
◇ 国立
くにたち

音楽大学附属中学校・高等学校 ◇ 

【英 語】期限付専任教諭募集                      H29.07 

 

■ 【募 集 要 項】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

担当教科 

募集人数 

１．英 語 期限付専任教諭（若干名） 

        採用後、専任教諭として登用する場合がある。 

応募資格 

 

１. 本校の教育方針を理解し教科指導に創造的に取り組み、生徒の成長に真に寄与できる方 

２. 心身ともに健康な方 

３．難関大学への進学指導ができる方 

 ４．平成３０年３月迄に、大学卒業又は卒業見込の方、大学院修士課程修了又は見込の方 

 ５．教員免許状「中学校」「高等学校」１種免許状又は専修免許状を取得あるいは、平成３０年 

３月迄に取得見込の方 

６．平成３０年４月１日より勤務ができる方 

７．平成３０年４月１日時点で３５歳以下の方 

  ※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢の範囲で募集します。 

 

勤務条件 １．学校法人 国立音楽大学規定による  

応募書類 

 

１．履歴書（Ａ３版二つ折りに限る、市販のものに自書、写真貼付、携帯電話番号・メールア 

ドレスを明記のこと） 

２．卒業（見込）証明書 

３．成績証明書 大学院修士課程修了見込および修了の方は、修士課程の成績証明書、 

         学士課程の成績証明書を提出 

  ４．教員免許状の写し（両面）または取得見込証明書 

 ５．志望動機（Ａ４版に限る、800字以内） 

 

＊ 応募書類は選考のみに使用し返却いたしません。 

また、個人情報保護に係る関係法令等により厳正に取り扱います。 

応募方法 
１．応募書類を郵送（書留郵便に限る） 

＊封筒表に「英語：期限付専任教諭希望」と朱書きしてください。 

応募期間 １．平成２９年８月３１日（木）１７時必着 

 

 

 

選考方法 

 

 

１．１次選考 

 

書類による選考 

＊合否及び２次選考案内は書面にて通知（郵送） 

２．２次選考 

 

平成２９年９月９日（土）午前（予定） 

筆記試験（大学入試問題程度） 

＊合否及び３次選考案内は書面にて通知（郵送）  

３．３次選考 

 

平成２９年９月１８日（祝-月） 午後（予定）  

面接・模擬授業等 

＊合否及び最終選考案内は書面にて通知（郵送）  

 ４．最終選考 

 

 （予定） 

＊合否は書面により通知（郵送） 

 ※選考に係る交通費の支給はありません。 

 

送 付 先 

問い合せ 

 

〒186－0005 東京都国立市西２－１２－１９ 

国立音楽大学附属中学校・高等学校 事務室宛 

ＴＥＬ ０４２－５７２－４１１１ 校長室（副校長 滝澤） 

   ＵＲＬ http://www.kunion.ed.jp/ 

 



◇ 国立
くにたち

音楽大学附属中学校・高等学校 ◇ 

【国 語】期限付専任教諭募集                      H29.07 

 

■ 【募 集 要 項】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

担当教科 

募集人数 

１．国 語 期限付専任教諭（若干名） 

        採用後、専任教諭として登用する場合がある。 

応募資格 

 

１. 本校の教育方針を理解し教科指導に創造的に取り組み、生徒の成長に真に寄与できる方 

２. 心身ともに健康な方 

３．難関大学への進学指導ができる方 

 ４．平成３０年３月迄に、大学卒業又は卒業見込の方、大学院修士課程修了又は見込の方 

 ５．教員免許状「中学校」「高等学校」１種免許状又は専修免許状を取得あるいは、平成３０年 

３月迄に取得見込の方 

６．平成３０年４月１日より勤務ができる方 

７．平成３０年４月１日時点で３５歳以下の方 

  ※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢の範囲で募集します。 

 

勤務条件 １．学校法人 国立音楽大学規定による  

応募書類 

 

１．履歴書（Ａ３版二つ折りに限る、市販のものに自書、写真貼付、携帯電話番号・メールア 

ドレスを明記のこと） 

２．卒業（見込）証明書 

３．成績証明書 大学院修士課程修了見込および修了の方は、修士課程の成績証明書、 

         学士課程の成績証明書を提出 

  ４．教員免許状の写し（両面）または取得見込証明書 

 ５．志望動機（Ａ４版に限る、800字以内） 

 

＊ 応募書類は選考のみに使用し返却いたしません。 

また、個人情報保護に係る関係法令等により厳正に取り扱います。 

応募方法 
１．応募書類を郵送（書留郵便に限る） 

＊封筒表に「国語：期限付専任教諭希望」と朱書きしてください。 

応募期間 １．平成２９年８月３１日（木）１７時必着 

 

 

 

選考方法 

 

 

１．１次選考 

 

書類による選考 

＊合否及び２次選考案内は書面にて通知（郵送） 

２．２次選考 

 

平成２９年９月９日（土）午前（予定） 

筆記試験（大学入試問題程度） 

＊合否及び３次選考案内は書面にて通知（郵送）  

３．３次選考 

 

平成２９年９月１８日（祝-月） 午後（予定）  

面接・模擬授業等 

＊合否及び最終選考案内は書面にて通知（郵送）  

 ４．最終選考 

 

 （予定） 

＊合否は書面により通知（郵送） 

 ※選考に係る交通費の支給はありません。 

 

送 付 先 

問い合せ 

 

〒186－0005 東京都国立市西２－１２－１９ 

国立音楽大学附属中学校・高等学校 事務室宛 

ＴＥＬ ０４２－５７２－４１１１ 校長室（副校長 滝澤） 

   ＵＲＬ http://www.kunion.ed.jp/ 

 



