
◇学校法人国士舘 国士舘中学校・高等学校◇ 

◇2021（令和３）年度（2021（令和３）年４月１日着任） 常勤講師募集◇ 

◇◇◇募集要項◇◇◇ 

募集教科  

募集人数他 

外国語科（英語）   （１名） 

応募資格  

1. 当該教科の教員免許状『中学校』及び『高等学校』1 種免許状の取得者、または取得見込者

であり、令和３年３月末日までに大学卒業・大学院修了、またはその見込者であること。 

2. 教師としての資質・能力・適性を有し、心身共に健康である方。 

3. 年齢は 64 歳まで応募可（2021（令和３）年４月１日着任時に 65歳未満であること）。 

4. 公共交通機関を利用し（自家用車通勤不可）、概ね通勤時間 1 時間以内の方 

＊教職経験がある方や、現在教職現場で活躍され、即戦力となる方を優遇します。 

任用期間  

2021（令和３）年４月１日～2022（令和４）年３月 31 日 

常勤講師：1年契約で最長３年まで更新あり（専任教諭への登用実績有り）。 

 

待 遇・ 

勤務条件 

本校の就業規則及び給与規定による。 

 

応募書類  

1. 履歴書（写真添付、市販および出身学校等の様式で構いません。） 

・「TOEIC」「実用英語技能検定」「日本漢字能力検定」「実用数学技能検定」等の資格保持者

は、合格証や認定証等の資格取得を証明出来る書類のコピーを履歴書と共に同封してくだ

さい。 

・東京私立中学高等学校協会私学教員適性検査受験者は履歴書右上に「受験科目・受験番号」

を明記してください。 

2. 自己紹介書または自己推薦書（Ａ４版１枚程度で自署） 

3. 卒業（見込）、修了（見込）証明書 

4. 成績証明書 

5. 教員免許状または取得見込証明書のコピー（教員免許状更新講習修了者は修了証も提出） 

6. 健康診断書（身長・体重・視力・聴力・血圧・胸部レントゲン・尿検査は必須、6 か月以内

発行の診断書、大学等在籍者は在籍する学校等で発行した健康診断書で可。コロナ等によ

り健康診断が受診出来なかった方、および健康診断書発行が困難な方は出願時にお申し出

ください。） 

＊3 と 4については、最終学歴が大学院修了の場合は大学学部の証明書もご提出ください。 

＊提出された書類は本校で責任を持って保管管理し、試験終了後廃棄します。 

＊応募書類は返却しませんのでご了承ください。 

応募締切  令和３年１月２６日（火）郵送必着 

試験・面接日 

1. 一次試験：書類審査（通過者には、後日試験日時等を連絡いたします。） 

2. 二次試験：教科による模擬授業・面接・小論文 

3. 三次試験：管理職による面接（予定） 

書類送付先 

〒154－8553 東京都世田谷区若林 4－32－1 

国士舘中学校・高等学校 事務室 採用担当宛 

＊応募書類は簡易書留およびレターパックなど郵送状況がわかる方法でお送りください。 

＊封筒の表に「教員(英語科常勤講師)募集書類在中」と朱書きしてください。 

＊応募に関する問合せ 教員採用係（03‐5481‐3131） 



◇学校法人国士舘 国士舘中学校・高等学校◇ 

◇2021（令和３）年度（2021（令和３）年４月１日着任） 非常勤講師募集◇ 

◇◇◇募集要項◇◇◇ 

募集教科  

募集人数他 

外国語科（英語）   （３名） 

応募資格  

1. 当該教科の教員免許状『中学校』及び『高等学校』1 種免許状の取得者、または取得見込者

であり、令和３年３月末日までに大学卒業・大学院修了、またはその見込者であること。 

2. 教師としての資質・能力・適性を有し、心身共に健康である方。 

3. 年齢は 64 歳まで応募可（2021（令和３）年４月１日着任時に 65歳未満であること）。 

4. 公共交通機関を利用し（自家用車通勤不可）、概ね通勤時間 1 時間以内の方 

＊教職経験がある方や、現在教職現場で活躍され、即戦力となる方を優遇します。 

任用期間  
2021（令和３）年４月１日～2022（令和４）年３月 31 日 

非 常勤講師：1年契約で最長５年まで更新あり（常勤講師への登用実績有り）。 

待 遇・ 

勤務条件 

・非常勤講師給与(前歴換算有) 月額週１時間 11,400円以上 

・前歴経験換算を付与する場合は前勤務校の在職期間証明書を提出してください。 

・賞与・退職金は無し 

・交通費実費支給（ただし、週４日以上の勤務者は、通勤定期運賃と実費のいずれか低い額を

支給します。） 

応募書類  

1. 履歴書（写真添付、市販および出身学校等の様式で構いません。） 

・「TOEIC」「実用英語技能検定」「日本漢字能力検定」「実用数学技能検定」等の資格保持者

は、合格証や認定証等の資格取得を証明出来る書類のコピーを履歴書と共に同封してくだ

さい。 

・東京私立中学高等学校協会私学教員適性検査受験者は履歴書右上に「受験科目・受験番号」

を明記してください。 

2. 自己紹介書または自己推薦書（Ａ４版１枚程度で自署） 

3. 卒業（見込）、修了（見込）証明書 

4. 成績証明書 

5. 教員免許状または取得見込証明書のコピー（教員免許状更新講習修了者は修了証も提出） 

6. 健康診断書（身長・体重・視力・聴力・血圧・胸部レントゲン・尿検査は必須、6 か月以内

発行の診断書、大学等在籍者は在籍する学校等で発行した健康診断書で可。コロナ等によ

り健康診断が受診出来なかった方、および健康診断書発行が困難な方は出願時にお申し出

ください。） 

＊3 と 4については、最終学歴が大学院修了の場合は大学学部の証明書もご提出ください。 

＊提出された書類は本校で責任を持って保管管理し、試験終了後廃棄します。 

＊応募書類は返却しませんのでご了承ください。 

応募締切  令和３年１月２６日（火）郵送必着 

試験・面接日 

1. 一次試験：書類審査（通過者には、後日試験日時等を連絡いたします。） 

2. 二次試験：教科による模擬授業・面接・小論文 

3. 三次試験：管理職による面接（予定） 

書類送付先 

〒154－8553 東京都世田谷区若林 4－32－1 

国士舘中学校・高等学校 事務室 採用担当  宛 

＊応募書類は簡易書留およびレターパックなど郵送状況がわかる方法でお送りください。 

＊封筒の表に「教員(英語科非常勤講師)募集書類在中」と朱書きしてください。 

＊応募に関する問合せ 教員採用係（03‐5481‐3131） 

 

 

 

 



