
 

英語科教員  募集要項 

 

採用人員  専任講師または非常勤講師 計１～２名 

 

資  格 以下の各号の条件をすべて満たすこと。 

  （１）次のいずれかの者。 

  ・４年制大学を卒業した者、または 2017 年 3月卒業見込みの者。 

    ・大学院博士課程の前期２年の課程を修了した者、または 2017 年３月修了見込みの者。 

  （２）中学校教諭免許状「英語」並びに高等学校教諭免許状「英語」 を保有、または 2017 年３月

取得見込みの者。 

 （３）中学、高校の教科指導に習熟し、部活指導に熱意がある者。 

  （４）キリスト教信者、求道者、もしくはキリスト教を理解し、新島学園中学校・高等学校のキリ

スト教主義教育に協力する者。 

 

採用年月日 2017 年 4 月 1 日 

 

給  与  本学園規定による。 

 

提出書類 （１）履歴書 １通（写真貼付のこと） 

          （２）当該者の教員免許状写し、または同取得見込証明書 

      （３）卒業証明書または卒業（修了）見込み証明書 

          （４）成績証明書 

          （５）指導教授・所属長などの推薦書（可能であれば） 

          （６）自己推薦書 1,000 字以内 

        （これまでの経験、学業成績などに基づいた自己アピール） 

                 

提出期限  2016 年８月 31 日（水）  午後５時必着のこと。 

 

採用試験 (1)第一次選考 書類審査（結果は９月上旬に各自に通知します。） 

(2)第二次選考 模擬授業等及び面接 

       日程は９月中旬を予定しておりますが、詳細は追って連絡します。 

会場  新島学園中学校・高等学校 

 

 書類提出先 〒３７９－０１１６ 

             群馬県安中市安中３７０２ 

新島学園中学校・高等学校  

事務室 教員採用係 

             ◎簡易書留の封書の表に「英語科教員応募書類在中」と朱書きのこと。 

             ◎応募書類はお返しいたしません。 

問い合わせ先 新島学園中学校・高等学校 事務長  小林 

               電話 ０２７－３８１－０２４０ 

E-mail  ikobayas@mail.neesima.ac.jp 

             学校の様子については、新島学園のホームページをご覧ください。 

             ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｅｓｉｍａ．ａｃ．ｊｐ／ 

 

 



 

英語科教員  募集要項 

 

採用人員  非常勤講師 １名 

 

資  格 以下の各号の条件をすべて満たすこと。 

  （１）次のいずれかの者。 

  ・４年制大学を卒業した者 

    ・大学院博士課程の前期２年の課程を修了した者 

  （２）中学校教諭免許状「英語」並びに高等学校教諭免許状「英語」 を保有している者 

 （３）中学、高校の教科指導に習熟し、部活指導に熱意がある者。 

  （４）キリスト教信者、求道者、もしくはキリスト教を理解し、新島学園中学校・高等学校のキリ

スト教主義教育に協力する者。 

 

採用年月日 2016 年 12 月 1 日 

 

給  与  本学園規定による。 

。 

提出書類 （１）履歴書 １通（写真貼付のこと） 

          （２）当該者の教員免許状写し 

      （３）卒業証明書 

          （４）成績証明書 

          （５）指導教授・所属長などの推薦書（可能であれば） 

          （６）自己推薦書 1,000 字以内 

        （これまでの経験、学業成績などに基づいた自己アピール） 

                 

提出期限  2016 年 8 月 31 日（水）  午後５時必着のこと。 

 

採用試験 (1)第一次選考 書類審査（結果は 9 月上旬に各自に通知します。） 

(2)第二次選考 模擬授業等及び面接 

       日程は 9 月中旬を予定しておりますが、詳細は追って連絡します。 

会場  新島学園中学校・高等学校 

 

 書類提出先 〒３７９－０１１６ 

             群馬県安中市安中３７０２ 

新島学園中学校・高等学校  

事務室 教員採用係 

             ◎簡易書留の封書の表に「英語科教員応募書類在中」と朱書きのこと。 

             ◎応募書類はお返しいたしません。 

問い合わせ先 新島学園中学校・高等学校 事務長  小林 

               電話 ０２７－３８１－０２４０ 

E-mail  ikobayas@mail.neesima.ac.jp 

             学校の様子については、新島学園のホームページをご覧ください。 

             ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｅｓｉｍａ．ａｃ．ｊｐ／ 

 

 

 



 

体育科教員  募集要項 

 

採用人員  専任講師または非常勤講師 計 １名 

 

