
 

 

 

１．本学院の概要 

本学院は、２０１３年に創立９０周年を迎えたカトリックミッションスクールであり、大阪府寝屋川市に

小学校（共学）、中学校・高等学校（女子）、京都市伏見区に幼稚園（共学）、小学校（共学）、中学校・高

等学校（女子）、短期大学（女子）を有する総合学園です。２０１７年４月、寝屋川市にある香里キャン

パスの小学校・中学校・高等学校は、２１世紀型教育を導入、校名も新たに、香里ヌヴェール学院小学校・

中学校・高等学校に生まれ変わりました。 

１．Summary 

  ＳＥＩＢＯ ＪＯＧＡＫＵＩＮcelebrated the 90th  anniversary of its foundation last year. 

Our school consists of a kindergarten, a primaryschool, a juniorhighschool, a highschool anda 

juniorcollege in Kyoto and Osaka.In April 2017, our primary, junior high, and senior high schools 

at the Kori campus in Neyagawa-City introduced a modern 21st century curriculum. They have 

also changed their names. They are now respectively known as the Kori Nevers Gakuin Primary 

School, the Kori Nevers Gakuin Junior High School, and the Kori Nevers Gakuin Senior High 

School. 

  

２．教科と採用予定人数   

出願区分 校種 教科 職種 採用予定人数 

Ｎ 

中学校・高等学校 

Junior High School 

Senior High School  

英語（ネィテイブ） 

English 

常勤講師 

Regular Teacher 

若干名 

A couple 

 

３．応募資格 

（１） 英語を母国語とする者                           

（２） 大学卒業（学士号取得）以上の者                 

（３） 学校、語学学校等での英語指導の経験のある者  

（４） ２０１９年４月１日から勤務可能な者             

（５） 日常業務の意思疎通ができる日本語能力を有する者 

（６） 就労ビザ所有者 

３．Qualifications 

  （１）Native English Speaker 

（２）University Graduate 

  （３）Experience of teaching English at schools or language schools, etc.  

  （４）Certain to start working from April 1st２０１９ 

  （５）Capable of daily communication in Japanese 

  （６）Possession of Working Visa 

 

４．応募（出願）書類 

以下の書類をすべてＡ４サイズに統一して提出してください。なお，本学院所定用紙のものについては，

それぞれ本学院ホームページよりダウンロードして使用してください。 

（１） エントリーシート（写真貼付）（３枚）（所定用紙）  

（２） 返信用封筒（長形３号封筒に返信先住所・氏名を記入し，３６２円切手を貼付したもの） 

一次選考合格者は二次選考時以下の書類をご持参ください。 

（１） 外国人登録証・在留カード他のコピー 
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４.Application Documents 

（１） Entry Sheet(attached photograph of the face) 

（２） Self-addressed envelope with a ￥362 stamp 

Applicants who passed the1st Stage Test should bring the following documents at the time of 

the 2nd Stage Test. 

（１） Copy of Alien Registration Card 

※応募書類はクリップやステープラー等で留めないでください。また，ファイルホルダーなども使用 

しないでください。 

※応募書類は折らずに角型２号封筒に入れ「教員採用試験応募書類在中」と朱書してください。 

※応募書類の返却はいたしませんのでご了承ください。 

 

５．願書受付期間 

２０１８年１１月２０日（火）～ 郵送に限る。 

５．Application Period 

  From November 20st(Tue)  (only by mail) 

 

６．選考時期，方法 

(１)  一次選考： 書類選考 

(２)  二次選考： 模擬授業，面接による審査を予定 ※詳細は一次選考合格者に対し通知 

(３)  三次選考： 面接による審査を予定      ※詳細は二次選考合格者に対し通知  

６．Selection Process 

(１)  1st  Stage Test   Candidate selection based on Entry Sheet submission 

(２)  2nd  Stage Test   Demonstration Class & interview 

(３) ３rd  Stage Test   Interview 

 

７．選考会場 

・藤森キャンパス 京都府京都市伏見区深草田谷町１（京阪電車 藤森駅下車 徒歩4分） 

※採用試験にかかる交通費の支給はありません。 

７．Examination room   

   ・Fujinomori campus 1 Taya-cho,fukakusa Fushimi-ku,Kyoto-City  

(KeihanLine Fujinomori Station getting off and 4-minutes on foot) 

 

８．待遇 

   勤務時間・給与  

本学常勤講師任用規程による  契約期間は2019年4月1日から2020年3月31日です。 

 【大卒初任給】 

中学校・高等学校   常勤講師    204,200円（年齢22歳 2018年4月実績） 

 その他，諸手当あり 

    【Term of a contract】 Term of contract :April 1st,2019 to March 31st,2020 

    【University graduates starting salary】 

Junior and Senior High School Regular Teacher  204,200 yen (22 years of age April 

2018 results) 

 

９．勤務場所  

・次のキャンパスに勤務します。 

・本法人の発令にもとづく人事異動があり，藤森と香里キャンパス間の異動もあります。 

 



 

藤森キャンパス  

京都聖母学院中学校・高等学校 

    京都市伏見区深草田谷町1番地（京阪電車 藤森駅下車 徒歩３分） 

  

９．The Location of the work 

       Fujinomori campus (1Taya-cho,Fukakusa Fushimi-ku,Kyoto-City) or 

       

10．その他 

・応募書類は採用選考の目的のみに使用し，本学院の個人情報保護方針にもとづき，責任をもって保管， 

利用させていただきます。 

＊本学院の個人情報保護方針についてはhttp://www.seibo.ed.jp/privacy/index.htmlを 

 ご参照ください。 

 

11．提出先および問合せ先 

住所： 〒６１２-０８７８ 京都市伏見区深草田谷町１ 学校法人聖母女学院 法人事務局人事課 

電話： ０７５-６４１-０５０７  （ホームページ http://www.seibo.ed.jp） 

担当： 藤原・中村・福井 

11.  Address for application documents and phone number for enquiries. 

  Address：1 Taya-cho,Fukakusa Fushimi-ku,Kyoto-City612-0878,Japan  

Seibo Jogakuin Human Resources Department 

  Phone: ０７５－６４１－０５０７ （HP http://www.seibo.ed.jp） 

 

以上 

  

 

 


