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1 大阪明誠学園 明星高等学校中学校 大阪市天王寺区 国語 常勤講師 2022/8/31
2 大阪明誠学園 明星高等学校中学校 数学 常勤講師 2022/8/31
3 大阪明誠学園 明星高等学校中学校 英語 常勤講師 2022/8/31
4 大阪明誠学園 明星高等学校中学校 社会 常勤講師 2022/8/31
5 明治大学付属中野八王子中学高校 八王子市戸吹町 英語 専任教諭 2022/5/7 5月14日
6 明治大学付属中野八王子中学高校 八王子市戸吹町 社会 専任教諭 2022/5/7 5月14日
7 青山学院中等部 渋谷区渋谷 国語 専任教員 2022/6/2 6月18日
8 城北学園　城北中学校・高等学校 板橋区東新町 国語 専任教諭 2022/6/18 7月2日
9 日本女子大学附属中学校・高等学校 川崎市多摩区 地歴公民（地理） 専任教員 2022/6/9 修士課程修了者

10 駒場東邦中学校・高等学校 世田谷区池尻 国語 専任教諭 2022/7/28 8月10日
11 独協中学・高等学校 文京区関口 英語 専任教諭 2022/5/26 6月4日 5月30日 説明会

12 独協中学・高等学校 文京区関口 理科（生物） 専任教諭 2022/5/26 6月4日 5月30日 説明会

13 智辯学園中学校・高等学校 奈良県五條市 英語 専任教諭 2022/5/21 5月30日
14 智辯学園中学校・高等学校 奈良県五條市 社会（日史・地理） 専任教諭 2022/5/21 5月30日
15 智辯学園中学校・高等学校 奈良県五條市 理科（生物） 専任教諭 2022/5/21 5月30日
16 智辯学園中学校・高等学校 奈良県五條市 情報 専任教諭 2022/5/21 5月30日
17 智辯学園和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 英語 専任教諭 2022/5/21 5月30日
18 智辯学園和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 数学 専任教諭 2022/5/21 5月30日
19 智辯学園和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 社会（日・世・地） 専任教諭 2022/5/21 5月30日
20 智辯学園和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 国語 専任教諭 2022/5/21 5月30日
21 智辯学園和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 理科（生・化・物） 専任教諭 2022/5/21 5月30日
22 智辯学園和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 情報 専任教諭 2022/5/21 5月30日
23 智辯学園カレッジ中学部・高等部 奈良県香芝市 英語 専任教諭 2022/5/21 5月30日
24 智辯学園カレッジ中学部・高等部 奈良県香芝市 数学 専任教諭 2022/5/21 5月30日
25 智辯学園カレッジ中学部・高等部 奈良県香芝市 社会（地理） 専任教諭 2022/5/21 5月30日
26 智辯学園カレッジ中学部・高等部 奈良県香芝市 国語 専任教諭 2022/5/21 5月30日
27 智辯学園カレッジ中学部・高等部 奈良県香芝市 理科（化学） 専任教諭 2022/5/21 5月30日
28 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 国語 教員 2022/6/15 7月2日
29 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 英語 教員 2022/6/15 7月2日
30 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 数学 教員 2022/6/15 7月2日
31 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 理科（生・化・物） 教員 2022/6/15 7月2日
32 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 社会（日・世・地） 教員 2022/6/15 7月2日
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33 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 社会（公民） 教員 2022/6/15 7月2日
34 佐藤栄学園　中学校・高等学校 さいたま市他 情報 教員 2022/6/15 7月2日
35 中央大学附属中学校・高等学校 小金井市貫井北町 数学・情報 専任教員 2022/6/15 7月2日
36 中央大学附属中学校・高等学校 小金井市貫井北町 社会・地歴公民 専任教員 2022/7/15 8月6日
37 中央大学附属中学校・高等学校 小金井市貫井北町 理科（化学） 専任教員 2022/6/22 7月9日
38 中央大学附属中学校・高等学校 小金井市貫井北町 理科（生物） 専任教員 2022/6/22 7月9日
39 中央大学附属中学校・高等学校 小金井市貫井北町 英語 専任教員 2022/6/17 7月9日
40 駒場東邦中学校・高等学校 世田谷区池尻 英語 専任教諭 2022/6/24 7月23日
41 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 国語 教諭 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

