






令令和和２２年年度度東東京京都都公公立立学学校校教教員員採採用用候候補補者者選選考考（（３３年年度度採採用用））実実施施要要綱綱

令和２年３月２７日
東京都教育委員会

この選考は、原則として令和３年４月１日以降に東京都公立学校教員として採用する候補者を決定するために実施します。

第第１１ 選選考考区区分分

選考は、「一般選考」、「特例選考」、「特別選考」及び「大学推薦」の各選考区分により行います。選考を実施する校種等・教

科（科目等）及び受験資格は選考区分により異なりますので、内容を確認の上、申込手続を行ってください。 

なお、採用見込者数は、要綱発表日現在の予定数です。 

また、特例選考及び大学推薦の採用見込者数は、一般選考の採用見込者数に含みます。

募集する校種等・教科（科目等）
必要な免許状

◆免許状の種類（専修、１種、２種）は問いません。

１ 一般選考

(１) 選考対象者及び募集内容

昭和５６年４月２日以降に出生し、下表に記載する必要な免許状を取得済みの者又は令和３年４月１日までに取得す

る見込みの者を対象とします。

１，０９０名

１，２００名

１１０名

４０名

４０名

５０名

８０名

若干名

１１０名

若干名

若干名

７０名

小学校全科 小学校教諭普通免許状 

小学校全科（理科コース）☆５ページ参照 小学校教諭普通免許状に加え、理科の中学校又は高等学校教諭普通免許状

小学校全科（英語コース）☆５ページ参照 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

中学校・ 

高等学校共通 

国語、社会（地理歴史）、 

社会（公民）、数学、 

理科（物理、化学、生物） 

英語、音楽、美術、保健体育 

受験する教科（科目）の中学校教諭普通免許状 

受験する教科（科目）の高等学校教諭普通免許状 

◆中学校及び高等学校の両方の免許状が必要です。 

小学校・ 

中学校共通 

音楽 

美術（図画工作） 
受験する教科の中学校教諭普通免許状 

小学校・ 

中学校・ 

高等学校共通 

家庭 

家庭の中学校教諭普通免許状 

家庭の高等学校教諭普通免許状 

◆中学校及び高等学校の両方の免許状が必要です。 

中学校 技術 技術の中学校教諭普通免許状 

高等学校 

情報 

受験する教科の高等学校教諭普通免許状 

※「工業」又は「農業」で採用された場合は、人事異動等により

異なる分野を担当することもあります。 

商業 

工業（機械系）、（電気系）、 

（化学系）、（建築系） 

（工芸系） 

農業（園芸系）、（食品系）、 

（造園系） 

特 

別 

支 

援 

学 

校 

小学部 

（小学校全科との併願制度は13ページ参照） 

受験する学部に相当する校種・教科の教諭普通免許状 

◆学部をまたがる教科は、中学校又は高等学校のどちらか一方の

免許状があれば、受験できます。ただし、特別支援学校教諭普

通免許状のない方は、有する免許状の校種等に相当する学部を

担当します。 

◆特別支援学校教諭普通免許状のない方も受験できますが、採 

用後５年以内に取得してください。 

※「音楽」、「美術」又は「家庭」で採用された者が小学部で勤務

する場合は、特別支援学校教諭普通免許状が必要となります。

中学部 技術 

中学部 

高等部 

国語、社会、数学、理科、 

英語、保健体育 

小学部 

中学部 

高等部 

音楽 

美術 

家庭 

理療 特別支援学校自立教科教諭（理療）普通免許状 

自立活動 受験する科目等の特別支援学校自立活動教諭普通免許状 

養護教諭 養護教諭普通免許状 

採用見込者数

聴覚障害、言語障害、肢体不自由



令令和和２２年年度度東東京京都都公公立立学学校校教教員員採採用用候候補補者者選選考考（（３３年年度度採採用用））実実施施要要綱綱  

令和２年３月２７日 
東京都教育委員会 

この選考は、原則として令和３年４月１日以降に東京都公立学校教員として採用する候補者を決定するために実施します。  

第第１１  選選考考区区分分  

 選考は、「一般選考」、「特例選考」、「特別選考」及び「大学推薦」の各選考区分により行います。選考を実施する校種等・教

科（科目等）及び受験資格は選考区分により異なりますので、内容を確認の上、申込手続を行ってください。 

なお、採用見込者数は、要綱発表日現在の予定数です。 

また、特例選考及び大学推薦の採用見込者数は、一般選考の採用見込者数に含みます。  

募集する校種等・教科（科目等） 
必要な免許状 

◆免許状の種類（専修、１種、２種）は問いません。

１ 一般選考 

(１) 選考対象者及び募集内容

昭和５６年４月２日以降に出生し、下表に記載する必要な免許状を取得済みの者又は令和３年４月１日までに取得す

る見込みの者を対象とします。 

１，０９０名 

１，２００名 

１１０名 

４０名 

４０名 

５０名 

８０名 

若干名 

１１０名 

若干名 

若干名 

７０名 

小学校全科 小学校教諭普通免許状 

小学校全科（理科コース）☆５ページ参照 小学校教諭普通免許状に加え、理科の中学校又は高等学校教諭普通免許状 

小学校全科（英語コース）☆５ページ参照 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 

中学校・ 

高等学校共通 

国語、社会（地理歴史）、 

社会（公民）、数学、 

理科（物理、化学、生物） 

英語、音楽、美術、保健体育 

受験する教科（科目）の中学校教諭普通免許状 

受験する教科（科目）の高等学校教諭普通免許状 

◆中学校及び高等学校の両方の免許状が必要です。 

小学校・ 

中学校共通 

音楽 

美術（図画工作） 
受験する教科の中学校教諭普通免許状 

小学校・ 

中学校・ 

高等学校共通 

家庭 

家庭の中学校教諭普通免許状 

家庭の高等学校教諭普通免許状 

◆中学校及び高等学校の両方の免許状が必要です。 

中学校 技術 技術の中学校教諭普通免許状 

高等学校 

情報 

受験する教科の高等学校教諭普通免許状 

※「工業」又は「農業」で採用された場合は、人事異動等により

異なる分野を担当することもあります。 

商業 

工業（機械系）、（電気系）、 

（化学系）、（建築系） 

（工芸系） 

農業（園芸系）、（食品系）、 

（造園系） 

特 

別 

支 

援 

学 

校 

小学部 

（小学校全科との併願制度は13ページ参照） 

受験する学部に相当する校種・教科の教諭普通免許状 

◆学部をまたがる教科は、中学校又は高等学校のどちらか一方の

免許状があれば、受験できます。ただし、特別支援学校教諭普

通免許状のない方は、有する免許状の校種等に相当する学部を

担当します。 

◆特別支援学校教諭普通免許状のない方も受験できますが、採 

用後５年以内に取得してください。 

※「音楽」、「美術」又は「家庭」で採用された者が小学部で勤務

する場合は、特別支援学校教諭普通免許状が必要となります。 

中学部 技術 

中学部 

高等部 

国語、社会、数学、理科、 

英語、保健体育 

小学部 

中学部 

高等部 

音楽 

美術 

家庭 

理療 特別支援学校自立教科教諭（理療）普通免許状 

自立活動 受験する科目等の特別支援学校自立活動教諭普通免許状 

養護教諭 養護教諭普通免許状 

採用見込者数 

聴覚障害、言語障害、肢体不自由 

4



☆ 小学校全科（理科コース）及び小学校全科（英語コース）（特例選考は対象外です。）

小学校全科全体の合格者のうち、小学校全科（理科コース）は５０名、小学校全科（英語コース）は３０名を上限として、

小学校全科（理科コース）又は小学校全科（英語コース）の合格者とします。上限数に入らなかった者のうち、一定の基準

を満たした場合は、小学校全科での合格となります。 

(２) 選考日及び選考の方法等
選考内容の詳細は１４～１７ページ、合否発表の詳細は１８ページを参照してください。

選考方法 選考日及び選考の方法等 

Ａ 

第一次選考 令和２年７月１２日（日） 
①教職教養〔６０分間〕 

②専門教養〔６０分間〕 

③論文〔７０分間〕 

第二次選考 

面
接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実
技 

令和２年９月１３日（日） 

２２  特特例例選選考考  

(１) 選考対象者及び募集内容

昭昭和和３３６６年年４４月月２２日日以以降降にに出出生生しし、、必必要要なな免免許許状状をを取取得得済済みみのの者者又又はは令令和和３３年年４４月月１１日日ままででにに取取得得すするる見見込込みみのの者者をを

対対象象とします。募集する校種等・教科（科目等）及び必要な免許状は、一般選考と同じです。ただし、小学校全科（理

科コース）及び小学校全科（英語コース）は特例選考での募集はしません。 

また、特例の種類（①～⑥）ごとに、資格要件、選考日、選考の方法等が異なります。特例の種類ごとの選考の方法

等は、６～７ページで確認してください。 

特例の種類 必要な職務経験 選考方法 

① 国公立学校に在職する 

正規任用教員 

国公立学校の正規任用教員（東京都教育委員会の発令による職を除く。）として、令和２年

３月３１日までに３年以上の勤務経験*1 があり、令和２年４月１日現在も引き続き同一任命

権者に任用されている者（ただし、休職（休業）*2 中の者を除く。） 

Ｃ 

② 東京都公立学校における 

正規任用教員経験者  

過去に、東京都公立学校の正規任用教員として、３年以上の勤務経験*1 があり、令和２年３

月３１日現在、東京都公立学校の正規任用教員として在職していない者（令和２年３月３１

日付けの退職者は該当しない。） 

③ 国公立学校における臨時的

任用教員等経験者 

東京都公立学校を含む国公立学校において、平成２９年４月１日から令和２年３月３１日ま

での３年間に、臨時的任用教員等（常勤と同様の勤務形態での任用）*3として、１２か月以

上の勤務経験がある者 

※ 東京都教育委員会の発令による産休・育休代替教員、期限付任用教員は、上記の臨時的任用教員

となります。

④ 国公私立学校における非常

勤講師等経験者 

東京都公立学校を含む国公私立学校において、平成２９年４月１日から令和２年３月３１日

までの３年間に、非常勤講師等*4として、１２か月以上の勤務経験がある者 
Ａ 

⑤ 平成３２年度名簿登載者 

（３１年度実施） 

平成３１年度名簿登載者 

（３０年度実施） 

平成３２年度期限付任用教

員名簿登載者 

（３１年度実施） 

１ 平成３１年度（令和元年度）に実施した東京都公立学校教員採用候補者選考の採用候補

者名簿登載者（期限付任用教員採用候補者名簿登載者は、該当しない。） 

２ 平成３０年度に実施した東京都公立学校教員採用候補者選考の採用候補者名簿登載者

（期限付任用教員採用候補者名簿登載者は、該当しない。） 

３ 平成３１年度（令和元年度）に実施した東京都公立学校教員採用候補者選考の期限付任

用教員採用候補者名簿登載者 

Ｂ 

⑥ 社会人経験者    １ 民間企業、官公庁、国公私立学校等において、令和２年３月３１日までに、通算して２

年以上の勤務経験*5がある者 

２ 独立行政法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３６号）に基づく、「青年海外協力

隊」、「日系社会青年ボランティア」、「シニア海外ボランティア」又は「日系社会シニア・

ボランティア」として、令和２年３月３１日までに、派遣経験が２年以上ある者 

Ｄ 

◆中高共通、小中共通、特別支援学校の音楽・美術・保健体育・ 

英語、小学校全科（英語コース）の受験者が対象です。 

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。

※ 注意事項

申込時は、受験資格の詳細な確認を行いません。資格要件を欠いていることが判明した時点で失格となりますので、内容

をよく確認して申込みをしてください。 

ア 特特例例①①～～④④の勤務経験は、受験する校種等・教科（科目等）と同一であることを問いません。ただし、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校（幼稚部を除く。）のいずれかにおける任用実績が必要です。

イ 特特例例①①で受験する場合には、第二次選考において、履歴帳票*6 の提出が必要となります。

ウ 特特例例②②～～④④の東京都公立学校における勤務経験とは、東京都教育委員会の発令による職を指します。

エ 特特例例③③、、④④、、⑥⑥で受験して採用候補者名簿（以下、「名簿」という。）登載者となった場合には、名簿登載発表後に受験

資格に必要な職務経験を証明できる在職証明書等により、受験資格の最終確認を行います。在職等の確認ができない場合

は、名簿から削除します。

オ 特特例例④④、、⑥⑥の申込者のうち、昭和５６年４月２日以降に出生した者は、申込区分を一般選考に変更します。

カ 特特例例⑤⑤のの１１～～３３は、名簿登載となった校種等・教科（科目等）と同じ校種等・教科（科目等）でのみ申し込むことがで

きます。名簿登載期間の勤務について辞退届を提出した者も、名簿登載となった校種等・教科（科目等）と同じ校種等・

教科（科目等）で申し込むことができます。ただし、必要な免許状が取得できなかった等の理由で失格となった者や、名

簿登載に当たり必要な書類が提出されていない者は、この特例による受験はできません。

キ 各経験年数は、月の途中の任用等でも１月と数えます。

*1 勤務経験の期間には、休職（休業）していた期間は含みません。 

*2 休職(休業)とは、病気休職、育児休業等を指します。 

*3 臨時的任用教員等とは、教育職員免許法第２条第１項に規定する職に常勤として任用され、正規の勤務時間（週当たり３８時間４５

分）と同様の時間を勤務しているものを指します。たただだしし、、正正規規任任用用教教員員はは含含みみまませせんん。。 

*4 非常勤講師等とは、国公私立学校での教員（教諭、助教諭、養護教諭、講師（臨時的任用を含む。））を指します。 

*5 勤務経験は、常勤、非常勤（アルバイト、パート）であることを問いません。 

*6 履歴帳票とは、氏名、勤務校、勤務期間等が記載されているものを指し、所属する道府県市教育委員会（任命権者）から原本と相違

ない旨の証明を受けたものを第二次選考において提出していただきます。詳細については別途６月中旬に送付する履歴帳票の提出に関

する通知を御確認ください。令和２年６月２２日（月）までに通知が届かない場合は、東京都教育庁人事部選考課へ御連絡ください（連

絡先は２２ページを参照）。 

(２) 選考日及び選考の方法等

選考方法 選考日及び選考の方法等 

Ａ 

第一次選考 令和２年７月１２日（日） 
①教職教養〔６０分間〕 

②専門教養〔６０分間〕 

③論文〔７０分間〕 

第二次選考 

面
接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実
技 

令和２年９月１３日（日） 
◆中高共通、小中共通、特別支援学校の音楽・美術・保健体育・

英語、小学校全科（英語コース）の受験者が対象です。

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。 

Ｂ 

面接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実技 令和２年９月１３日（日） 
◆中高共通、特別支援学校の英語の受験者が対象です。 

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。 

各選考内容の詳細は１４～１７ページ、合否発表の詳細は１８ページを参照してください。
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※ 注意事項

申込時は、受験資格の詳細な確認を行いません。資格要件を欠いていることが判明した時点で失格となりますので、内容

をよく確認して申込みをしてください。 

ア 特特例例①①～～④④の勤務経験は、受験する校種等・教科（科目等）と同一であることを問いません。ただし、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校（幼稚部を除く。）のいずれかにおける任用実績が必要です。

イ 特特例例①①で受験する場合には、第二次選考において、履歴帳票*6 の提出が必要となります。

ウ 特特例例②②～～④④の東京都公立学校における勤務経験とは、東京都教育委員会の発令による職を指します。

エ 特特例例③③、、④④、、⑥⑥で受験して採用候補者名簿（以下、「名簿」という。）登載者となった場合には、名簿登載発表後に受験

資格に必要な職務経験を証明できる在職証明書等により、受験資格の最終確認を行います。在職等の確認ができない場合

は、名簿から削除します。

オ 特特例例④④、、⑥⑥の申込者のうち、昭和５６年４月２日以降に出生した者は、申込区分を一般選考に変更します。

カ 特特例例⑤⑤のの１１～～３３は、名簿登載となった校種等・教科（科目等）と同じ校種等・教科（科目等）でのみ申し込むことがで

きます。名簿登載期間の勤務について辞退届を提出した者も、名簿登載となった校種等・教科（科目等）と同じ校種等・

教科（科目等）で申し込むことができます。ただし、必要な免許状が取得できなかった等の理由で失格となった者や、名

簿登載に当たり必要な書類が提出されていない者は、この特例による受験はできません。

キ 各経験年数は、月の途中の任用等でも１月と数えます。

*1 勤務経験の期間には、休職（休業）していた期間は含みません。 

*2 休職(休業)とは、病気休職、育児休業等を指します。 

*3 臨時的任用教員等とは、教育職員免許法第２条第１項に規定する職に常勤として任用され、正規の勤務時間（週当たり３８時間４５

分）と同様の時間を勤務しているものを指します。たただだしし、、正正規規任任用用教教員員はは含含みみまませせんん。。 

*4 非常勤講師等とは、国公私立学校での教員（教諭、助教諭、養護教諭、講師（臨時的任用を含む。））を指します。 

*5 勤務経験は、常勤、非常勤（アルバイト、パート）であることを問いません。 

*6 履歴帳票とは、氏名、勤務校、勤務期間等が記載されているものを指し、所属する道府県市教育委員会（任命権者）から原本と相違

ない旨の証明を受けたものを第二次選考において提出していただきます。詳細については別途６月中旬に送付する履歴帳票の提出に関

する通知を御確認ください。令和２年６月２２日（月）までに通知が届かない場合は、東京都教育庁人事部選考課へ御連絡ください（連

絡先は２２ページを参照）。 

(２) 選考日及び選考の方法等

選考方法 選考日及び選考の方法等 

Ａ 

第一次選考 令和２年７月１２日（日） 
①教職教養〔６０分間〕 

②専門教養〔６０分間〕 

③論文〔７０分間〕 

第二次選考 

面
接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実
技 

令和２年９月１３日（日） 
◆中高共通、小中共通、特別支援学校の音楽・美術・保健体育・

英語、小学校全科（英語コース）の受験者が対象です。

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。 

Ｂ 

面接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実技 令和２年９月１３日（日） 
◆中高共通、特別支援学校の英語の受験者が対象です。 

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。 

各選考内容の詳細は１４～１７ページ、合否発表の詳細は１８ページを参照してください。
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選考方法 選考日及び選考の方法等 

