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英語バイリンガル講師 ★講師未経験歓迎/海外への留学経験をお持ちの⽅歓迎★（国
⽴）ワークライフバランスを実現！
★充実した研修制度★国⽴駅 徒歩2分★「英語」を「英語」で教え、伝えるお仕事

募集職種
採⽤企業名
株式会社早稲⽥アカデミー
求⼈ID
1131497
勤務形態
正社員
勤務地
その他東京, 国⽴市
最寄駅
中央快速線

（⾼尾-東京）、

国⽴駅

給与
400万円 ~ 経験考慮の上、応相談
更新⽇
2021年05⽉03⽇ 01:00

応募必要条件
キャリアレベル
新卒・未経験者レベル
英語レベル
流暢
⽇本語レベル
ネイティブ
最終学歴
⼤学卒： 学⼠号
現在のビザ
⽇本での就労許可が必要です

募集要項
2020年より、新指導要領での英語の学習がはじまり、⼩学5年⽣からは「科⽬」として英語を学習することになりました。
グローバル化が進む中、英語の重要性はますます⾼まっています。
そのような状況を⾒越して、2012年に開校したIBS*、そして2017年に開校したEnglish ENGINE**。
⼦どもたちに本物の英語⼒を⾝に着けさせることで、未来の扉を開く⼿伝いをしてあげたい。
この考えに賛同し、⼀緒に働く仲間を⼤募集しています。
IBS*: 東⼤・医学部・ハーバードに⼀番近い⼩学⽣たちの英語塾（新年⻑〜新⼩6）
English ENGINE**: 英書の多読でエンジン点⽕、君の英語⼒は世界に向けて加速する（新⼩1〜新中3）
【仕事内容】
英語講師 ⽣徒への英語教育
英語によるコミュニケーションで、⽣徒の「英語脳」を育てます。
《具体的には...》
早稲⽥アカデミーIBS、English ENGINEにて、英語の指導にあたっていただきます。
当社が⼒を⼊れているのは「多読」。

豊富な英書を読むことで、語彙⼒や読解⼒、理解⼒、そして想像⼒を⾝に付けます。
校舎には4000冊〜11000冊程の洋書が揃う「多読ライブラリー」があるので、⽣徒たちの「読みたい」という気持ちを⼤切
にしながら、⼀緒に洋書に触れあってください。
また、当社は「英語を英語で理解しイメージする⼒」の育成を重視しています。
⽇本語を介する理解ではなく、直接英語で理解し発信する能⼒を養っていくため、英語によるコミュニケーションを積極的
に⾏っていただきたいと思います。
⽣徒の年齢：新年⻑〜新中3
《キャリアパス》
マネジメントを担っていただく管理職と英語講師としての専⾨職を極めるキャリアパスを⽬指していただけます。
管理職：「本社」にて、それぞれの英語教室を管理する部署責任者、「各校舎」にて校舎の運営・管理をする教室⻑等
専⾨職：英語講師のプロ講師、教材・カリキュラム・テストの作成・商品開発をする教務責任者等
多様なキャリアパスが存在します。
《魅⼒》
私たちの教室に通う⽣徒は、⼩中学⽣がほとんどですが、いわゆる「こども英語」ではございません。
明確な⽬標と期限をしっかり持つことによって、
⽣徒たちはやる気になり、それをクリアすることで達成感を味わい、
さらに英語学習に対するモチベーションを上げていきます。
授業を担当していただく⽅には、⼦供たちの「⽔先案内⼈」として、
こどもたちが進む道を⽰していただきたいと考えています。
「⽣徒たちの「未来」を作る」当社の授業担当の最⼤の魅⼒です。
【雇⽤形態】
正社員
試⽤期間：⼊社から２ヶ⽉後の⽉末まで（労働条件は本採⽤と同じです）
⽉給：25万8000円以上 ※⼀律⼿当を含む
経験・能⼒・年齢などを⼗分に考慮し、当社規定により優遇します。
昇給：年1回（4⽉）
賞与：年2回（6⽉・12⽉）
年収例＞

