
実用英語技能検定 

＜J-SHINE 資格者専用試験監督アルバイト＞  

について 
 

J-SHINE 事務局から、J-SHINE 資格者の皆様に、試験監督者のアルバイト募集をお知らせ

いたします。（このご案内は公益財団法人 日本英語検定協会の英検サービスセンターから

の依頼を受けて行うものです。） 

 

ご存じの通り、近年の英語教育や大学入試における英検の位置付けが変わり、検定試験の運

営には、従来以上に公平性と公正性が求められる状況になりました。更にここ数年は新型コ

ロナウィルス対策のために英検協会では運営スタッフを増員して感染症対策も万全の対応

を行って検定試験の実施を続けております。 

 

そのような状況下において、全国各地に試験会場を有する英検の実施には、会場の実施責任

者や面接委員に限らず、試験を円滑に実施し、サポートできる試験監督者*1（アルバイト）

の協力が必要不可欠です。セキュリティの高い、高クオリティな検定試験実施の為に、J-

SHINE 資格者の皆様にご協力いただきたく、ご案内いたします。*2 

お申込み・採用通知後の、下記の日程にてオンラインの事前説明会を行います。詳細は採用

通知メールにてご確認ください。 

 

オンライン説明会：11 月 1 日（月）16:00～17:00、11 月 4 日(木)16:00～17:00 

質疑応答会：11 月 2 日(火)16:00～16:30 

※オンライン説明会・質疑応答会は各日程先着 300 名様となっております。 

※11 月 1 日（月）と 11 月 4 日(木)の【オンライン説明会】は、主に英検二次試験の監督者

が初めての方や、英検二次試験の業務内容を再度ご確認されたい方向けです。 

試験と業務概要の動画をご覧いただき、その後 10 分程の質疑応答がございます。 

※11 月 2 日(火)【質疑応答会】は、英検二次試験の監督者を経験された方向けとなってお

り、一度ご経験されたうえでの疑問点に対する質疑応答を中心とした内容を予定しており

ます。 

 

J-SHINE 資格者の皆様においては、ご自身が以前に英検（もしくはそれに類似する英語の

検定試験）を受験された経験をお持ちの方が多くいらっしゃるかと存じます。 

ご自身が受験された経験を基に、ぜひ、地元会場のサポート業務を担っていただければ幸い



です。*3 

 

*1 試験監督者（アルバイト）は運営のサポートを行います。面接委員・実施委員の募集ではありません

のでご注意ください。 

*2 既に英検の面接委員として登録されている方」は以下ご留意ください。2021 年度第 2 回二次試験の

監督者として本フォームからご応募いただき採用された場合、監督者として採用された勤務日は面接委員

としてご勤務いただくことはできません。 

*3 英検協会から採用メールが届いた後に、やむを得ない事情で当日欠席される場合は、必ず英検協会に

メールにて連絡するようにしてください。当日の無連絡欠席は検定試験の会場運営に影響を及ぼします。 

 

  



【募集内容】 

日時： 

（A 日程）2021 年 11 月 7 日（日）（英検 2021 年度第 2 回二次試験 A 日程） 

（B 日程）2021 年 11 月 14 日（日）（英検 2021 年度第 2 回二次試験Ｂ日程） 

 

勤務時間：7：00～17：00（集合時刻：7：00） 

 

謝礼：10,000 円 

※昼食は支給いたします。 

※当日現金払。 

※交通費は自己負担となります。 

 

担当業務： 

・会場準備 

 ・受験者の受付 

 ・学内外の受験者への誘導アナウンス 

 ・試験中の見回り、不正がないか等のチェック 

 ・会場撤収 

 ・その他実施責任者の指示する業務受付・教室監督・連絡・学内外の受験者の誘導・

本部詰めなど。 

※担当の割り当ては試験当日、実施委員が指示し、各業務の詳細は当日配布するマニュ

アルに明示してあります。 

※また、業務関するオンライン事前研修を予定しております。詳細は後日採用された方

へメールにてお送りいたします。 

 

当日の持ち物：１．身分証明書 ２．印鑑 ３．筆記具（シャープペン）４．時計（携

帯電話の代用不可） ５．上履き・下足袋（必要会場のみ） 

 

服装：スーツ（スーツに近いもの、男子はネクタイ着用のこと）着用。靴は靴音が響

かないもの（ハイヒール不可）。Ｔシャツ・ジーパン・サンダルは厳禁。 

 