Ｃ 

第一次選考 令和２年７月１２日（日） 
①専門教養〔６０分間〕 

②論文〔７０分間〕 

第二次選考 

面
接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実
技 

令和２年９月１３日（日） 
◆中高共通、小中共通、特別支援学校の音楽・美術・保健体育・

英語の受験者が対象です。

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。 

Ｄ 

第一次選考 令和２年７月１２日（日） 

①教職教養〔６０分間〕 

②専門教養〔６０分間〕 

③論文〔７０分間〕 

④適性検査〔１５分間〕 

第二次選考 

面
接 

以下の日程中、指定する一日 
令和２年８月２１日（金） 
令和２年８月２２日（土） 
令和２年８月２３日（日） 

①集団面接 

②個人面接 

◆選考日を選択することはできません。 

実
技 

令和２年９月１３日（日） 
◆中高共通、小中共通、特別支援学校の音楽・美術・保健体育・

英語の受験者が対象です。

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。 

３３  特特別別選選考考 

(１) 東京教師養成塾生を対象とした特別選考 ◆詳細は、別に定めます。

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 受 験 資 格 選考方法 

①集団面接 

②個人面接 
小学校全科 

令和２年３月開講の 

東京教師養成塾生 
１００名程度 ③実技試験（特別

支援学校の英語

の受験者のみ） 
特別支援学校 

(２) 調理師養成施設校における調理実習担当教員採用候補者特別選考

採用後の配属先は、東京都立農業高等学校（所在地：東京都府中市寿町１－１０－２）又は令和３年度に開校予定の家
庭・福祉高校（仮称）（所在地：東京都北区西が丘３－１４－２０）を予定し、調理実習のほか、調理理論と食文化概論、食 
品の安全と衛生等の教育内容を、有している資格に応じて担当します。ただし、欠員の状況等によっては他の都立高等学 
校又は他の校種へ配属となる場合もあります。また、採用後の異動については、一般選考及び特例選考による家庭科教員 
と同様に各東京都公立学校へ異動する場合があります。電子申請（インターネット）による申込みはできません。 

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 選考方法 

以下の全ての要件を満たす者 

Ａ 
一般選考と同じ 

小学校・ ５ページを参照 

中学校・ 家庭 若干名 会場は東京会場
高等学校共通 

調理の業務とは、調理師法施行規則第4条に定める施設で専ら調理を行うことを業務としていたことをいう。 
調理実習について実地指導とは、調理師養成施設における調理実習の指導経験（調理師養成施設での調理実習助手、

クッキングスクールでの講師の経験を含む。）等をいう。 
実地指導とは、調理師養成施設における調理師資格取得のための指導経験等をいう。 

*1

*2

*3

① 家庭の中学校及び高等学校の両方の教諭普通免許状を取得

済みの者又は令和３年４月１日までに取得する見込みの者

② ア又はイのいずれかの要件を満たす者

ア 調理師の資格を有し、調理師免許取得から令和２年３

月３１日までに２年以上調理の業務 又は調理実習につ*1

いて実地指導 *2 の経験を有する者

イ 専門調理師又は管理栄養士の資格を有し、資格取得から

令和２年３月３１日までに２年以上実地指導*3 に従事した

経験を有する者

③ 昭和３６年４月２日以降に出生した者

受 験 資 格

(３) 東京都立大島海洋国際高等学校の水産担当教員採用候補者特別選考 
採用後の配属先は、東京都立大島海洋国際高等学校（所在地：東京都大島町差木地字下原９９６－１）です。電電子子申申請請

（（イインンタターーネネッットト））にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。 

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 受 験 資 格 選考方法 

高等学校 水産 若干名 

以下の全ての要件を満たす者 

① 水産の高等学校教諭普通免許状を取得済みの者又は令和３

年４月１日までに取得する見込みの者

② 昭和３６年４月２日以降に出生した者

Ａ 
一般選考と同じ 

５ページを参照 

会場は東京会場

(４) 介護福祉士養成施設校における福祉科担当教員採用候補者特別選考 

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 受 験 資 格 選考方法 

高等学校 福祉 若干名 

以下の全ての要件を満たす者 

① 福祉の高等学校教諭普通免許状を取得済みの者又は令和３

年４月１日までに取得する見込みの者

② 一般選考の中学校・高等学校共通で募集する教科（科目等） 

又は小学校・中学校・高等学校共通で募集する教科のうち、

いずれか一つの高等学校教諭普通免許状を取得済みの者又は

令和３年４月１日までに取得する見込みの者

③ 「介護福祉士」又は「医師、保健師、助産師又は看護師」

のいずれかの資格を有する者

④ 昭和３６年４月２日以降に出生した者

Ａ 
一般選考と同じ 

５ページを参照 

会場は東京会場

(５) スポーツ・文化・芸術特別選考 
申申込込受受付付後後、、受受験験資資格格、、実実績績等等のの書書類類審審査査をを行行いい、、そそのの実実績績等等がが部部活活動動にに限限ららずず、、児児童童・・生生徒徒へへのの教教育育効効果果のの面面でで特特にに

期期待待ででききるる者者をを第第一一次次選選考考ににおおけけるる教教職職教教養養免免除除者者ととししまますす。。第第一一次次選選考考ににおおいいてて教教職職教教養養試試験験がが免免除除ととななららななかかっったた場場  
合合はは、、一一般般選選考考へへのの申申込込みみととししてて扱扱いいまますす。。６６月月中中旬旬にに交交付付すするる受受験験票票でで御御確確認認くくだだささいい。。電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））  
にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。  

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 

一般選考で募集している中高共通、特別支援学校中学部・高等部、 

特別支援学校小学部・中学部・高等部の教科（科目等）（４ページ参照） 
５名以内 

受験資格 

必要な免許状、年齢要件等は一般選考と同様です（４ページ参照）。 

次のいずれかの実績を有する者が申込みをすることができます。 

① スポーツの分野において、国際大会（オリンピック、パラリンピック、世界選手権大会、アジア大会及びこれらに準ずる国際大会）

又は全国大会（国民体育大会、全日本選手権大会）で優秀な実績（国際大会においては日本代表として出場、全国大会においては原

則として８位以内入賞）を有する者（大学以降の実績に限るとともに、団体競技にあっては正選手として登録され出場した者に限る。）

又はこれらの者を指導育成した実績（経験）を有する者

② 文化・芸術の分野において国際レベルのコンクール・展覧会等に日本代表若しくはこれに準じる資格により出場した者、全国レベ

ルのコンクール・展覧会等において入賞以上の成績を収めた者（大学以降の実績に限る。）又はこれらの者を指導育成した実績（経験）

を有する者

出願時の提出書類 選考の方法等 

①受験申込書 

②実績報告書（３８ページ） 

③実績を収めた大会等の参加資格や規模が記載されているもの（大会実施

要項等の写し等） 

④実績の詳細が証明できる新聞記事又は表彰状等の写し（Ａ４判に拡大又

は縮小） 

◆提出された書類は返却しませんので、御了承ください。 

採用後の配属先は、東京都立野津田高等学校（所在地：東京都町田市野津田町２００１番地）又は令和３年度に開校予定
の家庭・福祉高校（仮称）（所在地：東京都北区西が丘３－１４－２０）を予定しています。ただし、欠員の状況等によっ
ては他の都立高等学校へ配属となる場合もあります。また、採用後の異動については、各都立高等学校へ異動する場合が
あります。電子申請（インターネット）による申込みはできません。 

【第一次選考】（会場は東京会場） 

①専門教養〔６０分間〕 

②論文〔７０分間〕 

◆詳細は受験票にてお知らせします。 

◆①②は令和２年７月１２日（日）実施 

◆第一次選考受験者全員に対して第二次選考を実施する。 

【第二次選考】 

①個人面接 

②集団面接 

③実技試験（中高共通、特別支援学校の英語の受験者のみ） 

◆①②は令和２年８月２３日（日）実施 

◆③は令和２年９月１３日（日）実施 

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。

 ③ その他顕著な活動経験又は技能を有する者で、東京都教育委員会が特に認める者
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(３) 東京都立大島海洋国際高等学校の水産担当教員採用候補者特別選考 
採用後の配属先は、東京都立大島海洋国際高等学校（所在地：東京都大島町差木地字下原９９６－１）です。電電子子申申請請

（（イインンタターーネネッットト））にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。 

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 受 験 資 格 選考方法 

高等学校 水産 若干名 

以下の全ての要件を満たす者 

① 水産の高等学校教諭普通免許状を取得済みの者又は令和３

年４月１日までに取得する見込みの者

② 昭和３６年４月２日以降に出生した者

Ａ 
一般選考と同じ 

５ページを参照 

会場は東京会場

(４) 介護福祉士養成施設校における福祉科担当教員採用候補者特別選考 

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 受 験 資 格 選考方法 

高等学校 福祉 若干名 

以下の全ての要件を満たす者 

① 福祉の高等学校教諭普通免許状を取得済みの者又は令和３

年４月１日までに取得する見込みの者

② 一般選考の中学校・高等学校共通で募集する教科（科目等） 

又は小学校・中学校・高等学校共通で募集する教科のうち、

いずれか一つの高等学校教諭普通免許状を取得済みの者又は

令和３年４月１日までに取得する見込みの者

③ 「介護福祉士」又は「医師、保健師、助産師又は看護師」

のいずれかの資格を有する者

④ 昭和３６年４月２日以降に出生した者

Ａ 
一般選考と同じ 

５ページを参照 

会場は東京会場

(５) スポーツ・文化・芸術特別選考 
申申込込受受付付後後、、受受験験資資格格、、実実績績等等のの書書類類審審査査をを行行いい、、そそのの実実績績等等がが部部活活動動にに限限ららずず、、児児童童・・生生徒徒へへのの教教育育効効果果のの面面でで特特にに

期期待待ででききるる者者をを第第一一次次選選考考ににおおけけるる教教職職教教養養免免除除者者ととししまますす。。第第一一次次選選考考ににおおいいてて教教職職教教養養試試験験がが免免除除ととななららななかかっったた場場  
合合はは、、一一般般選選考考へへのの申申込込みみととししてて扱扱いいまますす。。６６月月中中旬旬にに交交付付すするる受受験験票票でで御御確確認認くくだだささいい。。電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））  
にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。  

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 

一般選考で募集している中高共通、特別支援学校中学部・高等部、 

特別支援学校小学部・中学部・高等部の教科（科目等）（４ページ参照） 
５名以内 

受験資格 

必要な免許状、年齢要件等は一般選考と同様です（４ページ参照）。 

次のいずれかの実績を有する者が申込みをすることができます。 

① スポーツの分野において、国際大会（オリンピック、パラリンピック、世界選手権大会、アジア大会及びこれらに準ずる国際大会）

又は全国大会（国民体育大会、全日本選手権大会）で優秀な実績（国際大会においては日本代表として出場、全国大会においては原

則として８位以内入賞）を有する者（大学以降の実績に限るとともに、団体競技にあっては正選手として登録され出場した者に限る。）

又はこれらの者を指導育成した実績（経験）を有する者

② 文化・芸術の分野において国際レベルのコンクール・展覧会等に日本代表若しくはこれに準じる資格により出場した者、全国レベ

ルのコンクール・展覧会等において入賞以上の成績を収めた者（大学以降の実績に限る。）又はこれらの者を指導育成した実績（経験）

を有する者

出願時の提出書類 選考の方法等 

①受験申込書 

②実績報告書（３８ページ） 

③実績を収めた大会等の参加資格や規模が記載されているもの（大会実施

要項等の写し等） 

④実績の詳細が証明できる新聞記事又は表彰状等の写し（Ａ４判に拡大又

は縮小） 

◆提出された書類は返却しませんので、御了承ください。 

採用後の配属先は、東京都立野津田高等学校（所在地：東京都町田市野津田町２００１番地）又は令和３年度に開校予定
の家庭・福祉高校（仮称）（所在地：東京都北区西が丘３－１４－２０）を予定しています。ただし、欠員の状況等によっ
ては他の都立高等学校へ配属となる場合もあります。また、採用後の異動については、各都立高等学校へ異動する場合が
あります。電子申請（インターネット）による申込みはできません。 

【第一次選考】（会場は東京会場） 

①専門教養〔６０分間〕 

②論文〔７０分間〕 

◆詳細は受験票にてお知らせします。 

◆①②は令和２年７月１２日（日）実施 

◆第一次選考受験者全員に対して第二次選考を実施する。 

【第二次選考】 

①個人面接 

②集団面接 

③実技試験（中高共通、特別支援学校の英語の受験者のみ） 

◆①②は令和２年８月２３日（日）実施 

◆③は令和２年９月１３日（日）実施 

◆英語実技試験免除制度は１７ページを参照してください。

 ③ その他顕著な活動経験又は技能を有する者で、東京都教育委員会が特に認める者
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(６) 国際貢献活動経験者特別選考
申申込込受受付付後後、、受受験験資資格格、、実実績績等等のの書書類類審審査査をを行行いい、、そそのの実実績績等等がが児児童童・・生生徒徒へへのの教教育育効効果果のの面面でで特特にに期期待待ででききるる者者をを第第

一一次次選選考考ににおおけけるる教教職職教教養養免免除除者者ととししまますす。。第第一一次次選選考考ににおおいいてて教教職職教教養養試試験験がが免免除除ととななららななかかっったた場場合合はは、、特特例例選選考考⑥⑥
へへのの申申込込みみととししてて扱扱いいまますす。。たただだしし、、昭昭和和５５６６年年４４月月２２日日以以降降にに出出生生ししたた者者はは一一般般選選考考へへのの申申込込みみととししてて扱扱いいまますす。。６６月月
中中旬旬にに交交付付すするる受受験験票票でで御御確確認認くくだだささいい。。電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。  

① 青年海外協力隊等経験者

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 

一般選考で募集している校種等・教科（科目等）（４ページ参照） ５名以内 

受 験 資 格 

必要な免許状は一般選考と同様です（４ページ参照）。 

以下の全ての要件を満たす者が申込みをすることができます。 

① 独立行政法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３６号）に基づく「青年海外協力隊」、「日系社会青年ボランティア」、「シニア

海外ボランティア」又は「日系社会シニア・ボランティア」として、令和２年３月３１日までに、派遣経験（教育活動に従事）が２

年以上ある者

② 昭和３６年４月２日以降に出生した者

※小学校全科（英語コース）及び小学校全科（理科コース）については昭和５６年４月２日以降に出生した者

出願時の提出書類 選考の方法等 

①受験申込書 

②独立行政法人国際協力機構が発行する派遣証明書 

◆派遣証明書には、必ず「職種」「配属先」「活動内容」の記載が必要です。

◆提出された書類は返却しませんので、御了承ください。

◆第一次選考受験者全員に対して第二次

選考を実施する。

【第二次選考】

①個人面接

②集団面接

③実技試験（小学校全科（英語コース）、

中高共通、特別支援学校の英語の受験者の

み）

◆①②は令和２年８月２３日（日）実施

◆③は令和２年９月１３日（日）実施

◆英語実技試験免除制度は１７ページを

参照してください。

② 在外教育施設等経験者

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 

小学校全科 １０名以内 

受 験 資 格 

必要な免許状は一般選考と同様です（４ページ参照）。 

以下の全ての要件を満たす者が申込みをすることができます。 

出願時の提出書類 選考の方法等 

①受験申込書 

②在職証明書 

青年海外協力隊等経験者に同じ 

【第一次選考】（会場は東京会場） 

①専門教養〔６０分間〕 

②論文〔７０分間〕 

◆詳細は受験票にてお知らせします。 

◆①②は令和２年７月１２日（日）実施 

① 在外教育施設の認定等に関する規定（平成３年文部科学省告示第１１４号）に基づき認定されている在外教育施設において、令和

２年３月３１日までに、教育活動 *1 に従事した経験が２年以上ある者

② 昭和３６年４月２日以降に出生した者

※小学校全科（英語コース）及び小学校全科（理科コース）については昭和５６年４月２日以降に出生した者

◆在職証明書には、必ず「学校長印」「勤務先」「*1 国内における教育職員免許法第２条

第１項に規定する職に準ずる職として任用されていたこと」の記載が必要です。

◆提出された書類は返却しませんので、御了承ください。

４４  大大学学推推薦薦  

対象となる大学等の在籍者のうち、指定の推薦基準を満たす者で、東京都での採用を第一希望とし、学長が推薦する者を

対象として実施します。詳詳細細はは大大学学推推薦薦実実施施要要綱綱をを別別にに定定めめ、、関関係係すするる大大学学等等へへ配配布布ししまますす。。第第一一次次選選考考ににおおいいてて教教職職教教養養

試試験験がが免免除除ととななららななかかっったた場場合合はは、、一一般般選選考考へへのの申申込込みみととししてて扱扱いいまますす。。申込みについては、本実施要綱の受験申込書を使

用してください。電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。  

募集する校種等・教科（科目等） 対象となる大学等 選考の方法等 

小学校全科 
小学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、大学院

（教職大学院を含む。）又は短期大学 

小学校全科（理科コース） 
小学校及び理科の中学校又は高等学校教諭普通免許状取得のための課程

認定を受けている大学、大学院（教職大学院を含む。）又は短期大学 

小学校全科（英語コース） 
小学校及び英語の中学校又は高等学校教諭普通免許状取得のための課程

認定を受けている大学、大学院（教職大学院を含む。）又は短期大学 

中学校 技術 
技術の中学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、大

学院（教職大学院を含む。） 

高等学校 工業 
工業の高等学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、

大学院（教職大学院を含む。） 

特別支援学校 
特別支援学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、大

学院（教職大学院を含む。）又は短期大学 

一般選考で募集する校種等・教科

（科目等） 
東京都教育委員会と連携協定を締結している大学が設置する教職大学院 

※ 大学間の協定に基づき、他大学等の科目履修により募集する校種・教科（科目等）の免許状が取得できる場合は、課程認定を受けて

いる大学とみなします。

【書類審査】 

提出された書類等により、第

一次選考における教職教養

免除者を決定します。 

【第一次選考】 
（会場は東京会場） 

①専門教養〔６０分間〕 

②論文〔７０分間〕 

【第二次選考】 

①集団面接 

②個人面接 

③実技試験（中高共通、

小中共通、特別支援学校

の音楽・美術・保健体育・

英語、小学校全科（英語

コース）） 
日程及び選考方法等の詳細

については、大学推薦実施要

綱で確認してください。
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４４  大大学学推推薦薦  

対象となる大学等の在籍者のうち、指定の推薦基準を満たす者で、東京都での採用を第一希望とし、学長が推薦する者を

対象として実施します。詳詳細細はは大大学学推推薦薦実実施施要要綱綱をを別別にに定定めめ、、関関係係すするる大大学学等等へへ配配布布ししまますす。。第第一一次次選選考考ににおおいいてて教教職職教教養養

試試験験がが免免除除ととななららななかかっったた場場合合はは、、一一般般選選考考へへのの申申込込みみととししてて扱扱いいまますす。。申込みについては、本実施要綱の受験申込書を使

用してください。電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））にによよるる申申込込みみははででききまませせんん。。  

