
外国語指導講師を募集します
Native Language Teacher Employment Application

■業務内容 村内の中学校での英語の指導
補助 ※必要に応じて、村内の幼稚園や
保育所、小学校へ出向く場合があります。

■募集人員 １人
■雇用要件 ①英語を母語とする②大学以

上の教育機関を卒業した③日本の運転免
許証または日本で有効な国際運転免許証
を有する④日常の日本語会話能力を有す
る⑤在留カードまたは外国人登録証明書
と公立中学校で業務を行うための有効か
つ適正な査証がある――を満たす方

■雇用期間 ４月１日～平成29年３月31
日（最長５年まで更新の可能性あり）

■報 酬 等 月額28万円 ※一定の基準を
満たす場合は通勤手当を支給します。

■選考方法 ２月に面接試験を実施します。
■必要書類 ①志願書 ②写真１枚（パス

ポートサイズ4.5㎝×4.5㎝） 
■そ の 他 ▽ 志 願 書 は 村 公 式 ホ ー ム

ページからダウンロードしてください。
▽TESOL･TESL･ESL･CELTAの 資 格
を有する方は、志願書の資格記入欄に記
載してください。

■申し込み・問い合わせ 必 要 書 類 一 式
をご用意の上、２月３日(水)まで（土･
日曜日を除く）の午前８時30分～午後
５時15分に、持参または郵送で、指
導室（役場行政棟４階 〒319-1192 東

海 3 - 7 - 1 
☎ 2 8 7 -
0849） へ
申 し 込 み
ください。

　Tokai-mura is seeking for a junior high school Native 

Language Teacher(NLT) for fiscal year 2016. Requirements 

for this position are listed below.

■Duties Assist in the planning of English classes and help 
the Japanese English teacher carry out those English 
lesson plans within the classroom.

■Location　Tokai-mura Junior High School (Sometimes 
kindergarten and nursery schools and elementary schools)

■Requirements ①Applicants must be a native English 
speaker. ②Applicants must possess a bachelor’s degree 
or higher. ③Ａpplicants should possess a valid Japanese 
or International driving permit and a home-country license. 
④Applicants should be able to communicate in Japanese. 
⑤Applicants must have a valid resident or alien registration 
card and a visa permitting work in junior high schools.

■Employment Contract Period　April 1, 2016 to March 31, 
2017 Please note that it is a one-year contract. However, 
it is renewable up to 5 times depending on your job 
performance results.

■Remunerations　 ①Salary is 280,000yen per month.
②Commuting expenses will be paid under specific 
conditions.

■Positions Available　1 NLT position (Interviews will be 
held in February).

■Other rules　See the Tokai-mura Employment Regulations 
for NLT.

■Application Procedure　Please mail the following 
documents to the Tokai-mura Board of Education until 
February 3, 2016 or bring them to the Tokai-mura Board 
of Education Office. ①Application form provided on the 
Tokai-mura website. ②One photograph (passport size : 
4.5cm×4.5cm)

■Submit your application to　3-7-1 Tokai Tokai-mura, 
Ibaraki 319-1192 ／ Tokai-mura Board of Education 
School Affairs Section ／ Telephone number 029-287-0849

日　時▼２月25日（木） 午前９時30分～ 11時30分
場　所▼とうかい村松宿こども園
対　象▼就学前の子を持つ保護者 ※お子さ

んと一緒に参加できます。
講　師▼川﨑松男教育長
問い合わせ▼とうかい村松宿こども園子育て支援セン

ター（☎282-7390）

「幼児期にこそ身につけたい『学びの土台』」

　「なぜ勉強するの？」「本物の早
期教育って何かしら？」など、皆
さんの疑問に、教育現場での経
験が豊富な川﨑教育長がお答え
する子育て講座の第２弾。“目か
らウロコ”の話も盛りだくさんで
す！ ぜひご来場ください。

絵本の読み聞かせや
手遊びもあります
よ！ お楽しみに♪

I'm looking 
forward to 
meeting you!

教育長の子育て講座 第２弾
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