◇学校法人国士舘 国士舘中学校・高等学校◇ 

◇2021（令和３）年度（2021（令和３）年４月１日着任） 非常勤講師募集◇ 

◇◇◇募集要項◇◇◇ 

募集教科  

募集人数他 

国語科（高等学校・中学校）   （１名） 

応募資格  

1. 当該教科の教員免許状『中学校』及び『高等学校』1 種免許状の取得者、または取得見込者

であり、令和３年３月末日までに大学卒業・大学院修了、またはその見込者であること。 

2. 教師としての資質・能力・適性を有し、心身共に健康である方。 

3. 年齢は 64 歳まで応募可（2021（令和３）年４月１日着任時に 65歳未満であること）。 

4. 公共交通機関を利用し（自家用車通勤不可）、概ね通勤時間 1 時間以内の方 

＊教職経験がある方や、現在教職現場で活躍され、即戦力となる方を優遇します。 

任用期間  
2021（令和３）年４月１日～2022（令和４）年３月 31 日 

非 常勤講師：1年契約で最長５年まで更新あり（常勤講師への登用実績有り）。 

待 遇・ 

勤務条件 

・非常勤講師給与(前歴換算有) 月額週１時間 11,400円以上 

・前歴経験換算を付与する場合は前勤務校の在職期間証明書を提出してください。 

・賞与・退職金は無し 

・交通費実費支給（ただし、週４日以上の勤務者は、通勤定期運賃と実費のいずれか低い額を

支給します。） 

応募書類  

1. 履歴書（写真添付、市販および出身学校等の様式で構いません。） 

・「TOEIC」「実用英語技能検定」「日本漢字能力検定」「実用数学技能検定」等の資格保持者

は、合格証や認定証等の資格取得を証明出来る書類のコピーを履歴書と共に同封してくだ

さい。 

・東京私立中学高等学校協会私学教員適性検査受験者は履歴書右上に「受験科目・受験番号」

を明記してください。 

2. 自己紹介書または自己推薦書（Ａ４版１枚程度で自署） 

3. 卒業（見込）、修了（見込）証明書 

4. 成績証明書 

5. 教員免許状または取得見込証明書のコピー（教員免許状更新講習修了者は修了証も提出） 

6. 健康診断書（身長・体重・視力・聴力・血圧・胸部レントゲン・尿検査は必須、6 か月以内

発行の診断書、大学等在籍者は在籍する学校等で発行した健康診断書で可。コロナ等によ

り健康診断が受診出来なかった方、および健康診断書発行が困難な方は出願時にお申し出

ください。） 

＊3 と 4については、最終学歴が大学院修了の場合は大学学部の証明書もご提出ください。 

＊提出された書類は本校で責任を持って保管管理し、試験終了後廃棄します。 

＊応募書類は返却しませんのでご了承ください。 

応募締切  令和３年１月２６日（火）郵送必着 

試験・面接日 

1. 一次試験：書類審査（通過者には、後日試験日時等を連絡いたします。） 

2. 二次試験：教科による模擬授業・面接・小論文 

3. 三次試験：管理職による面接（予定） 

書類送付先 

〒154－8553 東京都世田谷区若林 4－32－1 

国士舘中学校・高等学校 事務室 採用担当  宛 

＊応募書類は簡易書留およびレターパックなど郵送状況がわかる方法でお送りください。 

＊封筒の表に「教員(国語科非常勤講師)募集書類在中」と朱書きしてください。 

＊応募に関する問合せ 教員採用係（03‐5481‐3131） 

 

 

 

 