募集する校種等・教科（科目等） 対象となる大学等 選考の方法等 

小学校全科 
小学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、大学院

（教職大学院を含む。）又は短期大学 

小学校全科（理科コース） 
小学校及び理科の中学校又は高等学校教諭普通免許状取得のための課程

認定を受けている大学、大学院（教職大学院を含む。）又は短期大学 

小学校全科（英語コース） 
小学校及び英語の中学校又は高等学校教諭普通免許状取得のための課程

認定を受けている大学、大学院（教職大学院を含む。）又は短期大学 

中学校 技術 
技術の中学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、大

学院（教職大学院を含む。） 

高等学校 工業 
工業の高等学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、

大学院（教職大学院を含む。） 

特別支援学校 
特別支援学校教諭普通免許状取得のための課程認定を受けている大学、大

学院（教職大学院を含む。）又は短期大学 

一般選考で募集する校種等・教科

（科目等） 
東京都教育委員会と連携協定を締結している大学が設置する教職大学院 

※ 大学間の協定に基づき、他大学等の科目履修により募集する校種・教科（科目等）の免許状が取得できる場合は、課程認定を受けて

いる大学とみなします。

【書類審査】 

提出された書類等により、第

一次選考における教職教養

免除者を決定します。 

【第一次選考】 
（会場は東京会場） 

①専門教養〔６０分間〕 

②論文〔７０分間〕 

【第二次選考】 

①集団面接 

②個人面接 

③実技試験（中高共通、

小中共通、特別支援学校

の音楽・美術・保健体育・

英語、小学校全科（英語

コース）） 
日程及び選考方法等の詳細

については、大学推薦実施要

綱で確認してください。
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【【  障障害害にに配配慮慮ししたた選選考考  】】  

   東京都教育委員会では、障害のある方で東京都公立学校教員採用候補者選考の受験を希望している方に、

障害に配慮した選考を実施しています。 

   受験に際しては一般の受験者と比べて不利にならないよう、配慮しています。具体的な配慮の内容及び方

法については、受験申込後に身体障害者手帳の写し等を提出していただき、電話・ファクシミリ・メール等

により個別に相談して決定します。 

～～配配慮慮のの具具体体例例～～  

○ 視覚に障害のある方

・問題を点字で出題 ・点字タイプライター、点字盤等の使用 ・盲導犬の同行

・問題及び解答用紙の拡大 ・ルーペ等の視覚補助具の使用

・拡大読書器の使用 ・試験時間の延長（規定時間の最大１．５倍）

○ 聴覚に障害のある方

・手話通訳者及び要約筆記者派遣

・補聴器等の聴覚補助具の使用

○ 下肢に障害のある方

・スロープ及びエレベーターが利用できる受験会場

・車椅子が利用可能な受験教室

＜＜選選考考のの概概要要＞＞  

(１) 募集する校種等・教科（科目等）

一般選考で募集している校種等・教科（科目等）と同じです。

(２) 採用見込者数

一般選考及び特別選考の採用見込者数に含まれています。

(３) 要件

以下の全ての要件を満たしている者を対象とします。

ア 受験する選考区分（一般選考、特例選考、特別選考又は大学推薦）の受験資格及び要件の記載事項を

満たしている者 

イ 身体等に障害があり、受験に際して一定の配慮が必要な者

ウ 地方公務員法第１６条（欠格条項）、学校教育法第９条（欠格事由）及び教育職員免許法第５条（授与）

第１項ただし書に該当しない者 

エ 東京都公立学校で教諭、養護教諭、栄養教諭、寄宿舎指導員又は実習助手として現に勤務していない

者（講師（非常勤）及び臨時的任用教員は受験できます。） 

(４) その他

受験申込みから採用までの流れは、受験する選考区分（一般選考、特例選考、特別選考又は大学推薦）

に準じます。 

第第２２  受受験験申申込込みみ  

１１  受受験験申申込込方方法法及及びび締締切切日日  

  受受験験のの申申込込みみはは、、以以下下のの（（１１））又又はは（（２２））ののいいずずれれかかのの方方法法でで行行っっててくくだだささいい。。  

  一一般般選選考考及及びび特特例例選選考考のの受受験験申申込込みみはは、、電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））にによよるる申申込込みみをを推推奨奨ししてていいまますす。。電電子子申申請請（（イインンタタ

ーーネネッットト））をを御御利利用用くくだだささいい。。  

間がかかることがありますので、時間に余裕をもってお申し込みください。持参による申込受付は行いません。 

(１) 電子申請（インターネット）による申込み  ≪≪一一般般選選考考・・特特例例選選考考のの方方はは、、電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））をを御御利利用用くくだだささいい。。≫≫

受付期間 留意事項 

令令和和２２年年４４月月１１日日（（水水））午午前前１１００時時かからら  

令令和和２２年年５５月月８８日日（（金金））午午後後  ６６  時時ままでで 

◆東京都公立学校教員採用案内ホームページから専用の入力フォー

ムへ移動し、手順に従って申込みをしてください。

https://www.kyoinsenko.metro.tokyo.jp/ 

電電話話  ００１１２２００－－００３３－－００６６６６４４  

※※ 平平日日午午前前８８時時３３００分分かからら午午後後６６時時ままでで

EE--mmaaiill  hhdd--ttookkyyoo@@eellgg--ffrroonntt..jjpp 

※ 登録されたメールアドレスによっては、申請が到達した旨のメールや、受験票を発行した旨のメールが届かない場合が

あります。その場合は、電子申請のトップページからＩＤとパスワード（又は申込み完了後に表示される到達番号と問合

せ番号）を用いて御自分の申請状況を確認できます。メール受信の有無にかかわらず、受験申込の受付期間内に必ず御自

分の申請状況を確認してください。

(２) 郵送による申込み

申込締切日及び送付先 留意事項 

【【申申込込締締切切日日】】  

令令和和２２年年５５月月１１１１日日（（月月））のの消消印印ままでで有有効効  

【【送送付付先先】】  

〒〒116600--00002233  

東東京京都都新新宿宿区区西西新新宿宿22--88--11  

日日本本郵郵便便株株式式会会社社  東東京京都都庁庁内内郵郵便便局局留留  

東東京京都都教教育育庁庁人人事事部部選選考考課課 

◆ホームページ掲載の申込書を印刷して使用する場合は、両面印刷

（又は表裏とも印刷し、のりで貼り合わせ）してください。

◆必要事項を記入し、６６３３円円分分のの切切手手を貼った受験申込書を折らず

に角形２号（Ａ４サイズ）の封筒に入れ、簡簡易易書書留留により郵送し

てください。簡易書留以外の郵送では受付を行いません。

また、郵便事故等防止のため、必ず日本国内で郵送手続してくだ

さい。

◆受験申込書の送付に当たっては、１通の封筒に受験申込書１名分

とします。複数名分の申込書を１通の封筒に入れた場合にはいず

れの申込みも無効となります。

◆封筒の表面左下には「受験申込書在中」と赤字ではっきりと記載

してください。

また、封筒裏面には差出人の住所、氏名、申し込む校種等・教科

（科目等）を記載してください。

特別選考及び大学推薦の受験申込みは、郵送による申込みのみとします。 

なお、電子申請（インターネット）の場合は、受付期間最終日（令和２年５月８日（金））はアクセスが集中し、手続に時

◆後日、受験票を印刷する必要がありますので、印刷が可能な環境

にあるパソコンから申し込んでください。

◆携帯電話、スマートフォンからの申込みはできません。

◆パソコンの環境については、電子申請のトップページの「動作環

境について」で確認してください。

◆申込みの際に取得したＩＤとパスワード（又は申込み完了後に表

示される到達番号と問合せ番号）は、登録状況の確認や受験票の

ダウンロードの際に必要ですので、必ず各自で管理してください。 

◆電子申請システムの操作方法については、下記までお問い合わせ

ください。

電子申請ヘルプデスク【令和２年４月１日（水）から受付】
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(２) 郵送による申込み

申込締切日及び送付先 留意事項 

【【申申込込締締切切日日】】  

令令和和２２年年５５月月１１１１日日（（月月））のの消消印印ままでで有有効効  

【【送送付付先先】】  

〒〒116600--00002233  

東東京京都都新新宿宿区区西西新新宿宿22--88--11  

日日本本郵郵便便株株式式会会社社  東東京京都都庁庁内内郵郵便便局局留留  

東東京京都都教教育育庁庁人人事事部部選選考考課課 

◆ホームページ掲載の申込書を印刷して使用する場合は、両面印刷

（又は表裏とも印刷し、のりで貼り合わせ）してください。

◆必要事項を記入し、６６３３円円分分のの切切手手を貼った受験申込書を折らず

に角形２号（Ａ４サイズ）の封筒に入れ、簡簡易易書書留留により郵送し

てください。簡易書留以外の郵送では受付を行いません。

また、郵便事故等防止のため、必ず日本国内で郵送手続してくだ
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◆受験申込書の送付に当たっては、１通の封筒に受験申込書１名分

とします。複数名分の申込書を１通の封筒に入れた場合にはいず
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２２  特特別別支支援援学学校校小小学学部部とと小小学学校校全全科科のの併併願願  

 特別支援学校小学部の一般選考申込者で希望する者のうち、特別支援学校小学部の第一次選考不合格者の中で、一定の基

準を満たした場合は、第二希望である小学校全科の第二次選考を受験することができます。併願希望の有無については、受

験申込書に記入してください。無記入の場合は「２ 無」とみなします。また、申込受理後の希望変更はできません。 

３３  地地方方会会場場ででのの第第一一次次選選考考受受験験希希望望者者のの申申込込みみににつついいてて  

  第第一一次次選選考考はは、、東東京京会会場場にに加加ええ、、仙仙台台会会場場（（宮宮城城県県仙仙台台市市内内））、、大大阪阪会会場場（（大大阪阪府府大大阪阪市市内内））及及びび福福岡岡会会場場（（福福岡岡県県福福岡岡

市市内内））ででのの実実施施をを予予定定ししてていいまますす。。  

(１) 地方会場での受験を希望する場合は、受験申込書の｢第一次選考受験希望会場の選択｣欄にてお申し込みください。た

だし、申込受理後の希望変更はできません。

(２) 選考方法Ａ、Ｃ及びＤの受験者が対象です。選考方法Ｂの受験者は該当しません。

(３) 東京会場以外の会場において受験希望者多数の場合は、会場の都合により希望に応じられないことがあります。

(４) 希望しない者が東京会場以外に割り振られることはありません。

(５) 選考会場は、第一次選考受験票により通知しますので、会場についての事前の問合せには応じられません。

(６) 特別選考及び大学推薦の会場は、全て東京都内となります。スポーツ・文化・芸術特別選考、国際貢献活動経験者特

別選考及び大学推薦の第一次選考において教職教養試験が免除とならなかった場合も、会場は東京都内となります。

４４  受受験験票票のの発発送送ににつついいてて  

(１) 受験票の発送は、以下の方法で行います。

電電子子申申請請（（イインンタターーネネッットト））又又はは郵郵送送ののいいずずれれのの方方法法でで申申しし込込んんだだ場場合合もも、、令令和和２２年年６６月月２２２２日日（（月月））ままででにに受受験験票票

がが届届かかなないい場場合合はは、、東東京京都都教教育育庁庁人人事事部部選選考考課課へへ御御連連絡絡くくだだささいい（（連連絡絡先先はは、、２２２２ペペーージジをを参参照照））。。  

【電子申請（インターネット）により受験申込みをした方】 

登録されたメールアドレス宛てに、受験票をダウンロードするためのＵＲＬ（電子申請のトップページ）を送付し

ます。 

また、メールが届かなかった方のために、東京都公立学校教員採用案内ホームページにもＵＲＬを掲載します。申

込時に使用したＩＤ及びパスワード（又は申込完了後に表示される到達番号及び問合せ番号）を使用して受験票をダ

ウンロードし、印刷して使用してください。 

【郵送により受験申込みをした方】 

受験申込書に記載された住所に受験票（葉書）を郵送します。 

(２) 選考方法Ａ、Ｃ、Ｄ、特別選考（東京教師養成塾生を対象とした特別選考を除く。）及び大学推薦受験者は、

受験票により第一次選考の選考会場、時間、持ち物等を確認してください。

５５  受受験験申申込込みみにに関関すするる注注意意事事項項  

(１) 以下のア又はイに該当する者は、受験することができません。

ア 地方公務員法第１６条（欠格条項）、学校教育法第９条（欠格事由）及び教育職員免許法第５条（授与）第１項ただ

し書に該当する者 

イ 東京都公立学校に現に在職する教諭、養護教諭、栄養教諭、寄宿舎指導員及び実習助手

ただし、東京都公立学校に現に勤務する講師（非常勤）及び臨時的任用教員は受験できます。

(２) 受験申込書等に不備があった場合は、受け付けられません。

(３) 申込締切後の申込みはいかなる理由があっても受け付けられません。

(４) この採用選考内での重複申込みはできません。重複申込みをした場合は、いずれの申込みも無効となります。

(５) 受験申込書受理後に、選考区分、校種等・教科（科目等）のいずれも変更することはできません。

(６) 申込時は、受験資格の詳細な確認を行いません。資格要件を欠いていることが判明した時点で失格となりますので、

要綱で資格要件を十分に確認して申込みをしてください。

(７) 受験申込書提出後に転居した場合は、速やかに郵便局で転居に伴う転送手続を行うとともに、東京都教育庁人事部選

考課（〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号）宛てに葉書で御連絡ください。また、氏名や電話番

号に変更があった場合も葉書で御連絡ください。電電話話でではは受受けけ付付けけまませせんん。。

第第３３  選選考考内内容容とと評評価価のの観観点点  

各選考方法の詳細は、以下のとおりです。ここここにに記記載載ししてていいるるこことと以以上上のの問問合合せせににはは、、応応じじらられれまませせんん。。  

  なお、平成３０年度及び平成３１年度（令和元年度）実施の第一次選考の問題及び正答・配点等は、東京都公立学校教員採

用案内ホームページに掲載しています。 

また、過去の問題及び正答・配点等を東京都庁第一本庁舎３階の都民情報ルームで閲覧及びコピー（有料：１枚１０円）す

ることができます。利用時間は、土・日・祝日及び年末年始を除く開庁日の午前９時から午後６時１５分までです（過去の問

題の郵送等は行っていません。）。 

なお、著作権許諾の関係で、一部閲覧できない箇所があります。 

１１  第第一一次次選選考考  ≪≪選選考考方方法法ＡＡ、、ＣＣ、、ＤＤ、、特特別別選選考考（（東東京京教教師師養養成成塾塾生生をを対対象象ととししたた特特別別選選考考をを除除くく。。））及及
びび大大学学推推薦薦受受験験者者≫≫  

受験票により選考会場、時間、持ち物等を確認してください。 

なお、選考方法によって実施する試験が異なります。５～１０ページを参照してください。 

（１）選考内容  

内     容 主な評価の観点等 

教

職

教

養 

６０分間、択一式、マークシート方式 

 東京都公立学校の教員として職務を遂行する上で必要な教育に関する法

令や理論等に関する問題を出題する。 

 正答及び各問当たりの配点は、第一

次選考終了後にホームページに掲載す

る。  

専

門

教

養 

６０分間、主として多肢選択による客観式の検査方式、マークシート方式 

 教員として各教科（科目等）の授業等を行う上で必要な専門的教養に関

する問題を出題する。 

論 

文 

７０分間 １,０５０字（３５字３０行）以内で論述する。 

○ 小学校全科（理科コース・英語コースを含む。）

小学校の教育に関する問題を出題する。

○ 上記以外の校種等・教科（科目等）

教育に関する問題を２問出題する。受験者はこのうち１問を選択して

論述する。 

 課題把握、教師としての実践的指導

力、論理的表現力等を評価する。 

○ 選考方法Ｄの受験者については、上記のほか、１５分間、職務に対する適性検査を行います。
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第第３３  選選考考内内容容とと評評価価のの観観点点  

各選考方法の詳細は、以下のとおりです。ここここにに記記載載ししてていいるるこことと以以上上のの問問合合せせににはは、、応応じじらられれまませせんん。。  

  なお、平成３０年度及び平成３１年度（令和元年度）実施の第一次選考の問題及び正答・配点等は、東京都公立学校教員採

用案内ホームページに掲載しています。 

また、過去の問題及び正答・配点等を東京都庁第一本庁舎３階の都民情報ルームで閲覧及びコピー（有料：１枚１０円）す

ることができます。利用時間は、土・日・祝日及び年末年始を除く開庁日の午前９時から午後６時１５分までです（過去の問

題の郵送等は行っていません。）。 

なお、著作権許諾の関係で、一部閲覧できない箇所があります。 

１１  第第一一次次選選考考  ≪≪選選考考方方法法ＡＡ、、ＣＣ、、ＤＤ、、特特別別選選考考（（東東京京教教師師養養成成塾塾生生をを対対象象ととししたた特特別別選選考考をを除除くく。。））及及
びび大大学学推推薦薦受受験験者者≫≫  

受験票により選考会場、時間、持ち物等を確認してください。 

なお、選考方法によって実施する試験が異なります。５～１０ページを参照してください。 

（１）選考内容  

内     容 主な評価の観点等 

教

職

教

養 

６０分間、択一式、マークシート方式 

 東京都公立学校の教員として職務を遂行する上で必要な教育に関する法

令や理論等に関する問題を出題する。 

 正答及び各問当たりの配点は、第一

次選考終了後にホームページに掲載す

る。  

専

門

教

養 

６０分間、主として多肢選択による客観式の検査方式、マークシート方式 

 教員として各教科（科目等）の授業等を行う上で必要な専門的教養に関

する問題を出題する。 

論 

文 

７０分間 １,０５０字（３５字３０行）以内で論述する。 

○ 小学校全科（理科コース・英語コースを含む。）

小学校の教育に関する問題を出題する。

○ 上記以外の校種等・教科（科目等）

教育に関する問題を２問出題する。受験者はこのうち１問を選択して

論述する。 

 課題把握、教師としての実践的指導

力、論理的表現力等を評価する。 

○ 選考方法Ｄの受験者については、上記のほか、１５分間、職務に対する適性検査を行います。
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（２）第一次選考における教職教養、専門教養及び論文の取扱いについて 

