An English version is on the next page.

横浜市教育委員会

<概要>市立小学校の児童に、英語を通して自分の国や地域の文化などを教える外国人講師
を募集。
応

募

資

格

（１）平成 31 年 3 月 3１日現在で 64 歳までの方（1954 年４月２日以降にお生まれの方）
（２）就労制限のない在留資格のある外国人／帰化による日本国籍取得者
（３）英語と日本語の日常会話ができ、大学卒か同程度以上

「帰国・外国人児童生徒への日本語指導です。」

（４）教育に熱意があり、児童生徒に親身に対応できる方

勤

務

条

件

（１）勤務日・時間等

：

１日３～４時間、週２日程度

（２）勤

所

：

市内小学校

酬

：

一時間 3,150 円（交通費含む）

務

場

（３）報

雇

用

期

※ただし変更の可能性あり

間

募

2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日

集

人

数

若干名

（更新の可能性あり）

そ

の

他

（平成 31 年１月予定）
面接日時・会場等については、応募者に別途連絡します。

応

募

方

法

平成 30 年 11 月 16 日（金）（必着）までに
①履歴書（写真を添付）
②査証（ビザ）の写し（※帰化による日本国籍の方はパスポートの写し）
③82 円切手貼付の返信先明記の定形封筒
を、下記【小学校国際理解教室担当】あて郵送。

※応募書類の返却は致しませんのでご了承ください。
応募書類送付先

〒231-0017

及び

横浜市教育委員会事務局国際教育課

問 合 せ 先

横浜市中区港町 1-1
小学校国際理解教室担当

（Tel 045-671-3267、Fax 045-664-5499）

Yokohama Board of Education

The Yokohama Board of Education is recruiting instructors to work in its elementary school
International Understanding Program. The aim of this program is for the students to learn
about the instructors' country and culture. These classes are done in English.
Requirements / Qualifications
(1) Age:

Between 22 and 64 years, as of April 1st, 2019

(2) Nationality:

Open to all nationalities, and holdings an appropriate visa

(3) Education:

University degree, or equivalent
「帰国・外国人児童生徒への日本語指導です。
」

(4) Language skills:

Conversational Japanese and English

(5) Must have an interest in education and be able to work with children.

Terms and Conditions
(1) Hours：
(2) Location：
(3) Pay：

3 or 4 hours per day, 2 days a week (morning hours)
Yokohama public elementary schools
3,150 yen/hour（this is wage & transport fund）※may change

Period of Employment

Number of Positions Available

From April 1st, 2019 to March 31st, 2020
（may change）

5 to 10

Other Information
Applicants will be contacted individually regarding interview date, time, and place.
（Sometime in January, 2019.）

How To Apply
Submit these documents to the address below no later than Friday, November 16th, 2018.
① your resume (CV)（with photo attached）
② a copy of your visa (※for naturalized Japanese, copy of passport)
③ a self-addressed envelope with an 82 yen stamp attached

※Please note that submitted documents will not be returned.
Send the above
documents to:

1-1 Minato-cho Naka-ku, Yokohama 231-0017
Yokohama Board of Education International Education Division
(Tel 045-671-3267 / Fax 045-664-5499)

