２０１９年１０月９日

２０２０年度 日本人学校等学校採用教員 第２期募集要項
１．募集概要
２０２０年４月から日本人学校等で勤務する｢学校採用教員｣を募集します。この第２期募集は、『学校一括募集』
です。どの学校に採用されても赴任することを了解した方のみ応募することができます。
採用が決定した場合、学校運営委員会（理事会等）と雇用契約を結びます。

◆任期◆
２年以上。２年～３年を目安とする。
◆募集期間◆
２０１９年１１月１日(金)～１１月２０日（水）正午 [日本時間]。
◆選考方法◆
①書類選考
応募書類は海外子女教育振興財団（以下、JOES）の所定の様式を専用のウェブサイトからダウンロ
ードしていただきます。
「学校採用教員応募者支援システム」（https://www.joes-teacher.jp/signin/index）に登録されてい
る方へ URL をご案内します。
②面接選考（ＷＥＢ適性検査含む）。
◆応募後の連絡◆
Ｅメールと「学校採用教員応募者支援システム」マイページ上で連絡。
ＰＤＦ等の添付ファイルを受信できるＥメールアドレスが必要となります。
◆募集見込み◆
JOES のサイト内で採用予定校・採用予定教科をご案内しています。
https://www.joes.or.jp/zaigai/teacher

２．応募資格と条件
以下の資格と条件をすべて満たす方とします。
（１）日本の教員免許を取得していること、または２０２０年３月までに取得できる見込みであること。
（２）児童・生徒に愛情を持ち、教育に情熱と使命感を持っていること。
（３）海外子女教育に対する理解と熱意があること。
（４）明るく、心身ともに健康で、生活・職場等大きな環境の変化への適応力が高いこと。
（５）募集スケジュールを遵守できること。（東京で実施する面接選考会や２月の内定者研修への出席など）
（６）採用学校がどこの国・地域であっても赴任できること。
（７）海外で勤務することについて、家族（またはそれに代わる方）の同意を得ていること。
（８）インターネットに接続可能なＰＣを利用できること（ＷＥＢ適性検査はタブレット・スマートフォンでの受検不
可）
（９）「学校採用教員応募者支援システム」の希望登録者の登録が完了していること。
※【赴任校についての注意事項】
①前項の（６）にもある通り、どこの国・地域にある学校であっても赴任できることが応募条件となります。履歴書
（所定様式）には「赴任に関する希望」記入欄を設けていますが、あくまでも参考程度となりますのでご承知
おきください。
②書類選考を通過し、面接選考の対象者となった場合、指名を受けた全ての学校の面接選考を受け、内定者
決定ルールに基づき最終的に１校から内定を受けることになります。内定校や内定に関するご質問には一
切応じられませんので、ご了承ください。
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３．任期・待遇等
● 任 期 ： ２年以上。２年～３年を目安とする。
雇用契約違反等による早期帰国や、任期満了後に現地で再雇用される場合はこの限りではない。
● 給 与 ： 月額１５～２５万円相当の原則「現地通貨払い」。別途、賞与は年１～２か月。
● 住 宅 ： 学校が提供、または同等の住宅手当支給。
● 医 療 ： 学校手配または指定する現地医療保険への加入または民間の任意保険への加入。保険料は学
校の全額または半額負担。
● 旅費等 ： 赴任・帰任時の航空券と支度金の支給。
４．スケジュール等
（１）【募集期間】 ２０１９年１１月１日(金)～１１月２０日（水）正午 [日本時間] JOES 必着
