令和４年度 募集要項
学校法人就実学園 就実小学校
採用職種

外国人英語教師（常勤講師）
令和４年４月１日

採用時期

（雇用期間：令和４年４月１日～令和５年３月３１日の１年間）
＊更新制有。

採用予定人数
職務内容

若干名
英語教育、英語イマージョン教育（算数・図工・体育）
、その他、学校
行事の企画・運営や生徒指導等に関する業務

岡山県公立学校教員の常勤講師に準じる。
賞与：年２回（６月・１２月）
給与

保険：健康保険（私立学校教職員共済）、雇用保険、労災保険
学園が設置する学校に職員の子が在学する場合の学費減免制度 有

ビザ取得のための支援有
選考方法

書類選考・面接・模擬授業

勤務地

就実小学校（岡山市中区西川原一丁目６－１）
① 履歴書（Ａ３ 最近３か月以内に撮影した証明写真を貼付）

提出書類

② 最終学歴の卒業証明書
③ 最終学歴の成績証明書
④ Cover Letter
〒703-8516 岡山市中区西川原一丁目６－１
学校法人就実学園 就実小学校長 宛

応募先

※郵送の場合は、封筒表面に「履歴書在中」と朱書してください。
※応募時の個人情報については、採用選考以外の目的に使用することは
ありません。
※応募書類は、返却いたしませんのでご了承ください。

応募締切日

随時（面接・選考も随時行います。）

その他

以下の条件を満たす者は優先的に雇用します。


自国において、小学校の教員免許状を取得している。



小学校で２年間の教員経験がある。



外国での生活経験がある。



小学校で算数を教えた経験がある。



仕事に必要な日本語能力を持っている。

英語等の授業の他に、年間を通じて実施される学校行事において、企画・
運営することが期待されています。
この雇用は、ALTではありません。

【お問い合わせ先】
〒703-8516 岡山市中区西川原一丁目６－１
学校法人就実学園 就実小学校事務室 十河
TEL 086-271-8328
FAX 086-271-8355
E-mail sanso-kyoiku@shujitsu-e.ed.jp
URL http://www.shujitsu-e.ed.jp

Application Information – 2022 School Year
Gakko Hojin Shujitsu Gakuen – Shujitsu Elementary School
Job title
Employment period
Number of positions
Job scope

Remuneration package

Selection process
Work location

Application materials

Where to submit

Application period

Additional information

English Immersion Instructor (Full-Time)
One (1) year from April 1st, 2022 to March 31st, 2023.
*Contract renewal is possible.
Several
English Language Arts, Mathematics, Art, and Physical Education, Additional school
related duties i.e. event planning and student management.
Salary is in accordance with the pay scale for municipal Okayama school teachers.
Bonus: Twice (2) a year (June and December)
Insurance: Health insurance (private school faculty and staff mutual aid),
unemployment insurance, and workmen’s compensation insurance.
Reduced tuition for children of employees.
Visa support available.
1.CV/resume screening
2. Interview with a mock lesson.
Shujitsu Elementary School
Okayama City, Naka Ward, Nishigawara 1-6-1
1. CV/resume (A3) with a photo taken within the last 3 months.
2. A copy of highest degree attained.
3. A copy of final university transcript.
4. Cover letter.
Please send application materials to:
703-8516
Okayama-shi, Naka-ku, Nishigawara 1-6-1
Gakko Hojin Shujitsu Gakuen
Shujitsu Shogakkocho
*Please write “CV/resume inside” in red on envelope.
*No personal information contained in the submitted application materials will be
used for any purpose other than the employment screening.
*Submitted application materials will not be returned.
While positions are available.
Interviews will be arranged after CV/resume screening.
Applicants with the following will be given preference:
 License to teach in elementary schools in your home country.
 Two (2) years of experience teaching in elementary schools.
 Experience living in a foreign country.
 Experience teaching elementary Math.
 Workplace Japanese ability.
Teachers are expected to take an active role in school events held throughout the
year.
This is not an ALT position.

Contact:
703-8516 Okayama-shi, Naka-ku, Nishigawara 1-6-1
Gakko Hojin Shujitsu Gakuen Shujitsu Elementary School
Attn: Sogo
TEL: 086-271-8328
FAX: 086-271-8355
E-mail: sanso-kyoiku@shujitsu-e.ed.jp
URL: http://www.shujitsu-e.ed.jp

