
 

お仕事紹介（＃2204）公益財団法人日本英語検定協会英語検定試験 試験監督者募集 

＜2022 年度第 1 回二次試験 会場一覧＞ 

※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、口外厳禁です。  

また、この URL 一覧は資格者の方がご希望の会場を見つける為に作成しております。表の内容、 

URL 等を他者に共有することは固く禁じます。 

【A 日程】2022 年 7 月 3 日（日） 

勤務地 会場名 URL 

宮崎県・宮崎 宮崎第一高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/270 

宮崎県・都城 都城リハビリテーション学院 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/226 

大分県・大分 大分高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/227 

福岡県・福岡 福岡大学附属若葉高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/228 

福岡県・福岡 東福岡高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/229 

福岡県・福岡 中村学園大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/230 

高知県・高知 太平洋学園高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/231 

愛媛県・新居浜 新居浜市立中萩中学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/232 

山口県・岩国 高水高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/233 

兵庫県・神戸 神戸野田高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/234 

大阪府・大阪（近鉄奈

良・大阪線・天王寺） 

興國高校オンリーワンＣ https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/235 

大阪府・大阪（阪急京

都・千里・北大阪・梅田） 

大阪府立桜和高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/236 

滋賀県・大津 龍谷大学 瀬田校舎３号館 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/237 

愛知県・名古屋 修文学院高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/238 

愛知県・名古屋 桜花学園高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/239 

愛知県・名古屋 愛知大学 名古屋校舎 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/240 

静岡県・沼津・三島 静岡県立御殿場南高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/241 

静岡県・静岡 常葉大学 静岡草薙キャンパス https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/242 

静岡県・静岡 グランシップ静岡 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/243 

山梨県・富士吉田 都留興譲館高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/244 

福井県・福井 福井県立武生東高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/245 

東京都・武蔵野・三鷹・

立川・国分寺 

国際基督教大学高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/246 

東京都・世田谷・渋谷・

目黒・大田・品川 

朋優学院高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/247 

東京都・世田谷・渋谷・

目黒・大田・品川 

駒場学園高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/248 



 

東京都・新宿・中野・杉

並・豊島・北・板橋 

日本外国語専門学校 目白新館 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/249 

東京都・新宿・中野・杉

並・豊島・北・板橋 

成城中学校・成城高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/250 

東京都・千代田・中央・

台東・足立・荒川・江東 

潤徳女子高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/251 

東京都・千代田・中央・

台東・足立・荒川・江東 

和洋九段女子中学校・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/252 

神奈川県・小田原 国際医療福祉大学 小田原校舎 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/253 

神奈川県・横須賀・逗子 緑ヶ丘女子中学校・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/254 

神奈川県・横浜市 森村学園中等部・高等部 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/255 

千葉県・柏市・我孫子 芝浦工業大学柏中学高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/256 

千葉県・市川 国府台女子学院 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/257 

千葉県・千葉 千葉県立検見川高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/258 

埼玉県・所沢 西武学園文理小学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/259 

埼玉県・川越周辺 埼玉平成高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/260 

埼玉県・さいたま 市立大宮国際中等教育学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/261 

埼玉県・さいたま さいたま市立大宮北高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/262 

栃木県・足利 足利大学附属高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/263 

茨城県・取手 江戸川学園取手中・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/264 

茨城県・鹿嶋 清真学園高等学校・中学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/265 

茨城県・竜ケ崎 流通経済大学龍ケ崎Ｃ４号館 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/266 

北海道・旭川 旭川市ときわ市民ホール https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/267 

 

【B 日程】2022 年 7 月 10 日（日） 

勤務地 会場名 URL 

大分県・大分 大分高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/188 

福岡県・福岡 福岡大学附属大濠高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/189 

福岡県・福岡 中村学園大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/190 

広島県・広島 広島大学附属中・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/191 

大阪府・堺 帝塚山学院大学泉ヶ丘校舎 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/192 

大阪府・大阪（近鉄奈

良・大阪線・天王寺） 

ホテルフクラシア大阪ベイ https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/193 

大阪府・大阪（阪急京

都・千里・北大阪・梅田） 

大阪薫英女学院中学・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/194 

大阪府・大阪（阪急京

都・千里・北大阪・梅田） 

梅花中学校・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/195 



 

大阪府・大阪（阪急京

都・千里・北大阪・梅田） 

大阪府立桜和高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/196 

 

滋賀県・大津 龍谷大学 瀬田校舎３号館 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/197 

岐阜県・岐阜 岐阜県立看護大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/198 

愛知県・岡崎 ＹＡＭＡＳＡ言語文化研究所 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/199 

愛知県・名古屋 愛知大学 名古屋校舎 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/200 

静岡県・静岡 グランシップ静岡 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/201 

静岡県・静岡 藤枝明誠中学校・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/202 

東京都・八王子・町田 工学院大学八王子キャンパス https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/203 

東京都・武蔵野・三鷹・

立川・国分寺 

桐朋女子中学校・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/204 

東京都・世田谷・渋谷・

目黒・大田・品川 

佼成学園女子中学高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/205 

東京都・新宿・中野・杉

並・豊島・北・板橋 

ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスＣ https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/206 

東京都・新宿・中野・杉

並・豊島・北・板橋 

日本外国語専門学校 目白新館 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/207 

東京都・千代田・中央・

台東・足立・荒川・江東 

ＫＫＲホテル東京 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/208 

東京都・千代田・中央・

台東・足立・荒川・江東 

ＴＫＰ神田ビジネスセンター https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/209 

東京都・千代田・中央・

台東・足立・荒川・江東 

マイステイズ御茶ノ水ＣＣ https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/210 

神奈川県・小田原 国際医療福祉大学 小田原校舎 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/211 

神奈川県・横須賀・逗子 緑ヶ丘女子中学校・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/212 

神奈川県・横浜市 ホテルプラム https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/213 

神奈川県・横浜市 ＴＫＰガーデンシティ横浜西口 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/214 

神奈川県・横浜市 神奈川大学８号館 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/215 

神奈川県・横浜市 桐蔭横浜大学 法学部棟 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/216 

千葉県・柏市・我孫子 江戸川大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/217 

千葉県・柏市・我孫子 開智国際大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/218 

千葉県・市川 東京医療保健大船橋キャンパス https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/219 

千葉県・市川 和洋女子大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/220 

千葉県・千葉 敬愛大学 稲毛キャンパス https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/221 

埼玉県・所沢 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/222 

埼玉県・川越周辺 埼玉平成高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/223 

栃木県・宇都宮 宇都宮大学 峰キャンパス https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/224 



 

茨城県・取手 江戸川学園取手中・高等学校 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/225 

【C 日程】2022 年 7 月 17 日（日） 

勤務地 会場名 URL 

福岡県・福岡 中村学園大学 https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/186 

広島県・広島 広島ＹＭＣＡ https://s.j-shine.org/recruit/detail/u/187 

 