 第一次選考の合否判定については、教職教養、専門教養、論文ごとにそれぞれ合格最低基準点を設け、基準点以上を取

得した者のうち高得点の者から、第一次選考合格者数に達するまで順次合格とします。 

なお、専門教養については、更に分野別最低基準点を設けます。分野別最低基準点を設ける校種等・教科（科目等）は

下表のとおりです。 

分野別基準を設ける 

校種等・教科（科目等） 
分野数 分野 

小学校全科 ５ 国語分野、社会分野、算数分野、理科分野、英語分野 

中学校・高等学校共通 

国語 
２ 現代文分野、古典分野 

中学校・高等学校共通 

社会（地理歴史） 
４ 

共通問題地理分野、共通問題歴史分野、共通問題公民分野、選

択問題分野 

中学校・高等学校共通 

社会（公民） 
４ 

共通問題地理分野、共通問題歴史分野、共通問題公民分野、選

択問題分野 

中学校・高等学校共通 

理科（物理、化学、生物） 
２ 共通問題分野 それぞれの専門に関する選択問題分野 

中学校・高等学校共通 

保健体育 
２ 体育分野、保健分野 

高等学校 農業（園芸系）、（食品系）、 

 （造園系） 
２ 共通問題分野 それぞれの専門に関する選択問題分野 

高等学校 工業（機械系）、（電気系）、 

 （化学系）、（建築系）、 

 （工芸系） 

２ 共通問題分野 それぞれの専門に関する選択問題分野 

特別支援学校各学部・各教科 

（自立活動、理療は除く。） 
２ 

教科等に関する分野 

特別支援教育の専門に関する分野 

（３）第一次選考における学習指導要領の出題について 

 第一次選考の教職教養及び専門教養において出題する学習指導要領は、特に指示がある場合を除いて、平成29年、平成

30年又は平成31年告示の「学習指導要領」とします。 

２２  第第二二次次選選考考  ≪≪選選考考方方法法Ａ、、Ｃ、、Ｄ、、特特別別選選考考（（東東京京教教師師養養成成塾塾生生をを対対象象ととししたた特特別別選選考考をを除除くく。。））及及
びび大大学学推推薦薦受受験験者者≫≫  

    第一次選考の合格者宛てに、第一次選考の合格通知とともに選考の日時、持ち物等を示した通知及び必要書類を郵送しま

す。 

なお、面接及び実技とも、受験にはおおむね半日程度かかります。 

(１) 面接

内     容 主な評価の観点 

集

団

面

接 

指定された課題について、受験者間の話合いや質疑応答を行う。 

 教職への理解、教科等の

指導力、対応力、将来性、

心身の健康と人間的な魅

力等を評価する。 

個 

人 

面 

接 

 受験者があらかじめ作成し面接当日に提出する「面接票」及び「単元指導計画」等

を基にして、質疑応答を行う。 

◆ 「単元」とは学習内容の一つのまとまりを指し、「単元指導計画」とは複数時間にわたって授業を組み立てる計画のこと

をいいます。ただし、音楽、美術、家庭及び技術の受験者は「ある題材に基づく一連の指導計画」を、自立活動、理療及

び養護教諭の受験者は「学習指導案」を、それぞれ「単元指導計画」に代えて作成し、面接当日に提出します。

◆◆ 単元指導計画等の作成要領は、第一次選考の合格通知とともに書類にてお知らせします。
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２２  第第二二次次選選考考  ≪≪選選考考方方法法Ａ、、Ｃ、、Ｄ、、特特別別選選考考（（東東京京教教師師養養成成塾塾生生をを対対象象ととししたた特特別別選選考考をを除除くく。。））及及
びび大大学学推推薦薦受受験験者者≫≫  

    第一次選考の合格者宛てに、第一次選考の合格通知とともに選考の日時、持ち物等を示した通知及び必要書類を郵送しま

す。 

なお、面接及び実技とも、受験にはおおむね半日程度かかります。 

(１) 面接

内     容 主な評価の観点 

集

団

面

接 

指定された課題について、受験者間の話合いや質疑応答を行う。 

 教職への理解、教科等の

指導力、対応力、将来性、

心身の健康と人間的な魅

力等を評価する。 

個 

人 

面 

接 

 受験者があらかじめ作成し面接当日に提出する「面接票」及び「単元指導計画」等

を基にして、質疑応答を行う。 

◆ 「単元」とは学習内容の一つのまとまりを指し、「単元指導計画」とは複数時間にわたって授業を組み立てる計画のこと

をいいます。ただし、音楽、美術、家庭及び技術の受験者は「ある題材に基づく一連の指導計画」を、自立活動、理療及

び養護教諭の受験者は「学習指導案」を、それぞれ「単元指導計画」に代えて作成し、面接当日に提出します。

◆◆ 単元指導計画等の作成要領は、第一次選考の合格通知とともに書類にてお知らせします。
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(２) 実技

中中・・高高共共通通、、小小・・中中共共通通、、特特別別支支援援学学校校ののううちち、、以以下下のの教教科科及及びび小小学学校校全全科科（（英英語語ココーースス））のの受受験験者者がが対対象象でですす。。たた

だだしし、、特特例例選選考考⑤⑤及及びび特特別別選選考考のの受受験験者者ののううちち、、音音楽楽・・美美術術・・保保健健体体育育のの教教科科のの受受験験者者はは、、実実技技をを免免除除ししまますす。。  

ななおお、、面面接接をを欠欠席席ししたた場場合合はは実実技技をを受受験験ででききまませせんん。。  

内     容 主な評価の観点 対象者 

音 

楽 

以下の３点全てを行う。 

１ ピアノ初見演奏 

２ 声楽初見視唱 

３ ピアノ伴奏付き歌唱 

以下の７曲のうちから当日指定された１曲をピアノで伴奏しながら歌う。 

①「赤とんぼ」（三木露風作詞 山田耕筰作曲） 

②「荒城の月」（土井晩翠作詞 滝廉太郎作曲） 

③「早春賦」（吉丸一昌作詞 中田章作曲） 

④「夏の思い出」（江間章子作詞 中田喜直作曲） 

⑤「花」（武島羽衣作詞 滝廉太郎作曲） 

⑥「花の街」（江間章子作詞 團伊玖磨作曲） 

⑦「浜辺の歌」（林古溪作詞 成田為三作曲） 

移調は可能とし、伴奏譜は指定しないので各自で用意する。 

 曲想にふさわしい表現

の工夫及び基礎的な表現

の技能等を評価する。 

選考区分 

一般選考 

特例選考①、②、③、

④、⑥ 

大学推薦 

校種等・教科 

中・高共通、小・中

共通、特別支援学校

の各教科 

美 

術 

色鉛筆による静物画 

 モチーフの配置、構図、

正確な描写、色鉛筆の特

徴を生かした技能等を評

価する。 

保 

健 

体 

育 

以下の６種目全てを行う。 

１ 器械運動〔跳び箱〕（かかえ込み跳び、開脚伸身跳び、屈身跳び） 

２ 陸上競技〔走り高跳び〕（はさみ跳び） 

３ 水泳（水中から２５ｍバタフライ、２５ｍ背泳ぎ） 

４ 球技〔サッカー〕（ドリブルからのシュート） 

５ 武道〔剣道〕（正面打ち、小手打ち、胴打ち、切り返し） 

６ ダンス〔創作ダンス〕（実技試験の受験者にあらかじめ指定する課

 体育実技を指導する 

上で必要かつ十分な技能

の理解の状況、学習指導 

要領及び解説に示されて

いる技能の習得の状況等

を評価する。 

英 

語 

Oral Interview 

以下の２点を行う。 

１ ２００語程度の英文の聴解とその英文の内容等に関する質疑応答 

２ ２００語程度の英文の音読とその英文の内容等に関する質疑応答 

【 英英語語実実技技試試験験免免除除ににつついいてて  】】  

以下の①～④のいずれかに該当する者は、実技試験を免除します。 

※証明書（合格証等）は、平成３０年７月１３日以降に受験したものに限ります。 

①実用英語技能検定１級 

②ＴＯＥＩＣ L&Rで９００点以上かつSpeaking※で１６０点以上 
※
Speakingは、S＆Wで受験したスコアでも可能 

③ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ） １００点以上 

④ＩＥＬＴＳ ７．０以上 

（アカデミック・モジュールで受験したもので、オーバーオール・バンドスコアが７．０以上） 

免除を希望する者は、証明書（合格証等）の写しを第一次選考当日に提出し

てください。 

なお、第一次選考がない選考区分（特例選考⑤、東京教師養成塾生を対象と

した特別選考）の受験者は、受験票により免除申請方法を案内します。 

 英文の聴解及び音読、

英文の内容に関する質問

への応答や意見表明等を

評価する。 

選考区分 

一般選考 

全ての特例選考 

特別選考 

大学推薦 

校種等・教科 

中・高共通、特別支

援学校の英語、小学

校全科（英語コース） 

題及び課題曲に合わせたダンス１分程度） 
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３３  選選考考方方法法Ｂのの選選考考  

（１）面接日の通知 

選考方法Ｂの受験者には、受験票とは別に、面接及び実技試験の日時等を示した通知並びに必要書類を郵送します。

受験票に、①「令和２年８月２１日（金）」と記載されている受験者については７月上旬、②「令和２年８月２１日（金）

から８月２３日（日）」と記載されている受験者については８月上旬に郵送します。内容及び主な評価の観点については、

１６ページの「２ 第二次選考 (１)面接」を参照してください。また、実技試験の対象者は、中高共通と特別支援学

校の英語を受験される方です。実技試験の詳細は１７ページを参照してください。 

第第４４  選選考考後後のの流流れれとと勤勤務務条条件件ななどど  

１１  選選考考結結果果のの発発表表  

(１) 選考の合否

第一次選考及び第二次選考の成績並びに提出書類を総合して判定します。

なお、スポーツ・文化・芸術特別選考及び国際貢献活動経験者特別選考受験者については、第一次選考受験者全員に

対して第二次選考を実施します。 

特例選考①、②及び⑤については、勤務実績を含めて判定します。 

特例選考③及び⑤の３については、令和２年７月１日現在、東京都公立学校において、期限付任用教員又は産休・ 

育休代替教員として任用されている者に対して、一定の得点を加点します。加点の要件となる任用実績は、受験する 

校種等・教科（科目等）と同一であることを問いません。 

※ 期限付任用教員又は産休・育休代替教員は、東京都教育委員会発令の職に限ります。

(２) 選考結果の通知

第一次選考及び第二次選考の選考結果は、それぞれ以下のとおり通知します。ただし、選考試験を欠席した場合は、

合否の判定対象となりませんので、結果の通知を行いません。 

また、選考方法Ｂ、スポーツ・文化・芸術特別選考及び国際貢献活動経験者特別選考の選考結果発表は、第二次選

考の選考結果発表と同日に行います。第二次選考合格発表時には、合格者とともに期限付任用教員採用候補者名簿登載

者の受験番号も掲載します。なお、選考結果の発表方法は以下の方法のみです。電話等での問合せには応じられません。 

発  表  日 発  表  方  法 

第一次選考 令和２年８月７日（金）午前１０時 
① 郵送による通知

合否にかかわらず、受験者全員に送付します。発表日に発送し

ますので、お手元に届くのは、発表日の数日後となります。 

② 東京都教育委員会ホームページへの掲載

合格者の受験番号を発表日から１週間程度掲載します。

東京都公立学校教員採用案内ホームページからも合格者の受験

番号を確認することができます。 

※ 都庁での合格者受験番号掲示は行いません。

第二次選考 令和２年１０月２３日（金）午前１０時 

選考方法Ｂの受験者には、６月中旬に郵送する受験票で面接日を通知します。受験票には、①「令和２年８月２１

日（金）」又は②「令和２年８月２１日（金）から８月２３日（日）」が記載されます。受験票に②が記載された受験者

には、８月上旬に改めて面接日（８月２１日（金）から８月２３日（日）までのうちいずれか一日）を通知します。 

（２）試験の日時及び必要書類の通知 
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(３) 「期限付任用教員採用候補者名簿」登載者

選考の結果、不合格となった者のうち成績が上位で、希望する者は、「期限付任用教員採用候補者名簿」に登載します。

小学校全科（理科コース）及び小学校全科（英語コース）の受験者は、小学校全科として「期限付任用教員採用候補者

名簿」に登載します。 

希望の有無については、受験申込書に記入してください。無記入の場合は「２ 無」とみなし、名簿登載はしません。

申込受理後の希望変更はできません。また、この希望の有無は、教員採用候補者選考の合否に影響しません。 

なお、期限付任用教員については、２１ページ「６ 期限付任用教員について」を参照してください。 

(４) 選考結果の情報提供

選考の結果、不合格となった者のうち、情報の提供を希望する者に対して、総合成績による不合格ランク（Ⅰ～Ⅲ）

を選考結果通知書に記載してお知らせします。情報の提供を希望する場合は、受験申込書の「選考結果の情報提供希望」 

欄の「１ 有」に○を付けてください。無記入の場合は「１ 有」とみなし、不合格ランクをお知らせします。 

 また、期限付任用教員採用候補者として名簿登載された者のうち、情報の提供を希望する者に対して、総合成績によ 

る期限付名簿登載者ランク（Ⅰ～Ⅲ）を選考結果通知書に記載してお知らせします。情報の提供を希望する場合は、受 

験申込書の「選考結果の情報提供希望」欄の「１ 有」に○を付けてください。無記入の場合は「１ 有」とみなし、 

期限付名簿登載者ランクをお知らせします。 

２２  採採用用候候補補者者名名簿簿へへのの登登載載等等  

(１) 採用候補者名簿登載の基準に達したと判断された者を合格者とし、東京都公立学校教員採用候補者として名簿に登載

※ 受験資格に複数の免許状を必要としている校種・教科

小学校全科（理科コース）、小学校全科（英語コース）、中学校・高等学校共通の各教科、小学校・中学校・高等

学校共通（家庭） 

(２) 東京都公立学校教員採用候補者名簿登載者は、名簿登載期間を延長する者を除き、原則として令和３年４月１日付け

で採用します。

(３) 不合格者の中で成績が上位であり、期限付任用教員採用候補者名簿登載の基準に達したと判断された者の中で、受験

申込時に期限付任用教員採用候補者となることを希望した者については、期限付任用教員採用候補者名簿に登載します。

名簿登載期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間です。

します。名簿登載期間は、原則として令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間です。

なお、教職大学院へ進学する場合又は在学中の場合は、名簿登載期間を延長することができます。名簿登載期間の延

長を希望する者は、東京都公立学校教員採用候補者名簿に登載された後、東京都教育庁人事部選考課へ申請してくださ

い（具体的な申請手続、延長制度等については、令和２年１１月に実施予定の採用候補者説明会で説明します。）。 

ただし、名簿登載期間を延長する場合は、以下のア及びイ両方の要件を満たす必要があります。 

必要な免許状が複数ある場合※は、いずれか一つ以上の専修免許状を取得すること。 

ただし、特別支援学校の場合は、受験資格に必要な校種・教科の専修免許状又は特別支援学校教諭専修免許状のい

ずれか一つ以上を取得すること。 

ア 定められた修業年限で教職大学院を修了すること。留年、留学等による名簿登載期間の延長は認められません。

イ 延長後の名簿登載期間終了までに、受験資格に必要な校種・教科の専修免許状を取得すること。なお、受験資格に
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(４) 期限付任用教員採用候補者名簿登載者は、原則として令和３年度途中の病気休職等による欠員が生じた場合に任用期

間を定めて任用します。採用手続時には、総合成績による期限付名簿登載者ランク（Ⅰ～Ⅲ）、欠員が発生した学校の所

在地、期限付名簿登載者の任用希望校種・任用希望地区、通勤時間、合格後に提出する書類に記載される本人の属性等

を総合的に勘案し、区市町村教育委員会又は都立学校へ紹介の手続を行います。

３３  採採用用のの手手順順  

(１) 東京都公立学校教員採用候補者名簿に登載された者について、区市町村教育委員会又は都立学校での面談等、所定の

手続を経て採用を決定します。

(２) 以下のいずれかの事項に該当した場合は、採用候補者名簿から削除します（採用の対象ではなくなります。）。

ア 東京都公立学校教員として、正規採用となった場合

イ 正当な理由がなく、紹介先を辞退した場合

ウ 正当な理由がなく、照会に応答しない場合

エ 選考を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

オ 令和３年４月１日までに、受験校種等・教科（科目等）の教諭普通免許状を取得できなかった場合又は更新手続を

行っていなかった場合 

※ 更新手続とは、免許状の修了確認期限が到来する者又は有効期間の満了の日を迎える者が行う手続です。

カ 心身の故障その他により、教員としての適性を欠くことが明らかとなった場合

４４  名名簿簿登登載載者者のの配配属属先先 

東京都公立学校教員採用候補者名簿に登載された者の配属先は、以下のとおりです。 

ただし、欠員の状況により、取得免許状で教授可能な校種等・教科（科目等）で配属されることがあります。 

受験校種等 配     属     先 

小 学 校
区市町村立小学校（特別支援学級を含む。）全科、専科（音楽・図工・家庭・英語）、 

区市町村立義務教育学校、区立特別支援学校（小学部） 

中 ・ 高 等 学 校 共 通 
区市町村立中学校（特別支援学級を含む。）、都立中学校、区市町村立義務教育学校、都立高

等学校（全日制・定時制・通信制）、都立及び区立中等教育学校 

小 ・ 中 学 校 共 通 
区市町村立小学校（特別支援学級を含む。）、区市町村立中学校（特別支援学級を含む。）、 

都立中学校、区市町村立義務教育学校、都立及び区立中等教育学校、区立特別支援学校 

小・中・高等学校共通 

区市町村立小学校（特別支援学級を含む。）、区市町村立中学校（特別支援学級を含む。）、都

立中学校、区市町村立義務教育学校、都立高等学校（全日制・定時制・通信制）、都立及び区

立中等教育学校、区立特別支援学校 

中 学 校
区市町村立中学校（特別支援学級を含む。）、都立中学校、区市町村立義務教育学校、都立及

び区立中等教育学校 

高 等 学 校 都立高等学校（全日制・定時制・通信制）、都立及び区立中等教育学校 

特 別 支 援 学 校 都立特別支援学校（小学部・中学部・高等部）、区立特別支援学校（小学部・中学部） 

養 護 教 諭 
区市町村立小学校、区市町村立中学校、都立中学校、区市町村立義務教育学校、都立高等学

校（全日制・定時制）、都立及び区立中等教育学校、都立及び区立特別支援学校 

◆ 区市町村立小学校及び中学校並びに都立高等学校には、都外及び島しょ地区に所在する学校を含みます。

◆ 都立及び区立特別支援学校には、都外に所在する学校を含みます。

◆ 共通枠で採用された者は、校種間を異動することがあります。

◆ 欠員の状況によっては、名簿登載となった校種等・教科（科目等）以外で採用となることがあります。
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５５  勤勤務務条条件件のの概概要要  

(１) 給与

ア 初任給   （令和２年４月１日適用） 

区 分 小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校 特別支援学校 

大学卒 約２４８，７００円 約２６１，７００円 

短大卒 約２２７，４００円 約２３９，３００円 

◆ 初任給は、給料月額、教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当及び給料の調整額（該当者のみ）を合