500万円/講師職（27歳）/⼊社３年⽬（⽉給32万2200円＋賞与）

【勤務地】
御茶ノ⽔、⽉島、国⽴の各校舎
東京都千代⽥区神⽥駿河台2-8 瀬川ビル5階 （御茶ノ⽔駅 聖橋⼝ 徒歩0分）
東京都中央区⽉島1-3-2 佃權⽉島ビルヂング6階 （⽉島駅 5番・7番出⼝ 徒歩1分）
東京都国⽴市東1-4-5 （国⽴駅 南⼝ 徒歩2分）
【勤務時間】
変形労働時間制
総労働時間（１か⽉）：160時間00分〜177時間08分
平⽇/12：00〜22：00の間で設定
⼟曜/ 9：00〜20：30の間で設定
１ヶ⽉単位の変形労働時間制
⽉間総労働時間が7.5時間×勤務⽇数となるようにシフトを組みます。
※休憩時間 勤務時間に応じて設定
※講習会機関や新学期には、上記と異なる設定時間となることがあります。
【研修制度】
実務研修：
中途新⼊社員研修
新⼈講師研修
新⼈基本動作研修
校舎OJT研修
中途フォロー研修
管理職登⽤研修 他
その他

研修：
全体研修全体会
全体研修専任会
運動会 他

※⼊社後も定期的にスキル向上を図ることのできる機会があります。
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【選考内容】
書類選考
↓
⼀次選考（会社説明・筆記試験・⾯接）
↓
⼆次選考（⾯接）
↓
最終選考（⾯接）
↓
内定
※応募から内定まで約2〜3週間を予定しています。
※即⽇勤務可能な⽅歓迎です。勤務開始⽇は相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
※遠⽅からお越しの⽅は、⽇程等相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

スキル・資格
⼤卒以上/海外への留学経験をお持ちの⽅歓迎/講師未経験も歓迎！
【歓迎するスキル】
英検1級
TOEIC L&R 950点以上
TOEFL iBT100点以上
ネイティブレベルの英語⼒をお持ちの⽅
その他上記と同等以上の英語⼒を有する⽅
【歓迎するタイプ】
英語を学ぶ⾟さや壁を経験されたことのある⽅
英語教育に興味をお持ちの⽅
語学⼒を活かして働きたい⽅
⼤⼿で安定の働き⽅を実現させたい⽅
----------------------------------------【休⽇休暇】
年間休⽇115⽇
週休2⽇制（⽇曜、他平⽇1⽇）
祝⽇
夏期休暇
年末年始休暇
GW休暇
有給休暇（半休制度有り）
慶弔休暇
産前・産後休暇
育児休暇
介護休暇
リフレッシュ休暇
バースデー休暇
※休暇制度が充実しているからこそ⼼⾝ともに全⼒で⼦どもと向き合う教育を追求できます。
【待遇・福利厚⽣】
社会保険完備：健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険、労災保険
交通費規定⽀給（⽉額4万円迄）
慶弔⾒舞⾦
従業員持株会
定期健康診断
優待施設（宿泊施設・レジャー施設の利⽤割引）
報奨⾦制度
団体⽣命保険
永年勤続表彰（10年・20年・30年）
退職⾦
【諸⼿当】
家族⼿当
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超過勤務⼿当
役職⼿当
時間外休⽇⼿当

他

※働き⽅に応じた多種多様な報奨⾦制度やインセンティブプランが充実しています。

会社説明
当社は「ワセアカ」の愛称で、⾸都圏において⼩学⽣・中学⽣・⾼校⽣向けに学習塾を直営展開している会社です。
難関校への圧倒的な合格実績により形成したブランド⼒を背景に、⽣徒数を増やし、業績を伸ばしています。また、英語教
育に関わる様々な教育制度改⾰を踏まえ、⽣きた英語を⾝に付ける最先端の英語講座を開発するなど、未来を担う⼦供たち
の育成に向けて取組んでいます。尚、今回の募集は、「東⼤・医学部・ハーバードに⼀番近い⼩学⽣たちの英語塾」―早稲
⽥アカデミーIBSで勤務いただくバイリンガル英語講師です。
早稲⽥アカデミーIBS 紹介ページ
http://www.waseda-ac.co.jp/ibs/index.html
Forty-one years with the educational philosophy of "Cultivating students who strive to do their best,"we have become an
integrated educational corporation integrated with top domestic stellar achievements in supporting students pass entrance
exams for most competitive junior and senior high schools in Japan.
We launched "Waseda Academy Integrated Bilingual School" in 2012. This is a special English cram school taught by
bilinguals, which provides unprecedented and innovative English education in Japan. This school is supervised by a
linguistics education scholar from Harvard University.