42 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 数学 教諭 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

43 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 英語 教諭 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

44 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 世界史 教諭 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

45 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 公民 教諭 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

46 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 国語 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

47 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 数学 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

48 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 英語 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

49 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 世界史 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

50 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 日本史 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

51 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 化学 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

52 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 生物 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

53 福岡大学附属大濠中学校・高等学校 福岡市中央区 地学 常勤講師 2022/6/10 7月3日 6/25or26に試験

54 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 国語 教育職員 2022/7/28 8月4日 喫煙者不可

55 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 英語 教育職員 2022/7/28 8月4日 喫煙者不可

56 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 社会・地歴 教育職員 2022/7/28 8月4日 喫煙者不可

57 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 数学 教育職員 2022/7/29 8月5日 喫煙者不可

58 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 理科 教育職員 2022/7/29 8月5日 喫煙者不可

59 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 情報 教育職員 2022/7/29 8月5日 喫煙者不可

60 明治学院中学校・東村山高等学校 東村山市 国語 専任教員 2022/9/1 9月10日
61 江戸川学園取手中・高等学校 茨城県取手市 国語 教員 2022/6/20
62 江戸川学園取手中・高等学校 茨城県取手市 社会・地歴（地理） 教員 2022/6/20 公民取得者優遇

63 香蘭女学校　中等科・高等科 品川区旗の台 数学 常勤講師 2022/6/15
64 香蘭女学校　中等科・高等科 品川区旗の台 理科 常勤講師 2022/6/17
65 芝浦工業大学柏中学高等学校 千葉県柏市 理科（物理） 専任教諭 2022/6/22 6月26日
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66 和光中学・高等学校 町田市連光寺 英語 専任教員 2022/9/2 9月11日 2名
67 浦和学院高等学校 さいたま市 理科 専任教諭他 2022/8/16 8月24日 推薦制度あり

68 浦和学院高等学校 さいたま市 数学 専任教諭他 2022/8/16 8月24日 推薦制度あり

69 浦和学院高等学校 さいたま市 社会 専任教諭他 2022/8/16 8月24日 推薦制度あり

70 明治大学付属中野中学・高等学校 中野区東中野 国語 専任教諭 2022/8/19 9月10日 2名
71 明治大学付属中野中学・高等学校 中野区東中野 英語 専任教諭 2022/8/22 9月10日 2名
72 福島成蹊中学校・高等学校 福島市上浜町 国語 教諭他 2名
73 福島成蹊中学校・高等学校 福島市上浜町 英語 教諭他 2名
74 福島成蹊中学校・高等学校 福島市上浜町 理科 教諭他

75 福島成蹊中学校・高等学校 福島市上浜町 情報 教諭他

76 慶応義塾高等学校 横浜市港北区 公民 専任教員 2022/8/31 9月24日 修士課程修了者

77 佼成学園　中学・高等学校 杉並区和田 英語 専任講師 2022/8/19 8月28日 35歳未満

78 佼成学園　中学・高等学校 杉並区和田 理科（物理） 専任講師 2022/8/19 8月28日 35歳未満

79 佼成学園　女子中学・高等学校 世田谷区給田 国語（書道） 専任講師 2022/8/19 8月28日 35歳未満

80 佼成学園　女子中学・高等学校 世田谷区給田 英語 専任講師 2022/8/19 8月28日 35歳未満

81 佼成学園　女子中学・高等学校 世田谷区給田 理科（化学） 専任講師 2022/8/19 8月28日 35歳未満

82 佼成学園　女子中学・高等学校 世田谷区給田 社会（日本史） 専任講師 2022/8/19 8月28日 35歳未満

83 城北学園　城北中学校・高等学校 板橋区東新町 公民 専任教諭 2022/10/10 10月15日
84 城北学園　城北中学校・高等学校 板橋区東新町 理科（物理） 専任教諭 2022/9/24 10月8日 中学地学