わせた金額で、上記の表は、新卒者が都内（島しょ地域を除く。）の学校に採用された場合の例です。

◆ 採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。

イ 前歴加算

高等学校卒業以降に有用な経験がある場合は、一定の基準により加算されます。ただし、前歴加算には限度があり

ます。 

ウ 各種手当

支給要件を満たす場合には、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が支給されます。また、特別支援

学級、へき地（島しょ等）の学校、定時制高等学校等に勤務する者及び農業・工業高等学校等に勤務し、実習教科を

担当する者には、別途手当等が支給されます。 

エ その他

(ア) 昇給は、前年度の勤務成績により、原則として４月１日付けで行われます。

(イ) 国立大学法人及び他の道府県での教職員在職期間は、東京都の退職手当の算定に通算しません。

(ウ) 採用時の年齢により昇任選考の一部を受験できないことがあります。

(２) 勤務時間等 

ア 勤務時間 １週間について３８時間４５分 

イ 休 日 等  土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

ウ 休 暇 等  年次有給休暇（４月１日採用の場合は年間２０日）、病気休暇、妊娠出産休暇（１６週間）、慶弔休暇、

生理休暇、夏季休暇（５日）、介護休暇（無給）、育児休業（３歳未満の子を養育する者、無給）等 

６６  期期限限付付任任用用教教員員ににつついいてて 

 年度途中の教員の病気休職及び退職、学級増等、教員の欠員が生じた場合に、学校に勤務します。勤務内容は、正規教

員と全く同様であり、授業を行うだけでなく学級担任及び校務分掌も担当します（時間講師とは異なります。）。任用期間

は、最長で１年間です。ただし、年度を越えたり、年度をまたがっての任用はありません。 

 期限付任用教員としての任用期間中は、地方公務員法の適用を受けることになります。給料・各種手当、勤務時間、休

暇等の勤務条件は原則として正規教員と同様の扱いとなります。ただし、任用期間に定めがあることのほか、給料の前歴

加算や休職休業等の扱いの一部で正規教員と異なる場合があります。 

なお、６か月以上勤務すると退職手当の支給対象となります。 

◆ 期限付任用教員採用候補者名簿に登載されても、欠員の発生状況によっては任用されない場合があります。

◆ 期限付任用教員については、育児休業は取得できません。ただし、部分休業は取得できます。

◆ 原則として、名簿に登載後、期限付任用教員として、令和３年４月以降６か月以上勤務できないことが明らかな場

合は辞退扱いとなり、勤務の紹介の対象者ではなくなります。

また、以下のいずれかの事項に該当した場合は、期限付任用教員採用候補者名簿から削除します。 

（１）正当な理由がなく、紹介先を辞退した場合 

（２）正当な理由がなく、照会に応答しない場合 

（３）選考を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合 

（４）令和３年４月１日までに、受験校種等・教科（科目等）の教諭普通免許状を取得できなかった場合又は更新手続

を行っていなかった場合 

※ 更新手続とは、免許状の修了確認期限が到来する者又は有効期間の満了の日を迎える者が行う手続です。

（５）心身の故障その他により、教員としての適性を欠くことが明らかとなった場合 

 選考の結果、不合格となった場合に、「産休育休代替教員・期限付任用教員（特別認定）」及び「時間講師」としての任

用に関する連絡を希望するか否かについて、受験申込書の情報提供希望欄の該当箇所に○を付けてください。無記入の場

合は、「４ 希望無」とみなします。また、申込受理後の希望の変更はできません。 

情報提供期間は、原則として令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間となります。 

◆ 産休育休代替教員とは、教員が妊娠出産休暇又は育児休業を取得する場合に、その期間中の代替となる臨時的任用教

員です。勤務内容は、正規教員と同様で、授業を行うだけでなく学級担任及び校務分掌等も担当します。

◆ 期限付任用教員（特別認定）とは、期限付任用教員採用候補者名簿登載者からの任用が困難である場合に限り、期限

付任用教員として特別に任用される者です。任用理由、勤務内容、勤務条件は前記「６ 期限付任用教員について」に

いう期限付任用教員と同じです。情報提供を希望する方に都立学校等から連絡することがあります。

◆ 時間講師とは、東京都公立学校の各学校において、正規教員以外に時間講師で対応する授業時間数が生じた際に、各

授業を担当する非常勤職員を言います。時間を単位として授業を行い、1 週間当たり２６時間を超えない範囲で任用さ

れます。

令和２年度から、会計年度任用職員制度へ移行しており、時間講師として任用されるためには、時間講師採用候補者

選考を受験し、時間講師採用候補者名簿に登載される必要があります。 

選考は２種類あり、毎年１０月頃から１１月頃までに申込みの受付を行う定例選考と、定例選考後に必要に応じて実

施する随時選考があります。翌年度の４月当初からの勤務を希望する場合は、定例選考を受験してください。 

情報提供を希望する方に対しては、合格発表後、時間講師採用候補者選考に関する通知を送付させていただく場合が

あります。 

時間講師についての詳細は、東京都教育委員会の下記ホームページを御参照ください。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/teacher/part-time.html 

（【トップページ】→【採用情報】→【教員系職員】→【東京都公立学校時間講師を希望される方へ】） 

【【  問問合合せせ先先  】】  

   東京都教育庁人事部選考課 

   〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 都庁第二本庁舎１４階 

   電 話 ０３（５３２０）６７８７【ダイヤルイン】 

【【  採採用用選選考考にに関関すするる情情報報  】】  

   東京都公立学校教員採用案内ホームページ https://www.kyoinsenko.metro.tokyo.jp/ 

   東京都教育庁人事部選考課Twitter   https://twitter.com/tocho_senko 

※ 採用選考に関する緊急連絡は、ホームページ及びTwitterに掲載します。

７ 「産休育休代替教員・期限付任用教員（特別認定）」、「時間講師」の希望に関する情報の提供について 

正規教員の採用候補者とは別に選考を実施し、合格者を「産休育休代替教職員採用候補者名簿」に登載しています。

この名簿に登載された者からの任用が困難な場合に限り、情報提供を希望する方に都立学校及び区市町村立学校（以下、

「都立学校等」という。）から連絡することがあります。 

産休育休代替教員についての詳細は、東京都教育委員会の下記ホームページを御参照ください（産休育休代替教職員

の名簿登載選考については正規教員の採用候補者選考と併願することも可能です。）。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/teacher/maternity_leaving_alternate.html 

（【トップページ】→【採用情報】→【教員系職員】→【東京都公立学校臨時的任用教員（産休育休代替）の募集について】） 
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 選考の結果、不合格となった場合に、「産休育休代替教員・期限付任用教員（特別認定）」及び「時間講師」としての任

用に関する連絡を希望するか否かについて、受験申込書の情報提供希望欄の該当箇所に○を付けてください。無記入の場

合は、「４ 希望無」とみなします。また、申込受理後の希望の変更はできません。 

情報提供期間は、原則として令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間となります。 

◆ 産休育休代替教員とは、教員が妊娠出産休暇又は育児休業を取得する場合に、その期間中の代替となる臨時的任用教

員です。勤務内容は、正規教員と同様で、授業を行うだけでなく学級担任及び校務分掌等も担当します。

◆ 期限付任用教員（特別認定）とは、期限付任用教員採用候補者名簿登載者からの任用が困難である場合に限り、期限

付任用教員として特別に任用される者です。任用理由、勤務内容、勤務条件は前記「６ 期限付任用教員について」に

いう期限付任用教員と同じです。情報提供を希望する方に都立学校等から連絡することがあります。

◆ 時間講師とは、東京都公立学校の各学校において、正規教員以外に時間講師で対応する授業時間数が生じた際に、各

授業を担当する非常勤職員を言います。時間を単位として授業を行い、1 週間当たり２６時間を超えない範囲で任用さ

れます。

令和２年度から、会計年度任用職員制度へ移行しており、時間講師として任用されるためには、時間講師採用候補者

選考を受験し、時間講師採用候補者名簿に登載される必要があります。 

選考は２種類あり、毎年１０月頃から１１月頃までに申込みの受付を行う定例選考と、定例選考後に必要に応じて実

施する随時選考があります。翌年度の４月当初からの勤務を希望する場合は、定例選考を受験してください。 

情報提供を希望する方に対しては、合格発表後、時間講師採用候補者選考に関する通知を送付させていただく場合が

あります。 

時間講師についての詳細は、東京都教育委員会の下記ホームページを御参照ください。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/teacher/part-time.html 

（【トップページ】→【採用情報】→【教員系職員】→【東京都公立学校時間講師を希望される方へ】） 

【【  問問合合せせ先先  】】  

   東京都教育庁人事部選考課 

   〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 都庁第二本庁舎１４階 

   電 話 ０３（５３２０）６７８７【ダイヤルイン】 

【【  採採用用選選考考にに関関すするる情情報報  】】  

   東京都公立学校教員採用案内ホームページ https://www.kyoinsenko.metro.tokyo.jp/ 

   東京都教育庁人事部選考課Twitter   https://twitter.com/tocho_senko 

※ 採用選考に関する緊急連絡は、ホームページ及びTwitterに掲載します。

７ 「産休育休代替教員・期限付任用教員（特別認定）」、「時間講師」の希望に関する情報の提供について 

正規教員の採用候補者とは別に選考を実施し、合格者を「産休育休代替教職員採用候補者名簿」に登載しています。

この名簿に登載された者からの任用が困難な場合に限り、情報提供を希望する方に都立学校及び区市町村立学校（以下、

「都立学校等」という。）から連絡することがあります。 

産休育休代替教員についての詳細は、東京都教育委員会の下記ホームページを御参照ください（産休育休代替教職員

の名簿登載選考については正規教員の採用候補者選考と併願することも可能です。）。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/teacher/maternity_leaving_alternate.html 

（【トップページ】→【採用情報】→【教員系職員】→【東京都公立学校臨時的任用教員（産休育休代替）の募集について】） 
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【【参参考考】】

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

－ 3,681 3,263 1,588 2.1

－ 37 29 12 2.4

－ 44 36 14 2.6

－ 1,570 3,762 3,328 1,614 2.1

国語 － 699 575 211 2.7 69

地歴 － 844 703 119 5.9 49

公民 － 349 280 45 6.2 17

数学 － 839 682 201 3.4 86

物理 211 172 40 4.3 23

化学 236 197 52 3.8 37

生物 243 200 46 4.3 25

英語 － 747 606 222 2.7 86

音楽 － 198 159 49 3.2 20

美術 － 167 126 38 3.3 24

保健体育 － 1,294 1,137 166 6.8 52

1,110 5,827 4,837 1,189 4.1 488

音楽 － 258 228 67 3.4 31

美術 － 160 131 64 2.0 34

100 418 359 131 2.7 65

家庭 － 30 157 131 47 2.8 19

技術 － 40 57 48 35 1.4 0

情報 － 52 42 1 42.0 2

商業 － 75 61 1 61.0 0

機械系 21 19 7 2.7 3

電気系 22 17 7 2.4 4

化学系 2 2 1 2.0 0

建築系 13 12 2 6.0 3

工芸系 3 3 3 1.0 0

園芸系 13 9 2 4.5 2

食品系 7 6 2 3.0 2

造園系 3 2 1 2.0 0

40 211 173 27 6.4 16

小学部 － － 60 330 263 87 3.0 47

中学部 技術 － 若干名 6 3 3 1.0 0

国語 － 40 32 13 2.5 8

社会 － 126 100 27 3.7 17

数学 － 19 13 6 2.2 3

理科 － 22 20 9 2.2 3

英語 － 37 32 2 16.0 5

保健体育 － 147 132 25 5.3 16

音楽 － 30 25 17 1.5 1

美術 － 21 18 11 1.6 2

家庭 － 19 14 4 3.5 3

100 461 386 114 3.4 58

若干名 15 10 1 10.0 1

若干名 4 2 1 2.0 0

160 816 664 206 3.2 106

－ 80 886 744 88 8.5 70

東京教師養成塾生を対象とした特別選考 80名程度 80 79 73 1.1 5

若干名 2 2 2 1.0 0

若干名 2 1 1 1.0 0

若干名 0 0 0 0.0 0

国際貢献活動経験者特別選考 5名以内 12 12 5 2.4 0

33,,221155 1122,,223300 1100,,337788 33,,441188 33..00 11,,665500
※スポーツ・文化・芸術特別選考（5名）は除く。

東京都立大島海洋国際高等学校の水産担当教員採用候補者特別選考

調理師養成施設校における調理実習担当教員採用候補者特別選考

介護福祉士養成施設校における福祉科担当教員採用候補者特別選考

校種・教科・科目等

採用見込者数
（名）

応募者数
（名）

期限付任用
教員名簿
登載者数
（名）

小学校全科

881
小学校全科（理科コース）

小学校全科（英語コース）

小学校全科　合計

受験者数
（名）

名簿登載者数
（名）

倍率
（倍）

中・高等学校共通
理科

小計

小・中学校共通

小計

自立活動

小・中・高共通

中学校

高等学校

工業

農業

小計

平平成成３３１１年年度度東東京京都都公公立立学学校校教教員員採採用用候候補補者者選選考考（（３３２２年年度度採採用用））結結果果

特別支援学校合計

養護教諭

合合 計計

特別支援学校

中学部
高等部

小学部
中学部
高等部

小計

理療
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校種・教科・科目等

採用見込者数
（名）

応募者数
（名）

期限付任用
教員名簿
登載者数
（名）

小学校全科

881
小学校全科（理科コース）

小学校全科（英語コース）

小学校全科　合計

受験者数
（名）

名簿登載者数
（名）
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（倍）
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理科

小計

小・中学校共通

小計

自立活動

小・中・高共通

中学校

高等学校
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平平成成３３１１年年度度東東京京都都公公立立学学校校教教員員採採用用候候補補者者選選考考（（３３２２年年度度採採用用））結結果果

特別支援学校合計

養護教諭

合合 計計

特別支援学校

中学部
高等部

小学部
中学部
高等部

小計

理療

【学校名コード（校種・五十音順）】
学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード

＊＊国公立大学４年制以上＊＊ 京都市立美術大学 4015 東京商船大学 1046 三重大学 1068

学校名 コード 京都大学 1020 東京水産大学 1047 宮城教育大学 1067

愛知教育大学 1002 京都府立医科大学 4016 東京大学 1040 宮城大学 4092

愛知県立看護大学 4054 京都府立大学 4014 東京都立科学技術大学 4048 宮崎医科大学 1083

愛知県立芸術大学 4003 釧路公立大学 4071 東京都立産業技術大学院大学 4115 宮崎県立看護大学 4093

愛知県立女子大学 4001 熊本県立大学 4072 東京都立大学 4033 宮崎公立大学 4094

愛知県立大学 4002 熊本女子大学 4019 東京都立保健科学大学 4050 宮崎大学 1069

会津大学 4058 熊本大学 1027 東京農工大学 1049 名桜大学 4106

青森県立保健大学 4055 群馬県立県民健康科学大学 4101 東北大学 1039 室蘭工業大学 1070

青森公立大学 4056 群馬県立女子大学 4073 徳島大学 1052 山形県立保健医療大学 4095

秋田県立大学 4057 群馬大学 1026 図書館情報大学 1089 山形大学 1071

秋田大学 1001 県立鹿児島大学 4020 鳥取大学 1051 山口県立医科大学 4045

旭川医科大学 1077 県立長崎シーボルト大学 4076 富山医科薬科大学 1082 山口県立大学 4096

石川県立看護大学 4053 県立長崎大学 4074 富山県立大学 4079 山口大学 1073

茨城県立医療大学 4060 県立広島大学 4102 富山大学 1050 山梨医科大学 1088

茨城県立農科大学 4004 高知医科大学 1084 豊橋技術科学大学 1092 山梨県立看護大学 4052

茨城大学 1004 高知県立大学 4112 長岡技術科学大学 1081 山梨県立大学 4109

岩手県立大学 4061 高知工科大学 7727 長崎県立大学 4080 山梨大学 1072

岩手大学 1003 高知女子大学 4024 長崎国際経済大学 4037 横浜国立大学 1074

宇都宮大学 1005 高知大学 1030 長崎大学 1057 横浜市立大学 4046

愛媛県立医療技術大学 4099 神戸医科大学 4023 長野県看護大学 4081 琉球大学 1076

愛媛県立松山農科大学 4005 神戸市外国語大学 4022 名古屋工業大学 1054 和歌山県立医科大学 4047

愛媛大学 1006 神戸市看護大学 4075 名古屋市立大学 4035 和歌山大学 1075

大分医科大学 1090 神戸商科大学 4021 名古屋大学 1053

大分県立看護科学大学 4062 神戸商船大学 1029 名古屋薬科大学 4034 ＊＊国公立大学２年制（短大等）＊＊

大分大学 1014 神戸大学 1028 名寄市立大学 4104 学校名 コード

大阪外国語大学 1011 公立はこだて未来大学 4114 奈良教育大学 1055 愛知県立看護短期大学 5202

大阪教育大学 1012 埼玉県立大学 4051 奈良県立医科大学 4036 愛知県立女子短期大学 5201

大阪女子大学 4008 埼玉大学 1031 奈良県立大学 4082 会津大学短期大学部 8675

大阪市立医科大学 4009 佐賀医科大学 1087 奈良女子大学 1056 秋田県立農業短期大学 5253

大阪市立大学 4007 佐賀大学 1032 奈良先端科学技術大学院大学 1095 秋田大学医療技術短期大学部 2039

大阪大学 1010 札幌医科大学 4025 鳴門教育大学 1096 石川県立農業短期大学 5254

大阪府立看護大学 4063 札幌市立大学 4103 新潟県立看護大学 4083 茨城大学短期大学部 2001

大阪府立大学 4006 産業技術大学院大学 4108 新潟県立大学 4113 岩手県立大学宮古短期大学部 5296

岡山県立大学 4064 滋賀医科大学 1079 新潟大学 1058 岩手県立盛岡短期大学 5203

岡山大学 1013 滋賀県立大学 4077 新見公立大学 4105 宇都宮工業短期大学 2202

沖縄県立看護大学 4065 滋賀大学 1035 浜松医科大学 1080 大分県立芸術短期大学 5208

沖縄県立芸術大学 4066 静岡県立大学 4049 一橋大学 1060 大阪外国語大学短期大学部 2021

小樽商科大学 1007 静岡女子大学 4028 姫路工業大学 4038 大阪看護大学医療技術短期大学部 2036

お茶の水女子大学 1009 静岡大学 1034 兵庫教育大学 1097 大阪社会事業短期大学 5205

尾道大学 4067 静岡農業大学 4026 兵庫県立看護大学 4084 大阪大学短期大学部 2003

帯広畜産大学 1008 静岡文化芸術大学 4098 兵庫県立大学 4110 大阪府立短期大学部 5001

香川医科大学 1093 静岡薬科大学 4027 兵庫農科大学 4039 大月市立経済短期大学 5251

香川県農科大学 4011 島根医科大学 1086 弘前大学 1059 大月短期大学 5204

香川県立保健医療大学 4100 島根県立大学 4078 広島医科大学 4040 岡山県立短期大学 5206

香川大学 1016 島根大学 1036 広島県立大学 4085 沖縄女子短期大学 5252

鹿児島大学 1017 島根農科大学 4029 広島県立保健福祉大学 4086 小樽商科大学短期大学部 2002

神奈川県立保健福祉大学 4068 下関市立大学 4030 広島女子大学 4041 尾道短期大学 5207

金沢大学 1015 首都大学東京 4097 広島市立大学 4087 香川大学短期大学部 2004

金沢美術工芸大学 4010 上越教育大学 1085 広島大学 1061 鹿児島県立短期大学 5213

鹿屋体育大学 1094 信州大学 1033 福井医科大学 1091 神奈川県立衛生短期大学 5210

北九州大学 4018 高崎経済大学 4031 福井県立大学 4088 神奈川県立栄養短期大学 5209

北見工業大学 1018 千葉県立保健医療大学 4111 福井大学 1063 神奈川県立外語短期大学 5211

岐阜県立医科大学 4012 千葉大学 1037 福岡教育大学 1064 金沢大学医療技術短期大学部 2022

岐阜県立看護大学 4069 筑波大学 1078 福岡県立大学 4089 金沢美術工芸短期大学 5212

岐阜大学 1019 都留文科大学 4032 福岡女子大学 4043 川崎市立看護短期大学 5260

岐阜薬科大学 4013 電気通信大学 1038 福島県立医科大学 4042 北九州大学短期大学部 5003

九州芸術工科大学 1025 東京医科歯科大学 1041 福島大学 1062 岐阜女子短期大学 5214

九州工業大学 1024 東京外国語大学 1042 北陸先端科学技術大学院大学 4107 岐阜大学短期大学部 2005

九州歯科大学 4017 東京海洋大学 1098 北海道教育大学 1066 九州大学医療技術短期大学部 2023

九州大学 1023 東京学芸大学 1048 北海道大学 1065 京都工芸繊維大学短期大学部 2006

京都教育大学 1021 東京教育大学 1044 前橋工科大学 4090 京都市立音楽短期大学 5215

京都工芸繊維大学 1022 東京芸術大学 1043 三重県立看護大学 4091 京都市立看護短期大学 5216

京都市立芸術大学 4070 東京工業大学 1045 三重県立大学 4044 京都大学医療技術短期大学部 2029

◆卒業時の校名がない場合は、統合・校名変更後の校名があればそのコードを、なければ「コード表にない場合」9999のコードを記入してください。
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学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード

