
JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL ENGLISH TEACHER NEEDED 
                 
MEIJI GAKUIN HIGASHIMURAYAMA JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL is seeking a teacher to 

teach sixteen 50-minute classes per week, starting in April 2023. The successful candidate will be 

teaching about 18 students per class on your own, not as an assistant language teacher.  
 

PERIOD OF TIME: from April 1, 2023 to March 31, 2024 
 

REQUIREMENTS 

1. A native speaker of English (Being Christian is preferred.) 

2. Having a Bachelor of Arts or Science (in any field) is required.  

3. It is preferred to have a teacher’s certificate of English in Japan, or a certificate, diploma, or master’s 

degree in TESL/TEFL/TESOL.  
 

NECESSARY FORMS 

1. Resume (Please attach a half-length photograph of yourself.) 

2. A copy of bachelor’s degree certificate or equivalent  

3. Certificate of residence, Jūmin-hyō (within 3 months from obtaining) (if you are a foreign national, the 

certificate of residence for whole family members with your residence status) 

4. A copy of your teaching certificate in TESL/TEFL/TESOL, if you have. 

5. A teaching plan for 2nd year junior high students using the present progressive tense. (Please prepare 

a 50-minute demo lesson plan including a communicative activity to be conducted within 10 minutes) 

6. A reference letter from the pastor of your church, if you have. 
 

HOW TO AND WHEN TO APPLY 

1. All the necessary forms above should arrive by mail by Wednesday, February 22, 2023. 

  Office Hours: Monday through Friday 9:00 a.m.- 4:00 p.m. 

   Saturday        9:00 a.m.- 12:00 noon . 

2. Please note that we will not notify you that your mail has been received. 
 

There is a SCREENING PROCESS before a job interview. We will send your screening result on Monday, 

February 27 by post or email. Only successful candidates will have an INTERVIEW on Saturday, March 

4 (from 2 p.m. at the earliest). During the interview, you will give a demo lesson for about 10 minutes 

focusing on a communicative activity from your lesson plan. Please bring teaching materials if you need. 
 

OTHERS 

1. Please include your phone number and E-mail address where you are most easily reached. 

2. Your resumes, and etc. will not be returned. 

3. The school does not notify applicants of specific interview time. Please come to the school at the time 

listed above. 

 

MEIJI GAKUIN HIGASHIMURAYAMA SENIOR HIGH SCHOOL & MEIJI GAKUIN JUNIOR HIGH 

SCHOOL     Principal: Ms. Setsuko Ito     URL: http://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/ 

PHONE: 042-391-2142  FAX: 042-391-5926 

ADDRESS: 1-12-3 Fujimi-cho, Higashimurayama-shi, Tokyo, 189-0024   

(About 10 minutes’ walk from Ogawa Station on Seibu Line) 



２０２３年１月１１日 

明 治 学 院 中 学 校 

明治学院東村山高等学校 

校 長 伊藤 節子 

２０２３年度 英会話（ネイティブ）非常勤講師募集要項 

 

募集人数 １名 

資 格 ① 英語のネイティブスピーカー 

② キリスト教信者又はキリスト教教育に理解ある者 

契約期間 ２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日（１年間） 

業務内容 週約１６時間 

提出書類 ① 履歴書（写真貼付） 

② 最終学歴の卒業（修了）証明書 

③ 住民票（発行から３カ月以内の原本）または住民票記載事項証明書 

外国籍の場合には、在留資格が記載されている世帯全員の住民票 

④ 日本の教員免許取得者は、当該教員免許状（写）または取得見込証明書（原本） 

免許更新者については、更新講習修了確認証明書（写） 

⑤ キリスト教信者にあっては、所属教会の牧師または司祭の推薦書（受洗日明記）また

は信仰経歴書（書式自由） 

⑥ 授業案（50 分間のレッスンプラン。題材：現在進行形。対象生徒：中学２年生。二次

面接で、そのレッスンプランから 10 分のコミュニケーション活動を模擬授業として

行ってもらいます。） 

応募期間 ２０２３年１月１６日（月）～２月２２日（水） 期限内必着 

書類送付先 〒１８９－００２４ 

東京都東村山市富士見町１－１２－３ 

明治学院中学校・明治学院東村山高等学校 人事担当者宛 ＜書留郵便＞ 

 ※封筒の表に「英会話講師応募書類在中」と朱書きしてください。 

選考内容 一次 書類選考：２０２３年２月２７日（月）合否通知送付（書類提出者全員） 

二次 模擬授業・面接試験：３月４日（土）１４：００～（一次選考合格者のみ） 

（提出した授業案より、アクティビティーの部分を中心とした、10分程度の 

    コミュニケーション活動。必要な教材等を準備してください。） 

待 遇 給 与：学院給与規程による 

備 考 ① 履歴書には必ず携帯電話番号・メールアドレスを明記してください。 

② 提出書類は返却しませんので、ご了承ください。 

なお、いただいた個人情報は、人事採用業務以外には使用いたしません。 

③ 本要項の内容（選考日・選考内容）について、必要な場合を除いては改めて通知をい

たしませんので、お間違えのないようにしてください。 

④ この要項は本校のホームページでも掲載しております。 

⑤ 本要項に関する疑問点・詳細に関するお問合せは、下記宛にお願いします。 

 

 

【問い合わせ先】 

〒189-0024東京都東村山市富士見町１－１２－３   TEL ０４２－３９１－２１４２ 

明治学院中学校・明治学院東村山高等学校 人事担当   URL https://www.meijigakuin-higashi.ed.jp 

（西武国分寺線・拝島線 小川駅下車 徒歩８分） 

 

https://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/