◇学校法人国士舘 国士舘中学校・高等学校◇ 

◇2021（令和３）年度（2021（令和３）年４月１日着任） 非常勤講師募集◇ 

◇◇◇募集要項◇◇◇ 

募集教科  

募集人数他 

社会科（高等学校 地理歴史・公民、中学校 社会）   （１名） 

応募資格  

1. 当該教科の教員免許状『中学校』及び『高等学校』1 種免許状の取得者、または取得見込者

であり、令和３年３月末日までに大学卒業・大学院修了、またはその見込者であること。 

2. 教師としての資質・能力・適性を有し、心身共に健康である方。 

3. 年齢は 64 歳まで応募可（2021（令和３）年４月１日着任時に 65歳未満であること）。 

4. 公共交通機関を利用し（自家用車通勤不可）、概ね通勤時間 1 時間以内の方 

＊教職経験がある方や、現在教職現場で活躍され、即戦力となる方を優遇します。 

任用期間  
2021（令和３）年４月１日～2022（令和４）年３月 31 日 

非 常勤講師：1年契約で最長５年まで更新あり（常勤講師への登用実績有り）。 

待 遇・ 

勤務条件 

・非常勤講師給与(前歴換算有) 月額週１時間 11,400円以上 

・前歴経験換算を付与する場合は前勤務校の在職期間証明書を提出してください。 

・賞与・退職金は無し 

・交通費実費支給（ただし、週４日以上の勤務者は、通勤定期運賃と実費のいずれか低い額を

支給します。） 

応募書類  

1. 履歴書（写真添付、市販および出身学校等の様式で構いません。） 

・「TOEIC」「実用英語技能検定」「日本漢字能力検定」「実用数学技能検定」等の資格保持者

は、合格証や認定証等の資格取得を証明出来る書類のコピーを履歴書と共に同封してくだ

さい。 

・東京私立中学高等学校協会私学教員適性検査受験者は履歴書右上に「受験科目・受験番号」

を明記してください。 

2. 自己紹介書または自己推薦書（Ａ４版１枚程度で自署） 

3. 卒業（見込）、修了（見込）証明書 

4. 成績証明書 

5. 教員免許状または取得見込証明書のコピー（教員免許状更新講習修了者は修了証も提出） 

6. 健康診断書（身長・体重・視力・聴力・血圧・胸部レントゲン・尿検査は必須、6 か月以内

発行の診断書、大学等在籍者は在籍する学校等で発行した健康診断書で可。コロナ等によ

り健康診断が受診出来なかった方、および健康診断書発行が困難な方は出願時にお申し出

ください。） 

＊3 と 4については、最終学歴が大学院修了の場合は大学学部の証明書もご提出ください。 

＊提出された書類は本校で責任を持って保管管理し、試験終了後廃棄します。 

＊応募書類は返却しませんのでご了承ください。 

応募締切  令和３年１月２６日（火）郵送必着 

試験・面接日 

1. 一次試験：書類審査（通過者には、後日試験日時等を連絡いたします。） 

2. 二次試験：教科による模擬授業・面接・小論文 

3. 三次試験：管理職による面接（予定） 

書類送付先 

〒154－8553 東京都世田谷区若林 4－32－1 

国士舘中学校・高等学校 事務室 採用担当  宛 

＊応募書類は簡易書留およびレターパックなど郵送状況がわかる方法でお送りください。 

＊封筒の表に「教員(社会科非常勤講師)募集書類在中」と朱書きしてください。 

＊応募に関する問合せ 教員採用係（03‐5481‐3131） 

 

 

 

 