85 成城学園中学校高等学校 世田谷区成城 理科（化学） 専任教諭 2022/8/30 9月18日
86 成城学園中学校高等学校 世田谷区成城 理科（生物） 専任教諭 2022/8/30 9月18日
87 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 国語 講師 2022/10/11
88 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 社会 講師 2022/10/11
89 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 数学 講師 2022/10/11
90 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 理科 講師 2022/10/11
91 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 英語 講師 2022/10/11
92 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 国語 講師 2022/10/11 通信制認可申請中

93 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 社会 講師 2022/10/11 通信制認可申請中

94 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 数学 講師 2022/10/11 通信制認可申請中

95 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 理科 講師 2022/10/11 通信制認可申請中

96 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 英語 講師 2022/10/11 通信制認可申請中

97 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 情報 講師 2022/10/11 通信制認可申請中

98 智辯学園　中学校・高等学校 奈良県五條市 英語 専任教諭 2022/11/5 11月17日
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99 智辯学園　中学校・高等学校 奈良県五條市 理科（生物） 専任教諭 2022/11/5 11月17日
100 智辯学園　中学校・高等学校 奈良県五條市 情報 専任教諭 2022/11/5 11月17日
101 智辯学園　和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 数学 専任教諭 2022/11/5 11月17日
102 智辯学園　和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 国語 専任教諭 2022/11/5 11月17日
103 智辯学園　和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 社会（世界史） 専任教諭 2022/11/5 11月17日
104 智辯学園　和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 理科（物理） 専任教諭 2022/11/5 11月17日
105 智辯学園　和歌山中学校・高等学校 和歌山県和歌山市 情報 専任教諭 2022/11/5 11月17日
106 智辯学園　奈良ｶﾚｯｼﾞ中学部・高等部 奈良県香芝市 英語 専任教諭 2022/11/5 11月17日
107 智辯学園　奈良ｶﾚｯｼﾞ中学部・高等部 奈良県香芝市 数学 専任教諭 2022/11/5 11月17日
108 智辯学園　奈良ｶﾚｯｼﾞ中学部・高等部 奈良県香芝市 国語 専任教諭 2022/11/5 11月17日
109 智辯学園　奈良ｶﾚｯｼﾞ中学部・高等部 奈良県香芝市 社会（地理） 専任教諭 2022/11/5 11月17日
110 智辯学園　奈良ｶﾚｯｼﾞ中学部・高等部 奈良県香芝市 理科（生物） 専任教諭 2022/11/5 11月17日
111 智辯学園　奈良ｶﾚｯｼﾞ中学部・高等部 奈良県香芝市 理科（物理） 専任教諭 2022/11/5 11月17日
112 成城学園　中学校高等学校 世田谷区成城 英語 専任教諭 2022/9/2 9月18日
113 法政大学中学・高等学校 三鷹市牟礼 社会 特別教諭 2022/9/26 10月1日
114 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 国語 教育職員 2022/10/6 10月16日 喫煙者不可

115 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 英語 教育職員 2022/10/6 10月16日 喫煙者不可

116 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 数学 教育職員 2022/10/6 10月16日 喫煙者不可

117 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 理科 教育職員 2022/10/6 10月16日 喫煙者不可

118 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 社会 教育職員 2022/10/6 10月16日 喫煙者不可

119 早稲田大学高等学院 練馬区上石神井 公民 非常勤講師 2022/10/31
120 武蔵野東学園　武蔵野東中学校 小金井市緑町 数学 専任教員 2022/9/22 9/12・17 説明会

121 成城学園中学校・高等学校 世田谷区成城 数学 専任講師 2022/10/6 10月30日 1年契約2回更新可

122 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 小学校 教育職員 2022/10/21 10月29日 喫煙者不可

123 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 学校事務職員 教育職員 2022/10/21 10月29日 喫煙者不可

