京進ランゲージアカデミー新宿校
非常勤講師/教務職社員/事務職社員 募集
【非常勤教師】
募集の背景

京進ランゲージアカデミーは、全国 450 校の学習塾を展開する京進を母体とする
日本語学校グループです。当校含め国内で 9 校、留学生数約 2,000 名と、国内最
大級の規模を誇ります。母体が上場企業という安定基盤のもと、グループ旗艦校
であなたの講師の夢を実感しませんか？

非常勤講師

【具体的には…】

仕事内容

◆留学生への日本語教授
◆留学生への進路指導

【入社後は…】
まずはデビュー前研修 10 回程度の事前研修を新宿校で行います。

◆手厚いサポート体制◆
当校では、教務スタッフとのコミュニケーションを密にしています。デビュー後
に実際の現場で感じる疑問も、事務スタッフ、教務スタッフがサポートします！

◆イベント企画もあります◆
学生と一緒に、日本の文化に触れるための観光や、ゆかた体験、ボランティア体
験イベントも多数行っています。それらの引率業務もありますので、楽しみなが
ら働けます！
【日本一の日本語学校を目指して】
京進ランゲージアカデミーでは単に日本語を教えるだけではなく、世界の幅広い
ニーズに応え、日本と世界の架け橋になる人材の育成を目指しています。すべて
の留学生の夢を実現するため、京進グループ独自の教育ノウハウ導入や安心・安
全な学校づくりに力を注いでいます。

待遇

・1 コマ 45 分 1,750 円～3,000 円
※経験を考慮して決めさせていただきます。
・別途、担任手当・進学指導手当・行事手当・個人電話使用手当有り
・交通費支給（上限 30,900 円／月）

応募条件

①短大卒もしくは 4 年生大学卒業以上で下記のいずれかに該当する方（経験は問
いません）
・大学または大学院で日本語主専攻・副専攻修了者
・日本語教師養成講座 420 時間以上修了者
・日本語教育能力検定試験合格者
②午前クラス（9:00～12:30）
、午後クラス（13:15～16:45）いずれかを週 2 日
以上勤務可能な方
③事前研修に参加いただける方

応募方法

・履歴書、職務経歴書を採用係宛（klashinjuku_saiyo@kyoshin.co.jp）にお送
りください。
【STEP1】書類選考
ご応募いただいたデータをもとに選考いたします。未経験の方でもやる気がある
方は大歓迎です！
【STEP2】模擬授業・面接・筆記試験
教案をたてて模擬授業を見せていただきます。面接では日本語教育へのお気持ち
などお聞かせください。職場や学生の雰囲気など、ご自分のご希望と合うかどう
かたくさん質問してくださいね。
※経験者の方は職務経歴書に日本語教育指導歴等をご記載ください。
※応募書類にはメールアドレスをご記載ください。

応募締め切り

2018 年 3 月 10 日

勤務開始時期

2018 年 1 月期もしくは 2018 年 4 月期

東京都新宿区西早稲田 2-18-18 TCK ビル 3 階
勤務地

◆交通
JR 線、西武新宿線「高田馬場」より徒歩 10 分
東京メトロ東西線「高田馬場」7 番口より徒歩 6 分
副都心線「西早稲田」1 番出口より徒歩 3 分

【教務職社員・常勤】
募集の背景

京進ランゲージアカデミーは、全国 450 校の学習塾を展開する京進を母体とする
日本語学校グループです。当校含め国内で 9 校、留学生数約 2,000 名と、国内最
大級の規模を誇ります。母体が上場企業という安定基盤のもと、グループ旗艦校
であなたの講師の夢を実感しませんか？

非常勤講師

【具体的には…】

仕事内容

◆カリキュラム作成
◆留学生への日本語教授
◆留学生への進路指導
◆コースレベルマネジメント

【入社後は…】
入社後 5 日程度の事前研修を新宿校で行います。また養成講座が併設されていま
すので、そこでの経験が浅い方は養成講座でのブラッシュアップも実績がありま
す。

◆手厚いサポート体制◆
当校では、教務スタッフとのコミュニケーションを密にしています。実際の現場
で感じる疑問も、事務スタッフ、教務スタッフがサポートします！

◆イベント企画もあります◆
学生と一緒に、日本の文化に触れるための観光や、ゆかた体験、ボランティア体
験イベントも多数行っています。それらの運営業務もありますので、楽しみなが
ら働けます！
【日本一の日本語学校を目指して】
京進ランゲージアカデミーでは単に日本語を教えるだけではなく、世界の幅広い
ニーズに応え、日本と世界の架け橋になる人材の育成を目指しています。すべて
の留学生の夢を実現するため、京進グループ独自の教育ノウハウ導入や安心・安
全な学校づくりに力を注いでいます。