◇学校法人国士舘 国士舘中学校・高等学校◇ 

◇2021（令和３）年度（2021（令和３）年４月１日着任） 非常勤講師募集◇ 

◇◇◇募集要項◇◇◇ 

募集教科  

募集人数他 

理科（高等学校・中学校）   （１名） 

応募資格  

1. 当該教科の教員免許状『中学校』及び『高等学校』1 種免許状の取得者、または取得見込者

であり、令和３年３月末日までに大学卒業・大学院修了、またはその見込者であること。 

2. 教師としての資質・能力・適性を有し、心身共に健康である方。 

3. 年齢は 64 歳まで応募可（2021（令和３）年４月１日着任時に 65歳未満であること）。 

4. 公共交通機関を利用し（自家用車通勤不可）、概ね通勤時間 1 時間以内の方 

＊教職経験がある方や、現在教職現場で活躍され、即戦力となる方を優遇します。 

任用期間  
2021（令和３）年４月１日～2022（令和４）年３月 31 日 

非 常勤講師：1年契約で最長５年まで更新あり（常勤講師への登用実績有り）。 

待 遇・ 

勤務条件 

・非常勤講師給与(前歴換算有) 月額週１時間 11,400円以上 

・前歴経験換算を付与する場合は前勤務校の在職期間証明書を提出してください。 

・賞与・退職金は無し 

・交通費実費支給（ただし、週４日以上の勤務者は、通勤定期運賃と実費のいずれか低い額を

支給します。） 

応募書類  

1. 履歴書（写真添付、市販および出身学校等の様式で構いません。） 

・「TOEIC」「実用英語技能検定」「日本漢字能力検定」「実用数学技能検定」等の資格保持者

は、合格証や認定証等の資格取得を証明出来る書類のコピーを履歴書と共に同封してくだ

さい。 

・東京私立中学高等学校協会私学教員適性検査受験者は履歴書右上に「受験科目・受験番号」

を明記してください。 

2. 自己紹介書または自己推薦書（Ａ４版１枚程度で自署） 

3. 卒業（見込）、修了（見込）証明書 

4. 成績証明書 

5. 教員免許状または取得見込証明書のコピー（教員免許状更新講習修了者は修了証も提出） 

6. 健康診断書（身長・体重・視力・聴力・血圧・胸部レントゲン・尿検査は必須、6 か月以内

発行の診断書、大学等在籍者は在籍する学校等で発行した健康診断書で可。コロナ等によ

り健康診断が受診出来なかった方、および健康診断書発行が困難な方は出願時にお申し出

ください。） 

＊3 と 4については、最終学歴が大学院修了の場合は大学学部の証明書もご提出ください。 

＊提出された書類は本校で責任を持って保管管理し、試験終了後廃棄します。 

＊応募書類は返却しませんのでご了承ください。 

応募締切  令和３年１月２６日（火）郵送必着 

試験・面接日 

1. 一次試験：書類審査（通過者には、後日試験日時等を連絡いたします。） 

2. 二次試験：教科による模擬授業・面接・小論文 

3. 三次試験：管理職による面接（予定） 

書類送付先 

〒154－8553 東京都世田谷区若林 4－32－1 

国士舘中学校・高等学校 事務室 採用担当  宛 

＊応募書類は簡易書留およびレターパックなど郵送状況がわかる方法でお送りください。 

＊封筒の表に「教員(理科非常勤講師)募集書類在中」と朱書きしてください。 

＊応募に関する問合せ 教員採用係（03‐5481‐3131） 

 

 


