勤務形態 

平日【午前クラス】9:00-12:30 ／【午後クラス】13:00-16:30 

午前・午後ともに各 45 分×４コマ授業実施（勤務希望コマ数、曜日は相談に応じます） 

※土日祝祭日は授業無し 

※勤務したい曜日・時間等の希望を取った後、学期開始前に授業担当表をお渡しします 

待遇 

授業給 1,850 円～／コマ（授業１コマ 45 分）※経験者は経験、能力により応相談 

交通費支給（１日 1,500 円まで実費支給） 

会議手当、担任手当等 あり 

機関ＰＲ 

帝京大学グループの日本語学校です。大学が運営する日本語学校のため、安定した経営基盤の

下、コミュニカティブな教育が行われています。初級から上級まで、学生の目的・進路に合った

カリキュラムが組まれており、授業が実施されています。山梨県の甲府に 1990 年に創立され

た本校があり、英語科も併設しています（外語学院の創立は1970年）。初級の初期から直説法

で授業が行われており、先生と学生はもちろん、学生同士のコミュニケ―ションが円滑になるよ

う教室環境に工夫が凝らされています。ここ数年は大学・大学院への進学を目指す学生が増え

ており、学生のニーズに合ったきめ細かい進路指導が行われています。 

採用担当者か

らみなさんへ 

本校には 20 代から 60 代まで、幅広い年齢層の方々が勤務しております。授業を行う中で 

わからないことや困ったことがあった際は非常勤の先生同士、気軽に相談ができる働きやすい

職場です。未経験の方には研修を行っております。現在、養成講座受講中の方も当校での研修

を経て、講座終了と同時に非常勤講師として働くこともできます。非常勤講師から専任講師へ

の登用実績もあります。当校へのご応募はメールにて受け付けております。顔写真付き履歴

書、職務経歴書をご送付ください。協調性があり、明るく教育熱心な方のご応募をお待ちして

おります。 
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 東亜国際外語学院 

 

勤務地 

（住所/最寄駅） 

埼玉県 坂戸市 芦山町 2-5 

東武東上線 「北坂戸」駅 徒歩２分 

連絡先 

担当者 ： 野口 

メール ： noguchi@toua-edu.com 

電話番号 ： 049-298-5822 

URL ： https://toua-edu.com/ 

当日の履歴書受付 可能 

 

募集職種および 

採用予定時期 

①専任講師 （１名）  ②非常勤講師 （若干名）  

②ともに 10 月期からの勤務開始予定ですが、開始時期は相談の上、決定します。 

応募資格・条件 

①②ともに下記 a～c のいずれかの条件を満たす方 

a.大学で日本語教育主専攻・副専攻卒業 

b.日本語教育能力検定試験合格者 

c.四大卒で日本語教師養成講座 420 時間修了（②は修了予定可） 

かつ、①専任講師は日本語教育経験者 

②非常勤講師は未経験者の方も歓迎！！研修制度が充実しています。 

採用後の 

研修内容 

未経験の方でも安心の充実した研修制度あり（経験者は希望により実施） 

・教案チェックおよび改善案の提示 

・授業見学（相互） 初級から上級まで、いろいろな授業の見学ができます！ 

雇用形態・ 

勤務形態 

①月～金 8：30～17：30 土日祝日の勤務なし 

②月～金 ／ 午前（9：00～12：15）または午後（13：15～16：00） 

上記から都合のよい日時で、週２回以上。 午前・午後通しの勤務可能。 

①②ともに夏季・冬季・春季休暇および年末年始の休暇あり 

待遇 

①月給 23 万円～（経験・能力による）／昇給・賞与あり、各種手当あり 

②１コマ 45 分 1800 円～2500 円（経験・能力による）／昇給あり、専任への登用有り 

①②ともに交通費全額支給、車通勤可 

機関ＰＲ 

本校ではベトナム、中国の学生を中心に、タイ、バングラデシュ、ネパールなど多国籍の学生が、

日本での進学、就職を目指して意欲的に学んでいます。 

常勤・非常勤を問わず、向上心のある先生ばかりの学校です。また働き方改革にも積極的に取

り組み、無駄のない業務遂行を目指しています。ICT活用の設備も整っており、新しいことにも

挑戦しやすい環境。一緒に成長していきたい！という方のご応募をお待ちしております。 

学校施設 

授業風景 
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一般社団法人全国日本語教師養成協議会（全養協） 

 

加盟機関（2022/7時点） 
アークアカデミー 
(学) 新井学園⾚⾨会⽇本語学校 
⼤原⾔語教育センター 
岡⼭外語学院 
三幸⽇本語教師養成カレッジ 
(学)滋慶学園 東洋⾔語学院 
(学)静岡⽇本語教育センター 
新白河国際教育学院 

千駄ヶ⾕⽇本語教育研究所 
(学) 東京国際学園 東京外語専⾨学校 
東京中央⽇本語学院 
⽇本東京国際学院 
(公財)ラボ国際交流センター ラボ⽇本語教育研修所 
(学)綾紘学園 環球⽇本語学習院 
早稲田文化館 
Japan Australia Language Centre

 
賛助会員（2022/7時点） 
株式会社アルク      株式会社スリーエーネットワーク      株式会社凡⼈社 
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本日はご来場いただきありがとうございました。また、感染症対策へのご理解とご協力をいただ

きましたことに、改めて感謝申し上げます。 

次回以降の採用合同説明会をより良いものにしていきたく存じますので、ぜひ本日の皆さまのご

感想をお聞かせいただけますと幸いです。右記 QR コードより、アンケートへのご協力をお願いい

たします。 

一般社団全国日本語教師養成協議会 事務局 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

一般社団法人 全国日本語教師養成協議会（全養協）とは… 

全国の日本語教師養成講座の連携を強化し、 

日本語教師養成講座及び日本語教師の質的向上を図るとともに 

日本語教師、日本語教師養成講座及び日本語教育に関心を持つ人々を幅広く支援し、 

もって内外の日本語教育に対する貢献活動を行うことを目的として設立されました。 

書籍のご案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本日のご来場特典として… 

上記公式問題集も販売している全養協オンラインショップ（https://zenyoukyou.official.ec/）で使用

できるクーポンをプレゼントいたします。 全品 20％OFF でご購入いただけます。  

全養協日本語教師検定準拠問題集 「日本語教師の実践力」 

選択式の「基礎編」と授業の映像を見て考える「実践編」で構成。 初級・

中上級授業各 3 本の DVD 付き。問題についての解答と応用力が身につ

く詳しい解説付き。 ￥1,980（税込） 

全養協日本語教師検定≪問題集・第 2 冊≫ 「日本語教師の実践力」 

過去問題を、検定 1 回分にほぼ相当する形で一冊に。それぞれの問題に

詳しい解説付き。映像問題(初級編・中上級編)を収録した DVD も付いて

います。 ￥1,650（税込） 

ご来場者様限定 20％OFF クーポンコード 

YW359BPR 

有効期限 2022 年 7 月 31 日 
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