京都府立大学短期大学部 5002 広島農業短期大学 5241 長岡工業高等専門学校 2816 大阪樟蔭女子大学 7024

熊本大学医療技術短期大学部 2040 福岡県社会保育短期大学 5243 長野工業高等専門学校 2820 大阪商業大学 7581

群馬県立医療短期大学 5261 福島県立会津短期大学 5242 奈良工業高等専門学校 2827 大阪城東大学 7025

群馬大学短期大学部 2007 福島大学短期大学部 2017 新居浜工業高等専門学校 2836 大阪体育大学 7035

県立新潟女子短期大学 5217 北海道職業能力開発短期大学校 2204 沼津工業高等専門学校 2822 大阪電気通信大学 7031

高知短期大学 5218 北海道大学医療技術短期大学部 2034 函館工業高等専門学校 2801 大阪薬科大学 7027

神戸市外国語大学短期大学部 5004 前橋市立工業短期大学 5244 八戸工業高等専門学校 2805 大谷女子大学 7022

国立清水海上技術短期大学校 2203 三重短期大学 5246 広島商船高等専門学校 2847 大谷大学 7021

埼玉県立衛生短期大学 5257 宮城県農業短期大学 5245 福井工業高等専門学校 2819 大妻女子大学 7019

埼玉県立大学短期大学部 5006 山形県立米沢女子短期大学 5249 福島工業高等専門学校 2810 大手前女子大学 7037

埼玉大学短期大学部 2008 山形大学工業短期大学部 2025 舞鶴工業高等専門学校 2825 大宮法科大学院大学 7682

滋賀県立短期大学 5221 山形大学短期大学部 2018 松江工業高等専門学校 2830 岡山商科大学 7039

滋賀県立農業短期大学 5222 山口女子短期大学 5248 宮城工業高等専門学校 2807 岡山理科大学 7038

滋賀大学短期大学部 2010 山口大学短期大学部 2019 都城工業高等専門学校 2843 沖縄国際大学 7286

静岡県立大学短期大学部 5263 山梨県立女子短期大学 5247 弓削商船高等専門学校 2849 沖縄大学 7582

静岡女子短期大学 5219 横浜市立大学看護短期大学部 5007 米子工業高等専門学校 2829 関西福祉大学 7664

静岡大学短期部 2009 琉球大学短期大学部 2026 和歌山工業高等専門学校 2828 嘉悦大学 7583

静岡法経短期大学 5220 和歌山県立理科短期大学 5250 学習院女子大学 7574

島根県立島根女子短期大学 5223 和歌山大学短期大学部 2020 ＊＊私立大学４年制以上＊＊ 学習院大学 7041

島根県立大学短期大学部 5264 学校名 コード 鹿児島経済大学 7051

下関商業短期大学 5224 愛知医科大学 7284 鹿児島国際大学 7584

市立名寄短期大学 5262 学校名 コード 愛知学院大学 7009 鹿児島純心女子大学 7757

信州大学医療技術短期大学部 2030 明石工業高等専門学校 2826 愛知工業大学 7010 神奈川工科大学 7553

高崎市立短期大学 5225 秋田工業高等専門学校 2808 愛知産業大学 7651 神奈川歯科大学 7044

千葉県立衛生短期大学 5258 旭川工業高等専門学校 2804 愛知淑徳大学 7686 神奈川大学 7042

千葉職業能力開発短期大学校 2037 阿南工業高等専門学校 2834 愛知大学 7008 金沢医科大学 7662

千葉大学短期大学部 2011 有明工業高等専門学校 2839 藍野大学 7659 金沢経済大学 7046

筑波技術短期大学 2205 石川工業高等専門学校 2818 青森大学 7001 金沢工業大学 7045

筑波大学医療技術短期大学部 2033 一関工業高等専門学校 2806 青森中央学院大学 7748 金沢星稜大学 7585

都留短期大学 5226 茨城工業高等専門学校 2811 青山学院大学 7005 鎌倉女子大学 7586

電気通信大学短期大学部 2012 宇部工業高等専門学校 2833 秋田看護福祉大学 7660 亀田医療大学 7740

東京職業訓練短期大学校 2027 大分工業高等専門学校 2842 秋田経済大学 7002 鹿屋体育大学 7317

東京職業能力開発短期大学校 2028 大阪府立工業高等専門学校 5803 秋田経済法科大学 7578 川崎医科大学 7287

東京都立医療技術短期大学 5295 大島商船高等専門学校 2848 旭川大学 7285 川崎医療福祉大学 7701

東京都立工科短期大学 5255 小山工業高等専門学校 2812 麻布獣医科大学 7007 川村学園女子大学 7587

東京都立工業短期大学 5229 鹿児島工業高等専門学校 2844 麻布大学 7556 関西医科大学 7048

東京都立航空工業短期大学 5230 木更津工業高等専門学校 2814 亜細亜大学 7006 関西医療大学 7728

東京都立商科短期大学 5228 北九州工業高等専門学校 2840 足利工業大学 7003 関西外国語大学 7049

東京都立立川短期大学 5227 岐阜工業高等専門学校 2821 芦屋大学 7012 関西学院大学 7050

東京都立短期大学 5259 釧路工業高等専門学校 2803 跡見学園女子大学 7004 関西看護医療大学 7663

道都短期大学 5256 熊本高等専門学校 5807 安城学園大学 7011 関西国際大学 7708

東北大学医療技術短期大学部 2024 久留米工業高等専門学校 2838 茨城キリスト教大学 7014 関西大学 7047

徳島大学医療技術短期大学部 2035 呉工業高等専門学校 2832 いわき明星大学 7652 環太平洋大学 7706

徳島大学短期大学部 2014 群馬工業高等専門学校 2813 岩手医科大学 7013 神田外語大学 7572

図書館短期大学 2201 高知工業高等専門学校 2837 上野学園大学 7015 関東学院大学 7043

富山県立大谷技術短期大学 5231 神戸市工業高等専門学校 5804 宇部フロンティア大学 7661 関東学園大学 7312

富山県立技術短期大学 5297 佐世保工業高等専門学校 2841 浦和大学 7691 畿央大学 7729

富山大学短期大学部 2013 鈴鹿工業高等専門学校 2824 英知大学 7016 北里大学 7056

長崎県立佐世保商科短期大学 5238 仙台高等専門学校 5808 江戸川大学 7579 北日本学院大学 7052

長崎県立女子短期大学 5237 高松工業高等専門学校 2835 エリザベト音楽大学 7017 吉備国際大学 7683

長崎大学医療技術短期大学部 2038 詫間電波工業高等専門学校 2850 追手門学院大学 7036 岐阜教育大学 7288

長崎大学短期大学部 2015 津山工業高等専門学校 2831 奥州大学 7018 岐阜経済大学 7057

長野県立短期大学 5233 鶴岡工業高等専門学校 2809 桜美林大学 7020 岐阜歯科大学 7289

名古屋市立女子短期大学 5234 東京工業高等専門学校 2815 大分工業大学 7040 岐阜女子大学 7058

名古屋市立保育短期大学 5235 東京都立工業高等専門学校 5801 大阪医科大学 7029 岐阜聖徳学園大学 7588

名寄女子短期大学 5232 東京都立航空工業高等専門学校 5802 大阪音楽大学 7030 九州栄養福祉大学 7658

奈良県立短期大学 5236 東京都立産業技術高等専門学校 5805 大阪学院大学 7032 九州学院大学 7068

新潟大学医療技術短期大学部 2032 徳山工業高等専門学校 2851 大阪経済大学 7023 九州看護福祉大学 7692

新潟大学短期大学部 2016 鳥羽商船高等専門学校 2846 大阪経済法科大学 7315 九州共立大学 7067

新見公立短期大学 5265 苫小牧工業高等専門学校 2802 大阪芸術大学 7033 九州国際大学 7589

姫路短期大学 5239 富山工業高等専門学校 2817 大阪工業大学 7026 九州産業大学 7274

兵庫農科大学短期大学部 5005 富山高等専門学校 5806 大阪国際大学 7580 九州商科大学 7065

弘前大学医療技術短期大学部 2031 富山商船高等専門学校 2845 大阪産業大学 7034 九州女子大学 7066

広島女子短期大学 5240 豊田工業高等専門学校 2823 大阪歯科大学 7028 九州東海大学 7290

＊＊国公立工業高等専門学校＊＊

◆卒業時の校名がない場合は、統合・校名変更後の校名があればそのコードを、なければ「コード表にない場合」9999のコードを記入してください。25



学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード

九州保健福祉大学 7643 札幌商科大学 7094 聖路加国際大学 7718 東京有明医療大学 7732

京都外国語大学 7062 札幌大学 7093 聖和女子大学 7127 東京医科大学 7283

京都学園大学 7291 三育学院大学 7730 清和大学 7604 東京医療保健大学 7647

京都産業大学 7063 産業医科大学 7316 聖和大学 7605 東京音楽大学 7615

京都女子大学 7061 産業能率大学 7731 摂南大学 7606 東京家政学院大学 7179

京都精華大学 7709 産能大学 7560 専修大学 7122 東京家政大学 7167

京都造形芸術大学 7653 山陽学園大学 7741 洗足学園音楽大学 7607 東京経済大学 7170

京都橘大学 7750 四国学院大学 7116 洗足学園大学 7126 東京工科大学 7558

京都文教大学 7590 四国女子大学 7115 仙台白百合女子大学 7697 東京工芸大学 7311

京都薬科大学 7060 四国大学 7599 仙台大学 7119 東京国際大学 7557

共立女子大学 7054 静岡福祉大学 7758 相愛女子大学 7129 東京歯科大学 7175

共立薬科大学 7053 静岡文化芸術大学 7656 相愛大学 7608 東京慈恵会医科大学 7177

杏林大学 7292 自治医科大学 7294 創価大学 7298 東京写真大学 7183

桐生大学 7702 実践女子大学 7101 園田学園女子大学 7130 東京獣医畜産大学 7171

近畿大学 7064 四天王寺国際仏教大学 7600 第一経済大学 7140 東京純心女子大学 7616

金城学院大学 7059 四天王寺女子大学 7112 第一工業大学 7723 東京純心大学 7752

金城大学 7713 芝浦工業大学 7104 第一薬科大学 7139 東京情報大学 7688

近大姫路大学 7665 秀明大学 7710 大正大学 7131 東京女学館大学 7617

国立音楽大学 7069 十文字学園女子大学 7640 太成学院大学 7670 東京女子医科大学 7176

熊本学園大学 7591 淑徳大学 7100 大同工業大学 7137 東京女子大学 7164

熊本工業大学 7071 種智院大学 7111 大東文化大学 7136 東京女子体育大学 7178

熊本商科大学 7070 純真学園大学 7742 高岡法科大学 7754 東京神学大学 7172

熊本保健科学大学 7666 順天堂大学 7106 高崎健康福祉大学 7634 東京聖栄大学 7650

久留米工業大学 7637 松蔭女子学院大学 7114 高崎商科大学 7609 東京成徳大学 7618

久留米大学 7072 松蔭大学 7751 高千穂商科大学 7134 東京造形大学 7182

群馬医療福祉大学 7704 尚絅学院大学 7726 高千穂大学 7610 東京大東文化大学 7174

群馬パース大学 7667 城西国際大学 7563 宝塚大学 7719 東京電機大学 7173

敬愛大学 7592 城西歯科大学 7295 拓殖大学 7133 東京都市大学 7684

慶応義塾大学 7073 城西大学 7099 橘女子大学 7138 東京農業大学 7168

恵泉女学園大学 7593 上智大学 7117 玉川大学 7132 東京福祉大学 7575

京浜女子大学 7074 湘南工科大学 7645 多摩大学 7636 東京富士大学 7619

工学院大学 7078 尚美学園大学 7646 多摩美術大学 7135 東京未来大学 7711

皇学館大学 7082 上武大学 7263 千葉科学大学 7703 東京薬科大学 7169

光華女子大学 7083 常葉学園大学 7622 千葉敬愛経済大学 7143 東京理科大学 7166

甲子園大学 7091 昭和医科大学 7107 千葉経済大学 7611 同志社女子大学 7186

甲南女子大学 7087 昭和音楽大学 7639 千葉工業大学 7141 同志社大学 7185

甲南大学 7086 昭和女子大学 7105 千葉商科大学 7142 東都医療大学 7698

神戸海星女子学院大学 7088 昭和大学 7109 中央学院大学 7144 道都大学 7318

神戸学院大学 7089 昭和薬科大学 7102 中央大学 7145 東邦音楽大学 7162

神戸女学院大学 7084 女子栄養大学 7108 中央労働学園大学 7146 桐朋学園大学 7055

神戸女子大学 7090 女子美術大学 7103 中京女子大学 7148 東邦大学 7189

神戸女子薬科大学 7085 白梅学園大学 7654 中京大学 7147 東邦薬科大学 7163

神戸薬科大学 7655 白百合女子大学 7110 中部工業大学 7149 東北学院大学 7157

高野山大学 7092 親和女子大学 7113 中部大学 7671 東北工業大学 7160

郡山女子大学 7075 杉野女子大学 7118 つくば国際大学 7672 東北歯科大学 7299

國學院大學 7077 杉野服飾大学 7601 津田塾大学 7150 東北女子大学 7300

国際医療福祉大学 7573 椙山女学園大学 7266 鶴見女子大学 7151 東北福祉大学 7159

国際基督教大学 7079 駿河台大学 7555 鶴見大学 7273 東北文化学園大学 7721

国際商科大学 7076 聖学院大学 7561 帝京科学大学 7566 東北薬科大学 7158

国際大学 7739 成蹊大学 7121 帝京技術科学大学 7562 東洋英和女学院大学 7567

国際武道大学 7594 星槎大学 7712 帝京大学 7152 東洋音楽大学 7180

国士舘大学 7081 成城大学 7123 帝京平成大学 7612 東洋学園大学 7620

駒沢女子大学 7595 聖心女子大学 7120 帝国女子大学 7153 東洋大学 7165

駒沢大学 7080 清泉女子大学 7124 帝塚山学院大学 7154 東和大学 7188

埼玉医科大学 7293 聖徳大学 7602 帝塚山大学 7155 常磐大学 7673

埼玉学園大学 7596 西南学院大学 7128 天使大学 7685 徳島女子大学 7187

埼玉工業大学 7597 西南女学院大学 7603 天理大学 7156 徳島文理大学 7621

佐賀家政大学 7098 西武文理大学 7699 東亜大学 7613 徳山大学 7301

相模工業大学 7096 聖母大学 7668 桐蔭学園横浜大学 7568 常葉大学 7756

相模女子大学 7095 聖マリア学院大学 7669 桐蔭横浜大学 7614 獨協医科大学 7302

佐久大学 7747 聖マリアンナ医科大学 7297 東海学院大学 7717 獨協大学 7161

作陽音楽大学 7097 聖隷クリストファー看護大学 7693 東海学園大学 7755 富山国際大学 7724

札幌学院大学 7598 聖隷クリストファー大学 7694 東海女子大学 7716 豊橋創造大学 7753

札幌国際大学 7746 聖路加看護大学 7125 東海大学 7181 長崎造船大学 7195

◆卒業時の校名がない場合は、統合・校名変更後の校名があればそのコードを、なければ「コード表にない場合」9999のコードを記入してください。 26



学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード

長野大学 7310 広島国際大学 7571 八幡大学 7249 岩手看護短期大学 8652

中村学園大学 7194 広島修道大学 7296 山梨英和大学 7762 岩見沢駒沢短期大学 8221

名古屋外国語大学 7623 広島商科大学 7214 山梨学院大学 7246 上田女子短期大学 8615

名古屋学院大学 7192 広島女学院大学 7213 横浜商科大学 7250 上野学園短期大学 8229

名古屋学芸大学 7707 広島電機大学 7217 横浜創英大学 7737 宇都宮短期大学 8227

名古屋経済大学 7624 広島文化学園大学 7735 横浜薬科大学 7738 宇都宮文星短期大学 8645

名古屋芸術大学 7303 広島文教女子大学 7215 四日市看護医療大学 7679 宇部短期大学 8226

名古屋商科大学 7190 フェリス女学院大学 7221 酪農学園大学 7251 浦和商業短期大学 8228

名古屋女子大学 7191 福井工業大学 7222 立教大学 7255 浦和短期大学 8630

名古屋保健衛生大学 7193 福岡工業大学 7225 立正女子大学 7253 英和短期大学 8233

奈良産業大学 7625 福岡歯科大学 7309 立正大学 7254 江戸川学園短期大学 8619

奈良大学 7304 福岡大学 7224 立命館大学 7256 江の川学園短期大学 8234

南山大学 7265 福山大学 7628 龍谷大学 7257 愛媛女子短期大学 8231

新潟医療福祉大学 7674 福山平成大学 7677 流通経済大学 7252 愛媛帝京短期大学 8232

新潟青陵大学 7635 藤女子大学 7219 了徳寺大学 7720 エリザベト短期大学 8230

新潟薬科大学 7715 佛教大学 7223 ルーテル学院大学 7570 桜美林短期大学 8254

西東京科学大学 7565 文化学園大学 7745 麗沢大学 7258 大分女子短期大学 8261

西日本工業大学 7208 文化女子大学 7220 ＬＥＣ東京リーガルマインド大学 7725 大分短期大学 8260

二松学舎大学 7201 文京学院大学 7629 和光大学 7261 大垣女子短期大学 8581

日本医科大学 7203 文京女子大学 7744 早稲田大学 7260 大阪青山女子短期大学 8252

日本医療科学大学 7733 文教大学 7501 和洋女子大学 7259 大阪音楽大学短期大学部 8007

日本医療大学 7759 平成国際大学 7630 大阪学院短期大学 8248

日本教育大学院大学 7705 別府大学 7226 大阪キリスト教短期大学 8245

