静岡市独自招致外国語指導助手の募集について
静岡市教育委員会では、静岡市立小・中学校等で語学指導を行う独自招致外国語指導助手を、募集します。詳細につ
いては、「静岡市独自招致外国語指導助手募集要領」を御覧ください。
１ 職名(職種）・区分

外国語指導助手・１年目

２ 募集人数

５名程度

３ 採用期間

① １年間（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）
② ４か月（概ね平成３０年４月１日から平成３０年７月 27 日まで）

４ 勤務条件
（１）勤務時間

週３５時間（月～金曜日）

（２）報

月額２８万円

酬

（３）有給休暇

①１５日
②無し

（４）勤 務 校

静岡市教育委員会が指定する学校

（５）そ の 他

「静岡市外国語指導助手の報酬、勤務時間その他勤務条件に関する要綱」による

５ 主な応募資格

（１）心身ともに健康であること。
（２）在留資格が次に挙げるもののいずれかであること、又は任用開始までに取得可能で
あること。 「教育」 「日本人の配偶者等」 「永住者」 「永住者の配偶者等」 「定住者」
（３）大学の学士号を取得していること。
（４）応募時に原則として英語圏の国籍を有すること。
（５）語学教師としての資格を有する者又は語学教育に熱意がある者。

６ 応募方法

応募者は、次の各号に掲げる書類を静岡市教育委員会学校教育課（清水庁舎８階）へ原
則として直接提出してください。

（１）履 歴 書 （１枚）
特に様式はありません。各自作成してください。（英語又は日本語）ただし、次の項目は必ず記入くださ
い。
・名前・性別・現住所、連絡先（電話番号及びメールアドレス）・ 国籍 ・学歴・ 緊急連絡先・
職歴（外国語教師としての職歴を含む）・資格・日本語・英語能力の程度
（２）推 薦 状 （２枚）

異なる２者による最近の推薦状を提出してください。（英語あるいは日本語）

（３）大学卒業を証明する書類の写し（学位、卒業証明等）（１枚）
（４）パスポートの写し（名前記載のページと、現在の在留資格がわかるページの両方のコピー）
在留カードの写し
（５）パーソナルエッセイ（Ａ４で１、２枚程度）
応募動機や、これまでの経験等に関するエッセイを作成してください。
（６）外国語としての英語教育の資格を証明するもの(TEFL/TESL 等)のコピー
７ 応募期間

平成３０年２月１日（木）から２月１６日（金）まで
※応募書類は２月１６日（金）必着

８ 選考方法

書類審査及び面接（面接日は書類受領後に通知します。）

９ 問い合わせ先

静岡市教育委員会(学校教育課)
〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号
学校教育課（教育課程係） ザイードアブデルアジム・クエンティン
TEL: 054-354-2519

ALT Positions Available in Shizuoka City
The Shizuoka City Board of Education is seeking candidates to fill the position of Assistant Language Teacher. The
following is the summary of the application procedure. Please also read the ‘Application Guideline for Employment
of Privately Contracted Assistant Language Teachers in Shizuoka City’ for more details.
1

Job title/ position

Assistant Language Teacher

2 Number of positions

Approximately 5

3

⓵ 1 year (April 1st , 2018 to March 31st, 2019)

Contract Period

⓶ 4 months (approximately April 1st , 2018 to July 27th, 2018)
4

Working Conditions
1) Hours

35 hours a week exclusive of break time (Monday through Friday)

2) Remuneration

280,000 yen per month

3) Annual paid leave

⓵ 15 days (only offered to 1 year appointment)
⓶ N/A (4 month appointment, ineligible)

5

4) School assignment

Elementary school, junior high school

Eligibility Criteria

1) Good physical and mental health
2) The applicant must currently have or be able to obtain one of the following
types of visa to work in Japan by the start of the contract period:
“Instructor,” “Permanent Resident,” “Spouse or Child of a Japanese National,”
“Spouse or Child of Permanent Resident,” or “Long Term Resident.”

3) The applicant must hold a college/university degree
4) Be a national of an English speaking country
5) Be qualified as a language teacher or be strongly motivated to take part in
the teaching of foreign languages
6

How to apply

The applicant must submit a paper copy of the following documents to the
Shizuoka City Board of Education, School Education Division (Shimizu Ward
Office, 8th Floor).

1) Resume
The format is at the discretion of the applicant (English or Japanese) but must include:
Name/Sex/Present Address/Phone number and e-mail address/Nationality/
Emergency contact address & phone number/Educational Background/Professional Career (incl. Foreign
Language Teacher)/Qualification/Level of Japanese & English

2) Two separate letters of recommendation (English or Japanese)
3) A copy of your degree certificate or certificate of college/university graduation
4) Both of the following:
a) A copy of your passport, specifically those pages confirming your name and your current visa
b) A copy of your residence card
5) A personal essay (1-2 A4 pages): Please write an essay outlining your motivation and your experiences
6) A Copy of any TEFL/TESL certificate that you have received (only if applicable)
※Applications must be received by the 16th

7

Application deadline

February 16 (Fri.) 2018

8

Selection Process

Through documents and an interview (Applicants will be informed of the
interview date after all applications have been received and reviewed)

9

Inquiries

Shizuoka City Board of Education (School Education Division)
〒424-8701

Shizuoka-shi, Shimizu-ku, Asahi-cho 6-8

(if mailing your application, please send it to this address)
School Education Division (Zaidabdelazim Quentin)

Tel:054-354-2519