（２）【応募方法】
①「学校採用教員応募者支援システム」に登録
URL は次のとおりです。JOES サイト内（http://www.joes.or.jp/zaigai/teacher）からもアクセスいただけます。
システムに登録するＥメールアドレスは、必ずＰＤＦ等の添付ファイルを受信できるものにしてください。
また、登録内容に変更が発生した場合（教員免許が「見込み」から「取得」になった等）は、必ず登録データ
を変更してください。
https://www.joes-teacher.jp/signin/index
②応募書類の取得
「学校採用教員応募者支援システム」に登録された方に、応募書類の取得方法をご案内します。書類は「履
歴書Ａ」・「履歴書Ｂ」・「志望動機書」・「誓約書及び同意書」で、専用のウェブサイトから JOES 所定の様式を
ダウンロードしていただきます。書類はすべて片面で印刷をしてください。
応募書類を JOES から郵送でお送りすることは行っておりませんのでご了承ください。
③応募書類作成
●履歴書Ａ：
Ａ４サイズ２枚を使用。写真貼付（スナップ不可）。本人直筆で、黒ボールペンを使用のこと。「学校採用教
員応募者支援システム」に登録した際に発行されている希望登録者番号（Ｋで始まる番号）を必ず記載す
ること。
●履歴書Ｂ：
Ａ４サイズを使用。職務経歴書としてＷＯＲＤまたは本人直筆で作成。「勤務先名」「勤務期間」「雇用（就
業）形態」「職務内容」を必ず記載し、２枚に収まるように作成すること。社会人経験者は必ず提出。学生は
必須ではありませんが、アルバイト歴等を記載し提出することが可能。
●志望動機書：
Ａ４サイズ２枚を使用。本人直筆で８００字以内、黒ボールペンを使用のこと。
●誓約書及び同意書：
海外で勤務することについての応募者の誓約書及び家族またはそれに代わる方（成人）の同意書。本人
並びに同意する方の直筆で、黒ボールペンを使用のこと。
④応募書類提出
【募集期間】 ２０１９年１１月１日(金)～１１月２０日（水）正午 [日本時間] JOES 必着
応募書類等は折り曲げず、角２封筒(240×332mm)に封入し、封筒表面に「学校採用教員応募書類在
中」と朱書し、次ページの【応募書類提出先】にお送りください。
未着に関する責任は JOES では負いかねます。「レターパックプラス」「宅配便」や「EMS」等、確実に配
達状況を確認できる方法でお送りください。
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※JOES 東京本部窓口への業務時間内（平日９：３０～１７：００）の持ち込みも可能です。持ち込む際は事
前に JOES の助成チーム、学校採用教員雇用支援担当までおおよその日時を電話でご連絡ください。
持ち込みの場合も受け付けは１１月２０日(水)正午までです。
※JOES が応募書類を受領した後は、「学校採用教員応募者支援システム」に登録されたＥメールアドレ
ス宛に「受付番号」をお知らせします。この「受付番号」は、書類選考から雇用が内定するまで個人を識
別する大切な番号となります。「学校採用教員応募者支援システム」のマイページからもご確認いただ
けます。
※１１月２０日(水)を過ぎてもＥメールを受信されない場合は、必ず JOES までお問い合わせください。
※JOES より送信したＥメールが迷惑メールフォルダに格納されてしまうことがあります。E メールを受信で
きるよう事前に設定をお願いします。JOES からのＥメール連絡への返信がない場合、選考対象としての
資格を失うことがありますのでご注意ください。
記入例