日本工業大学 7197 法政大学 7229 学校名 コード 大阪薫英女子短期大学 8251

日本歯科大学 7202 放送大学 7314 愛国学園女子短期大学 8213 大阪工業大学短期大学部 8006

日本社会事業大学 7204 北星学園大学 7262 愛泉女子短期大学 8569 大阪交通短期大学 8242

日本獣医畜産大学 7199 北陸大学 7648 愛知学院短期大学 8206 大阪産業大学短期大学部 8009

日本女子大学 7198 星薬科大学 7230 愛知きわみ看護短期大学 8648 大阪城南女子短期大学 8249

日本女子体育大学 7206 北海学園大学 7227 愛知工業大学短期大学部 8002 大阪女学院短期大学 8253

日本赤十字秋田看護大学 7734 北海道医療大学 7690 愛知淑徳短期大学 8207 大阪女子学園短期大学 8240

日本赤十字看護大学 7576 北海道工業大学 7228 愛知大学短期大学部 8001 大阪女子短期大学 8246

日本赤十字九州国際看護大学 7641 北海道文教大学 7722 会津短期大学 8063 大阪信愛女学院短期大学 8247

日本赤十字豊田看護大学 7675 本州大学 7231 藍野学院短期大学 8649 大阪成蹊女子短期大学 8244

日本赤十字広島看護大学 7577 松本医科大学 7272 青葉学園短期大学 8210 大阪千代田短期大学 8250

日本大学 7200 松山商科大学 7232 青森明の星短期大学 8203 大阪電気通信大学短期大学部 8008

日本体育大学 7196 松山大学 7689 青森短期大学 8202 大下学園女子短期大学 8258

日本大学松戸歯科大学 7305 三島学園女子大学 7234 青森中央女子短期大学 8585 大谷女子短期大学 8241

日本橋学館大学 7626 南九州大学 7235 青森中央短期大学 8650 大谷大学短期大学部 8005

日本福祉大学 7207 美作女子大学 7270 青山学院女子短期大学 8205 大妻女子大学短期大学部 8004

日本文化大学 7551 宮城学院女子大学 7233 明石女子短期大学 8214 大手前女子短期大学 8243

日本文理大学 7760 宮崎産業経営大学 7749 暁学園短期大学 8208 近江短期大学 8239

日本保健医療大学 7700 武庫川女子大学 7269 秋草学園短期大学 8618 岡崎女子短期大学 8238

日本薬科大学 7714 武蔵工業大学 7238 秋田短期大学 8204 岡山就実短期大学 8256

日本ルーテル神学大学 7205 武蔵大学 7236 明の星女子短期大学 8586 岡山商科短期大学 8257

人間総合科学大学 7642 武蔵野音楽大学 7237 旭川女子短期大学 8201 岡山女子短期大学 8255

ノートルダム女子大学 7210 武蔵野学院大学 7761 麻布公衆衛生短期大学 8211 沖縄キリスト教短期大学 8582

ノートルダム清心女子大学 7209 武蔵野女子大学 7240 亜細亜大学短期大学部 8631 沖縄国際大学短期大学部 8059

梅花女子大学 7267 武蔵野大学 7631 足利短期大学 8651 小樽女子短期大学 8236

梅光女学院大学 7271 武蔵野美術大学 7239 芦屋女子短期大学 8209 小田原女子短期大学 8237

白鴎大学 7554 名桜大学 7680 跡見学園短期大学 8212 帯広大谷短期大学 8235

函館大学 7211 明海大学 7559 アレン短期大学 8587 折尾女子経済短期大学 8259

八戸工業大学 7306 明治学院大学 7241 安城学園女子短期大学 8215 嘉悦大学短期大学部 8064

八戸大学 7644 明治国際医療大学 7678 安城学園大学短期大学部 8003 香川県明善短期大学 8270

花園大学 7212 明治大学 7242 飯田女子短期大学 8216 香川短期大学 8269

阪南大学 7268 明治薬科大学 7243 池坊短期大学 8220 学習院大学短期大学部 8010

東日本学園大学 7552 名城大学 7244 和泉短期大学 8225 鶴鳴女子短期大学 8576

姫路獨協大学 7687 明星大学 7264 一宮女子短期大学 8218 鹿児島工業短期大学 8274

兵庫医科大学 7307 目白大学 7632 市邨学園短期大学 8219 鹿児島国際大学短期大学部 8065

兵庫医療大学 7676 ものつくり大学 7633 銀杏学園短期大学 8577 鹿児島純心女子短期大学 8272

兵庫大学 7627 桃山学院大学 7245 稲沢女子短期大学 8217 鹿児島商科短期大学 8271

弘前医療福祉大学 7743 盛岡大学 7638 茨城キリスト教短期大学 8223 鹿児島女子短期大学 8273

弘前学院大学 7308 八代学院大学 7247 茨城女子短期大学 8222 鹿児島短期大学 8275

広島経済大学 7218 安田女子大学 7248 今治明徳短期大学 8224 橿原学院短期大学 8268

広島工業大学 7216 八千代国際大学 7564 岩国短期大学 8588 華頂短期大学 8567

＊＊私立大学２年制（短大等）＊＊

◆卒業時の校名がない場合は、統合・校名変更後の校名があればそのコードを、なければ「コード表にない場合」9999のコードを記入してください。27



学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード

活水女子短期大学 8575 甲子園短期大学 8324 松蔭短期大学 8361 全蘭会短期大学 8300

神奈川歯科大学短期大学部 8676 光星学院八戸短期大学 8593 樟蔭東女子短期大学 8360 相愛女子短期大学 8398

神奈川大学短期大学部 8011 高知学園短期大学 8326 頌栄短期大学 8371 創価女子短期大学 8635

金沢女子短期大学 8263 甲南女子短期大学 8322 尚絅女学院短期大学 8584 園田学園女子短期大学 8397

鎌倉女子大学短期大学部 8066 神戸海星女子学院短期大学 8323 城西大学女子短期大学部 8627 大同工業短期大学 8404

上戸学園女子短期大学 8574 神戸学院女子短期大学 8321 上智短期大学 8599 高田短期大学 8402

カリタス女子短期大学 8266 神戸女子短期大学 8320 尚桐女学院短期大学 8344 高松短期大学 8603

川崎医療短期大学 8589 神戸常磐短期大学 8325 湘南工業短期大学 8368 拓殖短期大学 8399

川村短期大学 8265 神戸山手女子短期大学 8328 湘南短期大学 8656 立川短期大学 8579

関西外国語短期大学 8276 香欄女子短期大学 8327 常磐学園短期大学 8432 田中千代学園女子短期大学 8604

関西学院短期大学 8267 郡山女子大学短期大学部 8019 尚美学園短期大学 8634 玉川学園女子短期大学 8401

関西女子学園短期大学 8278 光陵短期大学 8317 昌平黌短期大学 8345 玉木女子短期大学 8403

関西女子短期大学 8277 国学院大学栃木短期大学 8311 湘北短期大学 8624 多摩美術短期大学 8400

関西大学短期大学部 8012 国際学院埼玉短期大学 8643 常葉短期大学 8372 千葉敬愛短期大学 8405

関東学院女子短期大学 8264 国際短期大学 8312 昭和音楽短期大学 8600 千葉経済大学短期大学部 8644

関東短期大学 8262 国士舘短期大学 8316 昭和学院短期大学 8351 千葉経済短期大学 8407

祇園寺学園短期大学 8279 駒沢女子短期大学 8314 昭和女子大学短期大学部 8022 千葉商科短期大学 8580

北九州女子短期大学 8298 駒沢短期大学 8313 昭和女子短期大学部 8347 千葉短期大学 8406

岐阜済美学院短期大学 8285 埼玉医科大学短期大学 8655 昭和大学医療短期大学 8638 千葉明徳短期大学 8605

岐阜短期大学 8284 埼玉女子短期大学 8620 女子栄養短期大学 8353 中央商科短期大学 8408

岐阜保健短期大学 8653 埼玉短期大学 8674 女子聖学院短期大学 8348 中京岐阜県短期大学 8410

九州大谷短期大学 8590 佐賀女子短期大学 8340 女子美術大学短大学部 8685 中京名古屋市短期大学 8411

九州学園福岡女子短期大学 8293 佐賀短期大学 8339 女子美術短期大学 8356 中京女子大学短期大学部 8027

九州工業短期大学 8297 嵯峨美術短期大学 8594 白梅学園短期大学 8358 中国女子短期大学 8415

九州女子短期大学 8291 相模女子大学短期大学部 8021 白百合短期大学 8352 中部工業短期大学 8414

九州造形短期大学 8295 佐賀龍谷短期大学 8338 仁愛女子短期大学 8346 中部社会事業短期大学 8413

九州電機短期大学 8292 作新学院女子短期大学 8342 杉野女子大学短期大学部 8023 中部短期大学 8412

九州文化学園短期大学 8296 作陽短期大学 8337 椙山女学園大学短期大学部 8061 調布学園女子短期大学 8409

九州法科短期大学 8294 桜井女子短期大学 8336 鈴鹿短期大学 8374 鎮西学院短期大学 8416

共栄学園短期大学 8636 桜の聖母短期大学 8332 鈴峰女子短期大学 8375 筑紫女学園短期大学 8421

暁星商業短期大学 8283 札幌大谷短期大学 8331 すみれ女子短期大学 8373 津田短期大学 8420

協同組合短期大学 8299 札幌香蘭女子短期大学 8330 成安女子短期大学 8389 土浦短期大学 8417

京都外国語短期大学 8286 札幌静終短期大学 8595 聖園学園短期大学 8396 鶴川女子短期大学 8418

京都家政短期大学 8287 札幌大学女子短期大学部 8060 精華女子短期大学 8394 鶴見女子短期大学 8419

京都女子大学短期大学部 8016 札幌大学短期大学部 8020 聖カタリナ女子短期大学 8392 鶴見大学短期大学部 8067

京都精華短期大学 8288 札幌短期大学 8329 生活学園短期大学 8377 帝京学園短期大学 8671

共立女子大学短期大学部 8013 佐保女学院短期大学 8335 正眼短期大学 8388 帝京女子短期大学 8424

杏林学園短期大学 8282 サレジオ短期大学 8334 成城大学短期大学部 8025 帝京大学短期大学 8672

桐ヶ丘短期大学 8280 三育学院短期大学 8596 正心女子短期大学 8395 帝京短期大学 8423

近畿大学九州短期大学 8654 産業能率短期大学 8333 聖セシリア女子短期大学 8626 帝京平成看護短期大学 8657

近畿大学女子短期大学 8289 産能短期大学 8646 清泉女子学園短期大学 8621 帝京平成短期大学 8628

近畿大学青踏女子短期大学 8591 山陽学園短期大学 8597 聖徳栄養短期大学 8386 帝国女子短期大学 8426

近畿大学短期大学部 8017 山陽女子短期大学 8341 聖徳学園女子短期大学 8382 帝塚山学院短期大学 8425

近畿大学豊岡女子短期大学 8290 滋賀女子短期大学 8598 聖徳学園短期大学 8381 帝塚山短期大学 8428

金城学院大学短期大学部 8015 滋賀文教短期大学 8640 聖徳大学短期大学部 8642 鉄鋼短期大学 8427

金城大学短期大学部 8670 四国学院短期大学 8365 西南学院大学短期大学部 8026 田園調布学園大学短期大学部 8068

釧路女子短期大学 8307 四国女子短期大学 8364 西南女学院短期大学 8393 天使女子短期大学 8422

熊本音楽短期大学 8592 四条畷学園女子短期大学 8370 星美学園短期大学 8566 天理大学短期大学部 8028

熊本工業短期大学 8306 静岡英和女学院短期大学 8359 聖母女学院短期大学 8390 戸板女子短期大学 8433

熊本女子短期大学 8305 自治医科大学看護短期大学 8666 聖母女子短期大学 8384 東海学園女子短期大学 8453

熊本短期大学 8304 実践女子短期大学 8357 聖隷学園聖泉短期大学 8380 東海女子短期大学 8452

久留米工業学園短期大学 8302 四天王寺女子短期大学 8369 聖隷学園浜松衛生短期大学 8601 東海大学医療技術短期大学 8658

久留米信愛短期大学 8303 芝浦工業短期大学 8355 聖隷クリストファー大学看護短期大学部 8637 東海大学工芸短期大学 8606

群馬女子短期大学 8301 下関女子短期大学 8363 聖路加短期大学 8385 東海大学短期大学部 8033

群馬パース学園短期大学 8665 自由が丘産能短期大学 8647 聖和学園短期大学 8378 東京家政学院短期大学 8434

慶応義塾看護短期大学 8639 修紅短期大学 8343 清和女子短期大学 8383 東京家政大学短期大学部 8031

惠泉女学園短期大学 8308 十文字学園女子短期大学 8349 聖和女子短期大学 8391 東京基督教短期大学 8448

京浜女子大学短期大学部 8018 夙川学院短期大学 8571 専修大学短期大学部 8024 東京経営短期大学 8633

賢明女子学院短期大学 8309 淑徳学園短期大学 8350 専修大学美唄農工短期大学 8376 東京経済大学短期大学部 8032

光塩学園女子短期大学 8310 淑徳短期大学 8354 専修大学北海道短期大学 8602 東京交通短期大学 8442

工学院大学短期大学部 8056 純心女子短期大学 8367 扇城学園中津女子短期大学 8578 東京写真大学短期大学部 8034

皇学館女子短期大学 8318 純真女子短期大学 8366 洗足学園短期大学 8387 東京純心女子短期大学 8449

光華女子短期大学 8319 順正短期大学 8362 仙台青葉学院短期大学 8673 東京女学館短期大学 8444

攻玉社短期大学 8315 順天堂医療短期大学 8667 仙台白百合短期大学 8379 東京女子医科大学看護短期大学 8607

◆卒業時の校名がない場合は、統合・校名変更後の校名があればそのコードを、なければ「コード表にない場合」9999のコードを記入してください。 28



学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード 学校名 コード

東京女子体育短期大学 8440 日本社会事業短期大学 8478 北海道栄養短期大学 8521

東京女子大学短期大学部 8030 日本女子衛生短期大学 8481 北海道産業短期大学 8523 ＊＊私立工業高等専門学校＊＊

東京成徳短期大学 8446 日本女子経済短期大学 8479 北海道自動車短期大学 8519 学校名 コード

東京電機大学短期大学 8439 日本女子体育短期大学 8480 北海道女子短期大学 8520 育英工業高等専門学校 8802

東京農業大学短期大学 8435 日本赤十字中央女子短期大学 8583 北海道拓殖短期大学 8522 幾徳工業高等専門学校 8803

東京福祉大学短期大学部 8683 日本赤十字武蔵野女子短期大学 8483 北海道武蔵女子短期大学 8524 大阪工業高等専門学校 8808

東京文化短期大学 8436 日本赤十字武蔵野短期大学 8680 本州女子短期大学 8528 金沢工業高等専門学校 8806

東京理科大学諏訪短期大学 8629 日本体育大学女子短期大学 8482 松阪女子短期大学 8532 熊野工業高等専門学校 8807

東京立正女子短期大学 8447 日本大学短期大学部 8037 松商学園短期大学 8529 熊本電波工業高等専門学校 8810

同志社大学短期大学部 8035 日本福祉大学短期大学部 8038 松本短期大学 8613 高知工業高等専門学校 8809

東邦音楽短期大学 8441 農民講道館農業短期大学 8488 松山外国語短期大学 8530 サレジオ工業高等専門学校 8812

桐朋学園大学短期大学 8014 ノートルダム清心女子短期大学 8489 松山東雲短期大学 8531 仙台電波工業高等専門学校 8811

桐朋学園短期大学 8281 梅花短期大学 8568 松山商科大学短期大学部 8047 桐蔭学園工業高等専門学校 8805

東邦学園短期大学 8454 梅光女学院短期大学 8573 三島学園女子短期大学 8535 桐葉学園工業高等専門学校 8804

東邦大学医療短期大学 8625 萩女子短期大学 8494 瑞穂短期大学 8537 聖橋工業高等専門学校 8801

東北学院大学短期大学部 8029 白鴎女子短期大学 8617 水戸短期大学 8536

東北女子短期大学 8429 白鳳女子短期大学 8661 緑ヶ丘学園短期大学 8541 ＊＊その他上記によらないもの＊＊

東北短期大学 8431 白鳳短期大学 8678 湊川学園短期大学 8538 学校名 コード

東北福祉短期大学 8430 函館大谷女子短期大学 8491 南九州短期大学 8540 気象大学校 0108

東洋英和女学院短期大学 8437 函館短期大学 8490 南日本短期大学 8542 航空保安大学校 0109

東洋音楽短期大学 8443 羽衣学園短期大学 8493 南山短期大学 8533 国立看護大学校 9853

東洋食品工業短期大学 8456 八戸短期大学 8662 身延山短期大学 8543 水産大学校 0105

東洋女子短期大学 8438 浜松短期大学 8492 美作短期大学 8572 自由学園最高学部 9856

東洋大学短期大学部 8057 林学園女子短期大学 8611 宮城学院女子短期大学 8534 防衛医科大学校 0107

東横学園女子短期大学 8445 東大阪短期大学 8504 宮崎女子短期大学 8539 防衛大学校 0106

常磐会短期大学 8455 東筑紫短期大学 8502 武庫川女子短期大学 8570 横浜高等教育専門学校 9854

トキワ松学園女子短期大学 8450 比治山女子短期大学 8501 武蔵丘短期大学 8632

徳島工業短期大学 8608 被昇天女子短期大学 8496 武蔵工業大学短期大学部 8049 コード表にない場合 9999

徳島女子短期大学 8457 姫路学院女子短期大学 8612 武蔵野音楽大学短期大学部 8048 大学入学資格検定合格の場合

（高等学校卒業程度認定試験又は

それに類する試験･検定･資格を含む。)
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徳島文化女子短期大学 8458 日向学院短期大学 8503 武蔵野女子大学短期大学部 8050