◇ 国立
くにたち

音楽大学附属中学校・高等学校 ◇ 

【数 学】期限付専任教諭募集                     H29.07 

 

■ 【募 集 要 項】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

担当教科 

募集人数 

１．数 学 期限付専任教諭（若干名） 

        採用後、専任教諭として登用する場合がある。 

応募資格 

 

１. 本校の教育方針を理解し教科指導に創造的に取り組み、生徒の成長に真に寄与できる方 

２. 心身ともに健康な方 

３．難関大学への進学指導ができる方 

 ４．平成３０年３月迄に、大学卒業又は卒業見込の方、大学院修士課程修了又は見込の方 

 ５．教員免許状「中学校」「高等学校」１種免許状又は専修免許状を取得あるいは、平成３０年 

３月迄に取得見込の方 

６．平成３０年４月１日より勤務ができる方 

７．平成３０年４月１日時点で３５歳以下の方 

  ※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢の範囲で募集します。 

 

勤務条件 １．学校法人 国立音楽大学規定による  

応募書類 

 

１．履歴書（Ａ３版二つ折りに限る、市販のものに自書、写真貼付、携帯電話番号・メールア 

ドレスを明記のこと） 

２．卒業（見込）証明書 

３．成績証明書 大学院修士課程修了見込および修了の方は、修士課程の成績証明書、 

         学士課程の成績証明書を提出 

  ４．教員免許状の写し（両面）または取得見込証明書 

 ５．志望動機（Ａ４版に限る、800字以内） 

 

＊ 応募書類は選考のみに使用し返却いたしません。 

また、個人情報保護に係る関係法令等により厳正に取り扱います。 

応募方法 
１．応募書類を郵送（書留郵便に限る） 

＊封筒表に「数学：期限付専任教諭希望」と朱書きしてください。 

応募期間 １．平成２９年８月３１日（木）１７時必着 

 

 

 

選考方法 

 

 

１．１次選考 

 

書類による選考 

＊合否及び２次選考案内は書面にて通知（郵送） 

２．２次選考 

 

平成２９年９月９日（土）午前（予定） 

筆記試験（大学入試問題程度） 

＊合否及び３次選考案内は書面にて通知（郵送） 

３．３次選考 

 

平成２９年９月１８日（祝-月） 午後（予定） 

面接・模擬授業等 

＊合否及び最終選考案内は書面にて通知（郵送） 

 ４．最終選考 

 

 （予定） 

＊合否は書面により通知（郵送） 

 ※選考に係る交通費の支給はありません。 

 

送 付 先 

問い合せ 

 

〒186－0005 東京都国立市西２－１２－１９ 

国立音楽大学附属中学校・高等学校 事務室宛 

ＴＥＬ ０４２－５７２－４１１１ 校長室（副校長 滝澤） 

   ＵＲＬ http://www.kunion.ed.jp/ 

 



◇ 国立
くにたち

音楽大学附属中学校・高等学校 ◇ 

【保健体育】期限付専任教諭募集                     H29.07 

 

■ 【募 集 要 項】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

担当教科 

募集人数 

１．保健体育  期限付専任教諭（若干名） 

          採用後、専任教諭として登用する場合がある。 

応募資格 

１. 本校の教育方針を理解し教科指導に創造的に取り組み、生徒の成長に真に寄与できる方 

２. 心身ともに健康な方 

３．生徒指導、進路指導が十分できる方 

 ４．平成３０年３月迄に、大学卒業又は卒業見込の方、大学院修士課程修了又は見込の方 

 ５．教員免許状「中学校」「高等学校」１種免許状又は専修免許状を取得あるいは、平成３０年 

３月迄に取得見込の方 

６．平成３０年４月１日より勤務ができる方 

勤務条件 １．学校法人 国立音楽大学規定による  

応募書類 

 

１．履歴書（Ａ３版二つ折りに限る、市販のものに自書、写真貼付、携帯電話番号・メールア 

ドレスを明記のこと） 

２．卒業（見込）証明書 

３．成績証明書 大学院修士課程修了見込および修了の方は、修士課程の成績証明書、 

         学士課程の成績証明書を提出 

  ４．教員免許状の写し（両面）または取得見込証明書 

 ５．志望動機（Ａ４版に限る、800字以内） 

 

＊ 応募書類は選考のみに使用し返却いたしません。 

また、個人情報保護に係る関係法令等により厳正に取り扱います。 

応募方法 
１．応募書類を郵送（書留郵便に限る） 

＊封筒表に「保健体育：期限付専任教諭希望」と朱書きしてください。 

応募期間 １．平成２９年８月３１日（木）１７時必着 

 

 

 

選考方法 

 

 

１．１次選考 

 

書類による選考 

＊合否及び２次選考案内は書面にて通知（郵送） 

２．２次選考 

 

平成２９年９月９日（土）午前（予定） 

筆記試験（作文） 

＊合否及び３次選考案内は書面にて通知（郵送）  

３．３次選考 

 

平成２９年９月１８日（祝-月） 午後（予定）  

面接・模擬授業等      持参する物；運動着、体育館用靴 

＊合否及び最終選考案内は書面にて通知（郵送）  

 ４．最終選考 

 

 （予定） 

＊合否は書面により通知（郵送） 

 ※選考に係る交通費の支給はありません。 

 

送 付 先 

問い合せ 

 

〒186－0005 東京都国立市西２－１２－１９ 

国立音楽大学附属中学校・高等学校 事務室宛 

ＴＥＬ ０４２－５７２－４１１１ 校長室（副校長 鬼塚） 

   ＵＲＬ http://www.kunion.ed.jp/ 

 

 

 


