
英語指導員の登録について 
English Instructor Registration 

 
〜枚方市立小中学校で、外国語活動や英語の授業にかかわっていただける方〜 

～ We are going to hold an explanatory meeting for the people who are 
interested in registering to be an English Instructor at Hirakata city municipal 
elementary schools or/and junior high schools. ～ 

 

○枚方市の小学校では、学級担任と英語が堪能な JTE や英語指導員等が協力して、小学校

第 3学年から第 6学年までの外国語活動（英語）の授業を実施しています。 

  There are JTEs and English Instructors at Hirakata city municipal elementary 
schools. They teach English with HRTs(homeroom teachers) from the third 
graders to the sixth graders at elementary schools. 

 

○枚方市の中学校では、英語教員と外国人英語指導助手が協力して、英語の授業を実施して 

 います。 

English teachers and Assistant Language Teachers (NETs) teach English 
together (team-teaching) at Hirakata city municipal junior high schools. 
 

 

〇英語指導員は、登録後、欠員状況等にあわせての任用となります。 

  Please register as a substitute English Instructor if you are interested in 
teaching English. When the post becomes vacant, we will ask registrants to fill 
the vacancy. 

 

○登録について 

 ・申込用紙は、輝きプラザ４階枚方市教育委員会教育指導課で配付。枚方市ホームページ

より取り出しも可。申し込みは郵送で。 

 ・申し込みされた方には、面接の日時を後日連絡します。 

 ・申し込みに関する問い合わせは、教育指導課（０５０－７１０５－８０５２）まで。 

 

 Application Forms for Registration will be distributed at Hirakata BOE Kyouiku- 
Shidou-Ka, 4th Floor Kagayaki Plaza Kirara Bldg. or can be downloaded from 
Hirakata City Website.  Please submit the Application Form for Registration by 
post.  We are always looking for your Application Form for Registration. 

・We will inform you the date of interview after we receive your application form. 
・In case of inquiries, please contact Kyouiku-Shidou-Ka, Hirakata BOE. 
  TEL 050-7105-8052 
 



○職務・応募資格について 

Duties and Qualification Requirements 
・年齢制限はありません。 

  No age limitation 
・外国人英語指導員(NET) 

・英語を母国者とする、または母国語と同程度の言語能力を持つ外国人。 

  ・小学校、中学校での英語指導ができる者。 

  ・学士以上の資格を有する者。 

   

 NET must be: a native speaker of English or a native speaker equivalent, and 
who is not a Japanese citizens. 

               : a person who speaks standard English and can teach English  
                 mainly at one or two junior high schools or some elementary  
                 schools. 

: a person who holds a bachelor’s degree   
 

・日本人英語指導員（英語が堪能な日本人） 

  ・小学校英語教育に熱意をもち、小学校で英語指導のできる者。 

  ・英語検定準１級、TOEIC730 点以上等の資格等を持つ者、英語教員免許、 

   小学校英語指導者資格のいずれかの資格を持つもの。  

 

・職務内容 

  ・児童生徒に対し、英語教育等に係る指導を行うこと。 

  ・教員に対し、英語教育等に係る助言及び補助を行うこと。 

  ・英語教育等に係る行事等の企画および運営に関すること。 

  ・その他、英語教育等の円滑な実施のために校長並びに教育長が必要と認める業務を 

   行うこと。  

 Assist in foreign language instruction at elementary and junior high schools. 
Assist in preparation of teaching materials. 
Assist with extra-curricular activities. 
Assist other duties accepted as necessary by BOE or the school principal. 

   

○登録期間 

 ( The term of registration validity ) 

・令和５年３月３１日までです。提出された書類は教育委員会で責任をもって保管し、 

 一定期間の経過後に廃棄処分します。 

  Until March 31st, 2023. 

 



○勤務時間等 

 原則、月曜日から金曜日、午前８時３０分から午後５時のうち、所属長が指定する 

 日時。 

 

○報酬額 

salary 

NET 時給 1368 円～1551円 ※年齢、経験等により異なる場合があります。 

JTE 時給 1121 円～1179円 ※年齢、経験等により異なる場合があります。 

              ※条例改正等により変動することがあります。 