おなまえの箇所に
「助成チーム 学校採用教員雇用支援担当」

品名に「学校採用教員応募書類在中」

TO（お届け先）の箇所に
「助成チーム 学校採用教員雇用支援担当」

余白に「学校採用教員応募書類在中」

【応募書類提出先】
〒１０５－０００２ 東京都港区愛宕１－３－４ 愛宕東洋ビル６Ｆ
海外子女教育振興財団 助成チーム 学校採用教員雇用支援担当
TEL： ０３－４３３０－１３４８
（宛名は「助成チーム 学校採用教員雇用支援担当」まですべてご記入ください）
★英語表記のみの場合の住所・宛名★
Atago Toyo Bldg. 6F, 1-3-4 Atago, Minato-Ku, Tokyo 105-0002, JAPAN
KAIGAI SHIJO KYOIKU SHINKO ZAIDAN JOSEI TEAM
（宛名は JOSEI TEAM までご記入ください）
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（３）【書類選考の結果発表】 ２０１９年１２月２０日（金） ※予定
●書類選考は各採用予定校の責任者が行います。その結果、１校以上の書類選考を通過した方は、次の
面接選考に進みます。
●結果は JOES サイト内（https://www.joes.or.jp/zaigai/teacher）に通過者の「受付番号」を掲示します。「学
校採用教員応募者支援システム」マイページでも確認可能です。
書類選考を通過されなかった方には、後日Ｅメールでその旨を連絡します。
（４）【ＷＥＢ適性検査受検】 ２０１９年１２月２６日(木)正午まで
●書類選考通過者には、面接選考の前に WEB 適性検査を受検いただきます。内容は個人特性分析（パ
ーソナリティー分析）と能力検査（言語・数理・図形・論理・英語）の２種類です。E メールでそれぞれのご
案内を送りますので、指定の日時までに必ず２つとも受検してください。期日までに適性検査が１つでも
未受検だった場合は失格となり、面接選考に進めません。
●適性検査を受検された方には「面接選考に関するご案内」を E メールで送り、面接の日時・会場・学校数
をお知らせします。
（５）【面接選考】 ２０２０年１月１６日（木）・１７日（金）
●書類選考を通過したすべての学校の面接を受けていただきます。
●会場は東京都渋谷区の施設で、交通費・宿泊費等は各自負担となります。面接する学校名は面接当日
お知らせします。
●日時は上記のいずかれに行います。面接校数によっては両日とも行う場合があります。JOES が指定した
日時は変更ができませんので、あらかじめご承知おきください。
●面接選考の対象となった学校のうち、１校でも面接選考を欠席された場合、その時点で全ての面接選考
が無効となり、不合格となります。
●面接選考会当日には、次の書類いずれかを１通ずつ提出いただきます。
○教員免許状の写または教員免許取得見込証明書（１通）
○卒業証書の写または卒業(見込)証明書（１通）
（６）【合否連絡】 ２０２０年１月２４日(金)～１月末頃まで
●面接選考を受けた方全員に、JOES より選考結果をＥメールで連絡します。面接選考を複数校受けていて
も内定連絡が出るのは１校となります。
●内定者には併せて JOES より電話連絡をします。その後、関係資料(雇用条件等)をＥメールでお送りしま
す。内容確認のうえ、速やかに内定受諾の連絡を JOES までお願いします。JOES は内定受諾の旨を学
校に連絡し、正式に内定が決定となります。
（７）【雇用契約】 ２０２０年２月上旬ごろ
学校から内定者に対し、内定通知を行います。以降は学校と直接、契約等の連絡をしていただくことになり
ます。
（８）【赴任準備】 ２０２０年２月上旬ごろ～
学校もしくは旅行代理店から内定者に順次連絡が入ります。これに従って赴任準備を進めていただきます。
（９）【内定者研修】 ２０２０年２月１５日（土）・１６日（日）
本募集および第１期募集の内定者を対象とした研修を東京学芸大学附属大泉小学校（東京都練馬区）で
行います。研修出席の際の往復交通費は採用内定校が負担します（支給される支度金に含まれている場
合があります）。
（１０）【赴任】 ２０２０年３月末頃～４月初旬 （学校指定日）
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５．応募の前に必ずお読みください
● 「日本人学校等学校採用教員応募者支援システム」に登録している内容と、履歴書に記載する内容は必ず一
致するようにしてください。
● 応募書類等に勤務・生活に影響を及ぼす重要事項の記載不備（教員免許の不実記載、賞罰や治療歴、既往
症等の記載漏れなど）があった場合は、契約を解除されることがあります。
● 提出された書類はいかなる場合も返却しません。
● 海外の日本人学校等における勤務では、日本国内の学校では経験できない様々な職域の方々との交流や、
貴重な体験をすることができる反面、生活環境だけではなく、通勤事情や勤務体制も日本とは異なり、戸惑うこ
ともあります。日本の将来を担う海外子女のための教育を子どもたちに施す担い手であるという自覚を持ち、上
司、同僚、現地スタッフと協力して教育に臨む覚悟のある方々の応募を、お待ちしています。
● 教員経験のある方を希望する幼稚園、学校もあります。経験者の応募もお待ちしています。
● 過去の応募者数や学校別採用数、教科等担当別採用数は JOES のサイトをご参照ください。
https://www.joes.or.jp/cms/joes/pdf/zaigai/teacher/gakkosaiyoichiran2019.pdf
● 学校は限られた教員数で学校運営を行っているため、免許取得教科や希望する役割以外を担当する場合が
あります。あらかじめご了承ください。
● 学校の長期休暇中であっても、教員の海外（任地外）旅行や日本への一時帰国について規程を設けている学
校があります（例えば、着任後１年以内は原則として日本への一時帰国を認めない等）。
● 任期中に教員免許状の修了確認期限を経過する場合は、事前に更新継続についてご確認ください。また、赴
任中に更新講習を受けられたい場合は、赴任中における更新講習の受講可否について、面接時及び赴任後
に学校へ相談してください。
● 任期終了後の就職等の保証はありません。しかしながら、教員希望者には、ＷＥＢによる教員採用試験論作文
対策講座の提供や、教職専門コンサルティング業者を介した私立学校、幼稚園への就職サポートを行ってい
ます。
● 面接選考は、日本人学校等の責任者が一時帰国をされ面接官として対応します。直前辞退などのないよう、あ
らかじめ応募についてご家族等との意思確認をお願いします。万一、事情により応募を取り下げられなければ
ならない場合は、速やかに財団宛にご連絡ください。

------------------------------------------------------------------------------------【 本件に関する連絡・お問い合わせ先 】
公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 助成チーム 学校採用教員雇用支援担当
〒１０５－０００２ 東京都港区愛宕１－３－４ 愛宕東洋ビル６Ｆ
TEL： ０３－４３３０－１３４８

E-ｍａｉｌ： j_teacher2@joes.or.jp
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