資  格 以下の各号の条件をすべて満たすこと。 

  （１）次のいずれかの者。 

  ・４年制大学を卒業した者、または 2017 年 3月卒業見込みの者。 

    ・大学院博士課程の前期２年の課程を修了した者、または 2017 年３月修了見込みの者。 

  （２）中学校教諭免許状「保健体育」並びに高等学校教諭免許状「保健体育」 を保有、または 2017

年３月取得見込みの者。 

 （３）中学、高校の教科指導に習熟し、部活指導に熱意がある者。 

 （４）ダンスまたは武道の指導ができることが望ましい。 

  （５）キリスト教信者、求道者、もしくはキリスト教を理解し、新島学園中学校・高等学校のキリ

スト教主義教育に協力する者。 

 

採用年月日 2017 年 4 月 1 日 

 

給  与  本学園規定による。 

 

提出書類 （１）履歴書 １通（写真貼付のこと） 

          （２）当該者の教員免許状写し、または同取得見込証明書 

      （３）卒業証明書または卒業（修了）見込み証明書 

          （４）成績証明書 

          （５）指導教授・所属長などの推薦書（可能であれば） 

          （６）自己推薦書 1,000 字以内 

        （これまでの経験、学業成績などに基づいた自己アピール） 

                 

提出期限  2016 年 8 月 31 日（水）  午後５時必着のこと。 

 

採用試験 (1)第一次選考 書類審査（結果は９月上旬に各自に通知します。） 

(2)第二次選考 模擬授業等及び面接 

       日程は９月中旬を予定しておりますが、詳細は追って連絡します。 

会場  新島学園中学校・高等学校 

 

 書類提出先 〒３７９－０１１６ 

             群馬県安中市安中３７０２ 

新島学園中学校・高等学校  

事務室 教員採用係 

             ◎簡易書留の封書の表に「体育科教員応募書類在中」と朱書きのこと。 

             ◎応募書類はお返しいたしません。 

問い合わせ先 新島学園中学校・高等学校 事務長  小林 

               電話 ０２７－３８１－０２４０ 

E-mail  ikobayas@mail.neesima.ac.jp 

             学校の様子については、新島学園のホームページをご覧ください。 

             ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｅｓｉｍａ．ａｃ．ｊｐ／ 

 



 

数学科教員  募集要項 

 

採用人員  専任講師または非常勤講師 計１～２名 

 

資  格 以下の各号の条件をすべて満たすこと。 

  （１）次のいずれかの者。 

  ・４年制大学を卒業した者、または 2017 年 3月卒業見込みの者。 

    ・大学院博士課程の前期２年の課程を修了した者、または 2017 年３月修了見込みの者。 

  （２）中学校教諭免許状「数学」並びに高等学校教諭免許状「数学」 を保有、または 2017 年３月

取得見込みの者。 

 （３）中学、高校の教科指導に習熟し、部活指導に熱意がある者。 

  （４）キリスト教信者、求道者、もしくはキリスト教を理解し、新島学園中学校・高等学校のキリ

スト教主義教育に協力する者。 

 

採用年月日 2017 年 4 月 1 日 

 

給  与  本学園規定による。 

 

提出書類 （１）履歴書 １通（写真貼付のこと） 

          （２）当該者の教員免許状写し、または同取得見込証明書 

      （３）卒業証明書または卒業（修了）見込み証明書 

          （４）成績証明書 

          （５）指導教授・所属長などの推薦書（可能であれば） 

          （６）自己推薦書 1,000 字以内 

        （これまでの経験、学業成績などに基づいた自己アピール） 

                 

提出期限  2016 年８月 31 日（水）  午後５時必着のこと。 

 

採用試験 (1)第一次選考 書類審査（結果は９月上旬に各自に通知します。） 

(2)第二次選考 模擬授業等及び面接 

       日程は９月中旬を予定しておりますが、詳細は追って連絡します。 

会場  新島学園中学校・高等学校 

 

 書類提出先 〒３７９－０１１６ 

             群馬県安中市安中３７０２ 

新島学園中学校・高等学校  

事務室 教員採用係 

             ◎簡易書留の封書の表に「数学科教員応募書類在中」と朱書きのこと。 

             ◎応募書類はお返しいたしません。 

問い合わせ先 新島学園中学校・高等学校 事務長  小林 

               電話 ０２７－３８１－０２４０ 

E-mail  ikobayas@mail.neesima.ac.jp 

             学校の様子については、新島学園のホームページをご覧ください。 

             ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｅｓｉｍａ．ａｃ．ｊｐ／ 

 

 


