
《 市部・西多摩地区 

   及び 都立小学校 による説明会》 

日時：令和４年７月２８日（木） 

午後２時から４時まで 

場所：国分寺市立第四小学校 
  
【説明会参加地区】 
八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、 
調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、 
国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、 
東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、 
あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、 
奥多摩町、東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 

 
※公募は実施するが、説明会には参加しない地区（立川市）も 
あります。御了承ください。 

 

《 区部・島しょ地区 による説明会》 
  

日時：令和４年７月２９日（金） 

     午後２時から４時まで 

場所：練馬区立大泉東小学校 
 
【説明会参加地区】 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、 
江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、 
中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、 
葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、 
三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 

 
※公募は実施するが、説明会には参加しない地区（足立区）も 
あります。御了承ください。 

今年度の公募について 

の詳細はコチラ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、説明会を中止する場合があります。中止等実施方法を変更する場合は、改めて区市町村教育委員

会を通じてお知らせします。 

東京都教育庁人事部 
 

 
公募説明会に参加される先生方へのお願い 

 
□ 本説明会は、申し込み制となっています。区市町村教育委員会を通じて、参加者名簿に記入・提出の上、御参加ください。 
□ 上履き及び下履きを入れる袋を必ず持参してください。会場校の靴箱は使用できません。 
□ 原則、受付開始時刻までは各地区ブースには入れません。受付場所（体育館）でお待ちください。(受付開始時刻：午後１時３０分） 
□ 当日は暑さによる熱中症の危険も想定されます。自身の体調や服装・持ち物等、自己管理をお願いします。 
□ 会場には駐輪場を用意していませんので、交通機関等を御利用の上、御来場ください。 
□ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として、会場内でのマスクの着用、必要最低限の会話、各ブース入室時の手指消毒等への御理

解・御協力をお願いします。（会場内での食事はできません。会場への持ち込みは飲み物のみとさせていただきます。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 令和５年３月３１日現在、都内公立学校に勤務する者で、現任校に３年以上勤務している者とします（主幹教諭は、主幹教諭
として現任校に３年以上勤務している者を対象とします。主任教諭は、教諭としての勤務年数を合算できます。）。 

（２）対象地区の教育施策、対象学校の特色ある学校づくりを理解し、高い関心や意欲のある者とします。 
（３）他の公募を重複して応募することはできません。 
（４）東京都公立学校教員の定期異動実施要綱の「第５ 異動の方法 １異動地域の指定・ステージ制の活用」に照らし、異なる三つ

の地域を経験していない者又は二つのステージを経験していない者は、経験のある地域に含まれる地区には、応募できません。 
（５）教育管理職、教育管理職候補者、教育管理職選考受験者及び４級職選考受験者（主幹教諭からの指導教諭受験者含む）は応募

できません。 

（６）主任教諭選考受験者は主任教諭として応募できません。 
（７）令和４年１０月１日現在、休職中の者又は育児休業中の者は応募することはできません。 
（８）令和４年度に在外教育施設派遣期間中の者、東京都との人事交流協定書により国立大学法人の附属学校等に勤務する者は応募

できません。 
（９）所属長及び所属する教育委員会の推薦を得られた者とします。ただし、必異動対象教員（現任校で実勤務年数６年以上の者） 

は、推薦がなくても応募できます（提出先は所属長とします。）。 

※定期異動実施要綱の内容など詳細については、所属長に確認してください。 

（１）申込開始日は令和４年１０月３日（月）からとなります。 
（２）公募を実施する区市町村教育委員会において選考を実施します。選考に必要な書類等については各区市町村教育委員会

から、所属する教育委員会に連絡をします。 
（３）教員の異動状況により、上記公募を実施しなくなる場合もあります。 
（４）その他詳細は１０月３日以降に更新される東京都又は各地区のホームページを確認してください。 

 応 募 の 要 件 に つ い て（各公募共通） 

公 募 の 申 込 み 等 に つ い て 

※各公募の欄内の地区名は実施する教育委員会名 

※各区市町村の公募に関する情報や教育に関する施策等については、 

各区市町村のホームページ等をご確認ください。 

島しょ地区教員公募 西多摩地区教員公募 

大島町 利島村 新島村 神津島村  

三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 

【応募枠】小全・中(各教科等)・特別支援学級(小・中) 

瑞穂町  【応募枠】小全・中(各教科等)・特別支援学級(小・中) 
日の出町【応募枠】小全・中(各教科等)・特別支援学級(小・中) 
檜原村 【応募枠】小全・中(各教科等)・特別支援学級(小・中) 
奥多摩町【応募枠】小全・中(各教科等)・ＣＳ(小・中) 

区部・市部教員公募 

小学校(全科等)教員枠    
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 

品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区  

北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区  江戸川区 

八王子市 立川市 武蔵野市 青梅市 府中市 昭島市 調布市  

町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市  

稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 

中学校(各教科等)教員枠   
千代田区 中央区  港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 

品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 

北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区  江戸川区  

八王子市 立川市 武蔵野市 青梅市 府中市 昭島市 調布市  

町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市  

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 

稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 
 

特別支援学級・教室等教員枠  
千代田区 中央区(小) 港区 新宿区 文京区(小) 台東区 墨田区 

江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区  

豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区  江戸川区 

八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 

調布市 町田市 小金井市(中) 小平市 日野市 東村山市 

国分寺市(中) 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市  

東久留米市 多摩市 羽村市 あきる野市 西東京市 

コミュニティ・スクール教員枠（新規採用後の初異動者は応募不可） 
千代田区 港区 新宿区 文京区 江東区(小) 大田区 世田谷区 

 渋谷区 杉並区 豊島区 北区(小) 板橋区 足立区  

八王子市 立川市 三鷹市 府中市 町田市 小金井市 小平市 

日野市(小) 国分寺(小) 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市(小)  

武蔵村山市 多摩市 稲城市 西東京市 

義務教育学校教員枠 江東区 品川区 八王子市 

※小学校及び中学校教諭普通免許状の両方を所有し、前・後期両方の課程が指導でき

る専門性が必要です。 

小学校英語専科教員枠  
中央区 港区 江東区 世田谷区 大田区 渋谷区 中野区 板橋区 

練馬区 江戸川区 八王子市 立川市 町田市 東村山市 狛江市 

清瀬市 東久留米市 西東京市 

※現在、区市町村立小学校に勤務し、小学校教諭普通免許状に加え、英語の中学校又は

高等学校教諭普通免許状を所有し、英語専科としての指導力･経験･実績が必要です。 

小学校理科推進教員枠  
中央区 港区 江東区 品川区 世田谷区 渋谷区 中野区 豊島区 

板橋区 練馬区 江戸川区 立川市 小平市 東村山市 清瀬市 

東久留米市 西東京市 

※現在、区市町村立小学校に勤務し、理科教育推進教員や小学校全科（理科コース）

の採用者など、理科教育の専門性に長け、指導力・経験・実績がある者とします。 

 

区立特別支援学校教員枠 新宿区 大田区（小） 杉並区 

児童自立支援施設教員枠 青梅市(中) 東村山市（中） 

区立健康学園教員枠 中央区（小） 

ＣＳ：コミュニティ・スクール 