【働きやすさ抜群の環境】
原則土・日・祝が休みの週休 2 日制で、年間休日 123 日。
夏季・冬季にも休暇があり、メリハリをつけた

働き方を実現できる環境です。親会社である京進は、
総合教育企業として業界トップクラスの規模や知名度を誇り、
ホワイト企業アワードを受賞するなど安心して働いていただけます。

給与

年俸

240 万円～

※経験を考慮して決めさせていただきます。
・時間外手当
・役職手当
・交通費支給（上限 39,140 円／月）
昇給・賞与

昇給/年 1 回

休日・休暇

～★年間休日 123 日★～
・週休 2 日制（原則土・日・祝休み）
・長期休暇（GW・夏・冬）
・慶弔休暇
・有給休暇・半日休暇
・産前産後休暇

福利厚生

・各種社会保険完備
・賃貸住宅援助制度
・慶弔見舞金
・育児休業（男女不問/最大 2 年）
・時短制度（小 6 まで）
・研修制度（グループ内研修年 2 回/スキルアップのための外部研修参加制度）

応募条件

4 年生大学卒業以上で下記のいずれかに該当する方
・大学または大学院で日本語主専攻・副専攻修了者
・日本語教師養成講座 420 時間以上修了者
・日本語教育能力検定試験合格者

応募締め切り

2018 年 3 月 10 日

勤務開始時期

2018 年 4 月

応募方法

・履歴書、職務経歴書を採用係宛（klashinjuku_saiyo@kyoshin.co.jp）にお送
りください。
【STEP1】書類選考
ご応募いただいたデータをもとに選考いたします。未経験の方でもやる気がある
方は大歓迎です！
▼
【STEP2】模擬授業・面接・筆記試験
教案をたてて模擬授業を見せていただきます。面接では日本語教育へのお気持ち
などお聞かせください。職場や学生の雰囲気など、ご自分のご希望と合うかどう
かたくさん質問してくださいね。
▼
【STEP3】最終面接
▼
【STEP4】内定
※経験者の方は職務経歴書に日本語教育指導歴等をご記載ください。
※応募書類にはメールアドレスをご記載ください。

東京都新宿区西早稲田 2-18-18 TCK ビル 3 階
勤務地

◆交通
JR 線、西武新宿線「高田馬場」より徒歩 10 分
東京メトロ東西線「高田馬場」7 番口より徒歩 6 分
副都心線「西早稲田」1 番出口より徒歩 3 分

勤務時間

9：00～17：15（45 分休憩あり）

【非常勤講師/教務職社員共通】
連絡先

〒169-0051
東京都新宿区西早稲田 2-18-18

TCK ビル 3 階

京進ランゲージアカデミー新宿校
担当者
電話

森泉、福田
03-6205-6651

FAX 03-6205-6652
E メール

klashinjuku_saiyo@kyoshin.co.jp

KLA 新宿校はどんな

当校は東証 2 部上場の株式会社京進の子会社である、株式会社京進ランゲージア

学校ですか？

カデミーが運営する日本語学校です。全国に 9 校のグループ校があります。
（東京
/京都/大阪/名古屋/神戸/水戸/福岡）2,000 名以上の学生が勉強しています。当校
は学部、大学院進学を希望する学生が多く、中国を中心に約 700 名の留学生が日
本語を勉強しています。
学校 HP は以下のリンクからどうぞ！
http://www.kla.ac/jp/shinjuku/

私たちの学校見学会

校舎だけをさらっと眺めるだけではありません！実際の教室の雰囲気や学生の様

は●●が違います！

子を見ていただくために、授業に入っていただき講師の授業をたっぷりご覧いた
だきます。
見学会の詳細はこちらのリンクをクリック！

働く環境

抜群の設備環境、外部研修費補助制度等サポート体制が充実しています(^^)「一
人ひとりを大切に」をモットーに、講師、学生さんと共にあることを目指してお
ります。学校の様子は Facebook からどうぞ！
https://www.facebook.com/manabisnjk?fref=ts

こんな方に向いてい

・明るく、まわりと協力して仕事ができる方。

ます

・コミュニケーション能力がある方。
・物事を前向きに捉えることができる方。

◆HP◆

http://www.kla.ac/jp/shinjuku/

◆Facebook◆

https://www.facebook.com/manabisnjk?fref=ts