募集期日：10 月 27 日（水） 22:00 まで 

※先着順にて応募を受付いたします。 

※採用結果につきましては、採否に関わらず、10/29（金）までにメールにてお送り

します。 



 

 問い合わせ先：公益財団法人日本英語検定協会 英検サービスセンター 試験監督係 

Mail：proctor_js@eiken.or.jp 

※お問合せの際は、メール文頭に「J-SHINE 資格者専用の試験監督応募フォームに応募

した」旨を記載いただけましたら幸いです。 

 

応募先：https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/jspctraply/jspctraply/  



【エリア別会場情報】 

※会場情報は機密情報に該当します。ご自身の採用有無に関わらず、口外しないようにご注

意ください。 

※ここに掲載した会場は 10 月 18 日（月）15:00 時点の情報です。実際のフォームと異なる

場合がありますのでご了承ください。フォームの一覧が最新情報となります。 

 

 

 

Ａ日程　エリア 住所

A(11/7)_1102 八戸 八戸市美保野

A(11/7)_1203 横手 横手市平鹿町浅舞蒋沼

A(11/7)_2106 鹿嶋 鹿嶋市宮中伏見

A(11/7)_2107 取手 取手市西

A(11/7)_2305 太田 太田市細谷町

A(11/7)_2401 さいたま 川口市上青木

A(11/7)_2402 川越周辺 複数会場あり

A(11/7)_2502 銚子 匝瑳市八日市場イ

A(11/7)_2507 成田 印旛郡酒々井町伊篠

A(11/7)_2606 横須賀・逗子 複数会場あり

A(11/7)_2608 藤沢・平塚 複数会場あり

A(11/7)_3101 千代田・中央・台東・足立・荒川・江東 複数会場あり

A(11/7)_3102 新宿区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区およびその周辺複数会場あり

A(11/7)_3104 世田谷・渋谷・目黒・大田・品川 世田谷区給田

A(11/7)_3106 八王子市・町田市およびその周辺 相模原市南区文京

A(11/7)_5102 沼津・三島 御殿場市新橋

A(11/7)_5201 名古屋 名古屋市昭和区緑町

A(11/7)_6101 大津 草津市野路東

A(11/7)_6301 大阪（阪急京都・千里・北大阪・梅田） 摂津市正雀

A(11/7)_6302 大阪（近鉄奈良・大阪線・天王寺） 大阪市天王寺区寺田町

A(11/7)_6501 和歌山 和歌山市太田

A(11/7)_7504 岩国 岩国市尾津町

A(11/7)_9101 福岡 複数会場あり

A(11/7)_9401 大分 複数会場あり



 

Ｂ日程　エリア 住所

B(11/14)_0107 室蘭 室蘭市水元町

B(11/14)_2104 土浦 つくばみらい市絹の台

B(11/14)_2107 取手 取手市西

B(11/14)_2401 さいたま 複数会場あり

B(11/14)_2402 川越周辺 複数会場あり

B(11/14)_2405 所沢 複数会場あり

B(11/14)_2501 千葉 千葉市花見川区幕張本郷

B(11/14)_2505 松戸 松戸市秋山

B(11/14)_2509 柏市・我孫子 複数会場あり

B(11/14)_2601 横浜市 横浜市戸塚区上倉田町

B(11/14)_2606 横須賀・逗子 複数会場あり

B(11/14)_2607 川崎 大宮町

B(11/14)_2608 藤沢・平塚 茅ヶ崎市今宿

B(11/14)_2610 小田原 小田原市城山

B(11/14)_3101 千代田・中央・台東・足立・荒川・江東 複数会場あり

B(11/14)_3102 新宿区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区およびその周辺豊島区目白

B(11/14)_5101 静岡 複数会場あり

B(11/14)_5201 名古屋 名古屋市中村区平池町

B(11/14)_6101 大津 草津市野路東

B(11/14)_6301 大阪（阪急京都・千里・北大阪・梅田） 大阪市西区北堀江

B(11/14)_6302 大阪（近鉄奈良・大阪線・天王寺） 複数会場あり

B(11/14)_6501 和歌山 和歌山市太田

B(11/14)_7301 岡山 岡山市北区西崎本町

B(11/14)_7504 岩国 岩国市山手町

B(11/14)_8101 高松 木田郡三木町池戸

B(11/14)_9101 福岡 複数会場あり

B(11/14)_9401 大分 複数会場あり