124 橘学苑　橘学苑中学校・高等学校 横浜市鶴見区 社会（地歴） 常勤講師 2022/10/15
125 橘学苑　橘学苑中学校・高等学校 横浜市鶴見区 英語 常勤講師 2022/10/28
126 香蘭女学校　中等科・高等科 品川区旗の台 数学 非常勤講師 2022/10/12 10月21日
127 東海大学付属甲府高等学校 山梨県甲府市 英語 特任教諭 2022/11/30
128 大東学園高等学校 世田谷区船橋 英語 専任教員 都立大生優遇有

129 フェリス女学院中学校・高等学校 横浜市中区 国語 専任教諭 2022/10/28 11月19日 初年度常勤講師

130 麻布学園　麻布中学校・高等学校 港区元麻布 数学 非常勤講師 2022/10/31 11月5日
131 城北学園　城北中学校・高等学校 板橋区東新町 国語 専任教諭 2022/11/12 11月19日
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137 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 国語 常勤講師

138 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 地歴公民 常勤講師

139 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 数学 常勤講師

140 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 理科 常勤講師

141 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 英語 常勤講師

142 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 情報 常勤講師

143 開桜学院　日々輝学園高等学校 埼玉県所沢市 養護 常勤講師

144 法政大学中学高等学校 三鷹市牟礼 国語 特別教諭 2022/10/31 11月5日 1年間任用

145 法政大学中学高等学校 三鷹市牟礼 社会 特別教諭 2022/11/21 11月26日 1年間任用

146 東海大学付属甲府高等学校 山梨県甲府市 理科（物理） 特任教諭 2022/11/30
147 品川女子学院 品川区北品川 社会（公民） 専任講師 2022/11/1 11月12日
148 品川女子学院 品川区北品川 理科（化学） 専任講師 2022/11/10 11月19日
149 佼成学園中学・高等学校 杉並区和田 英語 専任教諭 2022/12/2 12月11日
150 佼成学園中学・高等学校 杉並区和田 理科（物理） 専任教諭 2022/12/2 12月11日
151 佼成学園女子中学・高等学校 世田谷区給田 英語 専任教諭 2022/12/2 12月11日
152 佼成学園女子中学・高等学校 世田谷区給田 理科（化学） 専任教諭 2022/12/2 12月11日
153 青山学院中等部 渋谷区渋谷 国語 非常勤講師 2022/11/25 週4日8時間程度

154 成城学園中学校・高等学校 世田谷区成城 英語 専任講師 2022/11/21 12月3日
155 フェリス女学院中学校・高等学校 横浜市中区 地理 非常勤講師 2022/12/5 週1～2日

156 香蘭女学校　中等科・高等科 品川区旗の台 社会（地歴公民） 非常勤講師 2022/11/25 12月6日 8～10時間

157 香蘭女学校　中等科・高等科 品川区旗の台 理科（化学） 非常勤講師 2022/11/25 12月1日 12時間

158 香蘭女学校　中等科・高等科 品川区旗の台 数学 非常勤講師 2022/12/10 12月21日 8～12時間

159 法政大学中学高等学校 三鷹市牟礼 国語 特別教諭 2022/12/15 12月20日 1年間任用

160 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 国語 講師 2022/12/19
161 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 理科 講師 2022/12/19
162 緑丘学園　水戸英宏中学校 茨城県水戸市 英語 講師 2022/12/19
163 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 国語 講師 2022/12/19
164 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 社会 講師 2022/12/19
165 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 数学 講師 2022/12/19
166 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 理科 講師 2022/12/19
167 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 英語 講師 2022/12/19
168 緑丘学園　EIKOﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ高校 茨城県水戸市 情報 講師 2022/12/19
169 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 国語 教育職員 2022/12/19 12月26日 喫煙者不可

170 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 英語 教育職員 2022/12/19 12月26日 喫煙者不可
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171 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 数学 教育職員 2022/12/19 12月26日 喫煙者不可

172 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 理科 教育職員 2022/12/19 12月26日 喫煙者不可

173 津田学園　中学校・高等学校 三重県桑名市 社会 教育職員 2022/12/19 12月26日 喫煙者不可

174 法政大学中学・高等学校 三鷹市牟礼 英語 非常勤講師 2023/1/18 1月28日
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
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