徳島文理大学短期大学部 8622 兵庫女子短期大学 8497 武蔵野短期大学 8623

鳥取女子短期大学 8609 弘前学院短期大学 8495 武蔵野美術大学短期大学部 8544 外国１３年以上専門校 0212

苫小牧駒沢短期大学 8459 広島工業短期大学 8498 明治大学短期大学部 8545 外国１６年以上大学 0101

富山女子短期大学 8451 広島自動車工業短期大学 8500 名城大学短期大学部 8051 福岡教員養成所 9855

富山福祉短期大学 8659 広島商科大学短期大学部 8040 目白学園女子短期大学 8546

長岡短期大学 8610 広島女学院大学短期大学部 8039 目白大学短期大学部 8069

中九州短期大学 8616 広島文化女子短期大学 8499 桃山学院短期大学 8614

長崎外国語短期大学 8474 広島文教女子大学短期大学部 8041 安田女子短期大学 8555

長崎造船短期大学 8475 プール学院短期大学 8512 柳城女子短期大学 8554

中日本自動車短期大学 8463 フェリス女学院短期大学 8509 八幡大学短期大学部 8052

長野経済短期大学 8462 福井医療短期大学 8663 山形女子短期大学 8547

長野女子短期大学 8461 福井短期大学 8510 山口芸術短期大学 8557

中村学園短期大学 8473 福岡工業短期大学 8514 山口工業短期大学 8556

名古屋衛生技術短期大学 8469 福岡女学院短期大学 8515 ヤマザキ動物看護短期大学 8677

名古屋栄養短期大学 8468 福岡大学短期大学部 8043 山田家政短期大学 8553

名古屋音楽短期大学 8467 福島女子短期大学 8506 大和農芸家政短期大学 8549

名古屋自由学院短期大学 8465 福山女子短期大学 8513 山梨英和短期大学 8551

名古屋女子商科短期大学 8466 藤女子短期大学 8505 山梨学院短期大学 8550

名古屋女子大学短期大学部 8036 富士短期大学 8507 山梨帝京短期大学 8552

名古屋造形芸術短期大学 8470 富士見丘短期大学 8511 山脇学園短期大学 8548

名古屋短期大学 8464 文化女子大学短期大学部 8042 横浜商科短期大学 8559

浪速短期大学 8471 文化女子大学室蘭短期大学部 8062 横浜女子短期大学 8558

名寄女子短期大学 8460 文京学院短期大学 8641 横浜創英短期大学 8664

奈良文化女子短期大学 8472 文京女子短期大学 8508 酪農学園短期大学 8560

新潟工業短期大学 8682 平安女子学院短期大学 8516 立教女学院短期大学 8562

新潟青陵女子短期大学 8485 平成医療短期大学 8669 立正学園女子短期大学 8561

新潟短期大学 8484 別府女子短期大学 8517 立正女子大学短期大学部 8058

新島学園短期大学 8679 別府大学短期大学部 8044 立正大学短期大学部 8053

西日本短期大学 8487 法政大学短期大学部 8046 立命館大学短期大学部 8054

西山短期大学 8486 宝仙学園短期大学 8525 龍谷大学短期大学部 8055

新渡戸文化短期大学 8684 北星学園女子短期大学 8518 麗沢短期大学 8563

日本基督教短期大学 8476 北部工業短期大学 8526 和歌山信愛女子短期大学 8565

日本経済短期大学 8477 北陸学院短期大学 8527 和洋女子大学短期大学部 8564

日本歯科大学東京短期大学 8681 北海学園大学短期大学部 8045

◆卒業時の校名がない場合は、統合・校名変更後の校名があればそのコードを、なければ「コード表にない場合」9999のコードを記入してください。29



【校種等・教科（科目等）コード】 

◆複数校の大学等を卒業・修了等している場合の「最終最高学歴校」は以下を参照して記入すること。

経歴 最終最高学歴校 

例１ Ａ大学を卒業後、Ｂ大学の科目等履修生 Ａ大学 

例２ Ａ大学卒業後、Ａ大学・大学院修了（修了見込み） Ａ大学大学院 

例３ Ａ大学卒業後、Ｂ大学卒業 Ｂ大学 

例４ Ａ大学卒業後、Ｂ大学通信課程修了 Ａ大学 

例５ Ｃ専門学校卒業後、Ｄ教員養成機関卒業 Ｄ教員養成機関 

校種等 教科 科目等 コード 校種等 教科 科目等 コード

小学校全科 

小学校全科（理科コース） 

小学校全科（英語コース） 

１０ 音楽 ３２ 
小・中学校共通 

１１ 美術 ３３

８７ 小・中・高等学校共通 家庭 ３９ 

国語 ４３ 小学部 ７０ 

社会（地理歴史） １８ 中学部 技術 １５ 

社会（公民） １９ 国語 ７１ 

数学 ４４ 社会 ７２ 

物理 ４６ 特 中学部 数学 ７３ 

中・高等学校

共通 

理科 化学 ４７ 別 高等部 理科 ７４ 

生物 ８８ 支 英語 ７５ 

英語 ４５ 援 保健体育 ９７ 

音楽 ３６ 学 小学部 音楽 ９５ 

美術 ３７ 校 中学部 美術 ９６ 

保健体育 ８５ 高等部 家庭 １６ 

中学校 技術 ２４ 理療 ７８ 

情報 １７ 

商業 ６０ 自立活動 言語障害 ９３ 

機械系 ６１ 肢体不自由 

電気系 ６２ 養護教諭 ９０ 

工業 化学系 ６３ 調理実習担当教員採用候補者特別選考 
高等学校 

建築系 ６７ 小・中・高等学校共通 家庭 １３ 

工芸系 ７６ 水産担当教員採用候補者特別選考 

園芸系 ６４ 高等学校 水産 ７７ 

農業 食品系 ６５ 福祉科担当教員採用候補者特別選考 

造園系 ７９ 高等学校 福祉 ９４ 

聴覚障害 
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無記入の場合は「１　有」とみなします。

※特別支援学校小学部の一般選考申込者のみ記入する。

受験申込みをする選考区分に○を付ける。（昭和56年４月２日以降に出生した方は、特例選考④及び⑥の申込みはできません。）

　一　般　選　考

① 国公立学校正規任用教員（現職）

② 都公立学校正規任用教員経験者 該当する区分に○を付ける。
③ 1

④ 国公私立学校（東京都公立学校を含む）非常勤講師等経験者 2

⑤ 前年度及び前々年度名簿登載者、前年度期限付名簿登載者 3

⑥ 社会人経験者

大学推薦

スポーツ・文化・芸術特別選考

国際貢献活動経験者特別選考①青年海外協力隊等経験者

国際貢献活動経験者特別選考②在外教育施設等経験者

調理実習担当教員採用候補者特別選考

水産担当教員採用候補者特別選考

福祉科担当教員採用候補者特別選考

1 点字 2 拡大文字 3 手話

4 車椅子使用 5 その他

シ ン シ ゛ ユ ク ハ ナ コ
年 月 日

55 88 11 00 00 11

　〒 11 66 33 —— 88 00 00 11

　〒

（（注注意意）） ①① 6633円円分分のの切切手手をを右右側側のの切切手手貼貼付付欄欄にに必必ずず貼貼っっててくくだだささいい。。貼貼付付さされれてていいなないい場場合合はは、、

申申込込みみをを受受けけ付付けけるるここととががででききまませせんん。。切切手手はは、、受受験験票票のの送送付付にに使使用用ししまますす。。

②② ここのの申申込込書書及及びび貼貼付付さされれてていいるる切切手手はは、、いいかかななるる場場合合ががああっっててもも返返却却ししまませせんん。。 ◆◆全全面面ををししっっかかりり糊糊付付すするるこことと。。

１　　有 ２　　無

４　福岡会場

平成３２年度名簿登載者

平成３１年度名簿登載者

平成３２年度期限付名簿登載者

２　　仙台会場 ３　　大阪会場

１　　有 ２　　無 選 考 結 果 の 情 報 提 供 希 望 の 有 無期限付任用教員採用候補者名簿登載希望の有無

都立学校等への個人情報提供希望の有無
１　　産育代替
  　　期付特認

　　のみ希望

２　　時間講師
　　　のみ希望

３　　両方希望 ４　希望無

小学校全科併願希望の有無※ １　　有 ２　　無

第一次選考受験希望会場の選択 １　　東京会場

特
例
選
考

国公立学校（東京都公立学校を含む）臨時的任用教員等経験者

○

↓↓

障害に配慮した選考

障害に配慮した選考での受験を希望する場合は、必要な配慮事項に○を付ける。
小学校全科、養護教諭を受験する場合は、空欄でよい。

折折

曲曲

厳厳

禁禁

受験校種・教科の
コ ー ド 番 号

校種等 教科 科目等

受験校種・教科の
教 育 職 員 普 通
免 許 状 取 得 状 況

種類 教科 取得状況
受験に必要な免許状
のみ記入すること。

特 別 支 援 学 校
教 諭 普 通 免 許
状 の 取 得 状 況

種類 取得状況

１　取得見込 ２　取得

１　取得見込 ２　取得

フ リ ガ ナ 性別 生年月日

氏 名 　　　 新宿 花子 男　・　女
昭和
平成

現 住 所

電 話 番 号 自宅 携帯

        東京都新宿区西新宿２－８－１　メゾン新宿３０１号

０３－５３２０－６７８７ ０９０－０１２３－４５６７

ここここにに、、6633円円分分のの切切手手をを貼貼付付ししててくくだだささいい。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令令和和２２年年度度東東京京都都公公立立学学校校教教員員採採用用候候補補者者選選考考（（３３年年度度採採用用））受受験験申申込込書書

88 55 中・高共通 保健体育

緊 急 連 絡 先

フ リ ガ ナ 続柄 電話番号

◆◆ 裏裏 面面 もも 記記 入入 すす るる ここ とと
◆◆裏裏面面にに自自筆筆署署名名欄欄ががあありりまますす。。署署名名をを忘忘れれたた場場合合はは、、

申申込込みみをを受受けけ付付けけるるここととががででききまませせんん。。
※

整理番号

氏 名
（氏） （名）

住 所

保健体育の受験者
のみ記入すること。

中学校 保健体育

高等学校 保健体育

１　取得見込 ２　取得

１　取得見込 ２　取得

実地指導の経験があり
調理師又は管理栄養士資格取得済み

介護福祉士、医師、保健師、助産師、看
護師いずれかの資格（免許）取得済み

記入例（表面）

１１ 22
33

44

55

66

77

９９

８８

1100

11 1122

2222

1188

1177

1155

1133

2211

1144

（氏） （名）

1166

1199

2200

63円
切手

11
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一般選考及び特例選考の受験申込みは、
電子申請（インターネット）による申込みを推奨しています。

電子申請（インターネット）による申込方法を御利用ください。

◆裏面にも記入する項目があります。
◆裏面の記入日及び自筆署名が漏れている場合は、受験申込みを

受け付けることができませんので、特に御注意ください。
申込者全員が記入してください。

記入上の注意（表面） 

⑬受験に必要な免許状の取得状況について記入する。

⑭特別支援学校教諭普通免許状の取得状況について記入する。取得見込の場合は、令和 3 年 4 月 1 日までに

確実に取得する見込みがある場合のみ、「１ 取得見込」として記入する。

⑮氏名を楷書で記入する。フリガナの濁点及び半濁点は 1 文字とし、左詰めで記入する。

日本国籍を有しない者は、特別永住者証明書又は在留カードに登録している氏名（以下「本名」という。）を記

入する。

なお、住民票に通称名の表示がある場合は、通称名を記入するか、本名の下に（ ）を付けて併記してもよい。

⑯中学校・高等学校共通保健体育の受験者及び特別支援学校中学部・高等部保健体育の受験者のみ該当の

性別に○を付ける。

⑰生年月日を和暦（昭和・平成）で記入する。

⑱郵便番号と現住所を記入する。受験票等の送付先となるので、確実に受験票等が届く住所を記入する。

⑲自宅電話、携帯電話の番号を記入する。申込書の記載事項等を問い合わせることがあるので、確実に連絡の

取れる番号を記入する。電話番号は、自宅又は携帯のどちらか一方でもよい。

⑳緊急時連絡先を記入する（ない場合は記入不要）。

㉑整理番号欄は、記入しない。

㉒ミシン目にかからないように、63 円分の切手をはがれないように貼る。 

①期限付任用教員採用候補者名簿への登載を希望する場合は「１ 有」を、希望しない場合は「２ 無」を○で囲

む。無記入の場合は、「２ 無」とみなす。

②選考結果の情報提供を希望する場合は「１ 有」を、希望しない場合は「２ 無」を○で囲む。無記入の場合は、

「１ 有」とみなす。

③特別支援学校小学部の一般選考申込者で、小学校全科の併願を希望する場合は「１ 有」を、希望しない場

合は「２ 無」を○で囲む。無記入の場合は、「２ 無」とみなす。

④選考方法Ａ、Ｃ又はＤの申込者は、第一次選考で受験を希望する会場を○で囲む。会場の都合上、希望どお

りにならない場合がある。無記入の場合は、「１ 東京会場」とみなす。

⑤都立学校等への個人情報提供希望の有無について、いずれかを○で囲む。無記入の場合は、「４ 希望無」と

みなす。

⑥受験申込みをする選考区分に○を付ける。重複して○を付けない。

⑦特例選考⑤の申込者は、「１  平成 3 2年度名簿登載者」、「２  平成 3 1年度名簿登載者」、「３  平成 3 2年度期

限付名簿登載者」のうち該当する区分に○を付ける。

⑧調理実習担当教員採用候補者特別選考の受験者は、実地指導の経験があり調理師又は管理栄養士資格

取得済みを確認して○を付ける。

⑨福祉科担当教員採用候補者特別選考の受験者は、介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師いずれかの

資格（免許）取得済みを確認して○を付ける。

⑩障害に配慮した選考を希望する場合は○を付け、該当する配慮事項を〇で囲む。

⑪⑫3 0 ページの「校種等・教科（科目等）コード」を参照し、申込みをする校種等・教科（科目等）のコードと名称を

それぞれ記入する。
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　　　　↓↓　特例選考での受験を申し込む場合は、該当の特例区分ごとに必要事項を記入してください。
か月

か月 【旧姓　漢字： よみがな： 】

か月

か月

◆名簿登載された採用選考における受験番号を記入すること。

年 か月

↓↓ 特例選考①～④及び⑥で受験を申し込む場合は、受験資格に必要な職歴のみ記入してください。
特例選考①の場合は、令和２年４月１日現在任用されていることが分かるように記入してください。

↓↓ 特例③、④で申し込む場合で、平成29年４月１日から令和２年３月31日までの３年間に東京都公立学校の勤務経験

（東京都教育委員会発令に限ります。）が１日以上ある場合は「１　有」を、満たさない場合には「２　無」を○で囲んでください。

1 2

私は、東京都公立学校教員採用候補者選考を受験したいので、以上のとおり申し込みます。
なお、私は次に掲げる各号のいずれにも該当しておりません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 東京都内の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

この受験申込書（表裏）の全ての記載事項に相違ありません。

新宿　花子

現 在 の 職 業 １　学生
２ 正規任用教員
（国公立学校）

３ 講師・臨時的任用
（国公立学校）

４ 正規任用教員
（私立学校）

最終最高学歴校
学校名
コード 99 99 99

１　有 ２　　　無

６　公務員 ７　会社員 ８　その他
（科目等履修生）

５ 講師・臨時的任用
（私立学校）

５　教職大学院

卒 業 区 分 １　卒業（修了）見込 ２　卒業（修了） 民間企業等勤務経験の有無

６　その他３　教員養成機関 ４　大学院

99 　学　　校　　名

教職経験の有無 １　　有 ２　　無

特 例 選 考 ① 経験月数

学校区分 １　大学 ２　短期大学

特 例 選 考 ④ 経験月数 講師番号

特 例 選 考 ② 経験月数 職員番号

特 例 選 考 ③ 経験月数 職員番号

特 例 選 考 ⑤ 受験番号

特 例 選 考 ⑥ 経験月数

勤務期間 職歴（勤務先名称及び担当学部等） 職種、任用形態等

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

か月
職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで

　　　令和　２　年　４　月　15　日 自筆署名

いちょう大学体育学部体育学科ダンス専攻

有 無

(2) 教育職員免許法に基づく免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者及び懲戒免職又は分限免職の処分を受け
たことにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党
その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(5) 東京都公立学校に現に勤務する教諭・養護教諭・栄養教諭・寄宿舎指導員・実習助手
ただし、東京都公立学校に現に勤務する講師（非常勤）及び臨時的任用教員を除く。

年 月 日から

記入例（裏面）

25 26

31

2288

30

27

29

24
23
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　　　　↓↓　特例選考での受験を申し込む場合は、該当の特例区分ごとに必要事項を記入してください。
か月

か月 【旧姓　漢字： よみがな： 】

か月

か月

◆名簿登載された採用選考における受験番号を記入すること。

年 か月

↓↓ 特例選考①～④及び⑥で受験を申し込む場合は、受験資格に必要な職歴のみ記入してください。
特例選考①の場合は、令和２年４月１日現在任用されていることが分かるように記入してください。

↓↓ 特例③、④で申し込む場合で、平成29年４月１日から令和２年３月31日までの３年間に東京都公立学校の勤務経験

（東京都教育委員会発令に限ります。）が１日以上ある場合は「１　有」を、満たさない場合には「２　無」を○で囲んでください。

1 2

私は、東京都公立学校教員採用候補者選考を受験したいので、以上のとおり申し込みます。
なお、私は次に掲げる各号のいずれにも該当しておりません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 東京都内の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

この受験申込書（表裏）の全ての記載事項に相違ありません。

新宿　花子

現 在 の 職 業 １　学生
２ 正規任用教員
（国公立学校）

３ 講師・臨時的任用
（国公立学校）

４ 正規任用教員
（私立学校）

最終最高学歴校
学校名
コード 99 99 99

１　有 ２　　　無

６　公務員 ７　会社員 ８　その他
（科目等履修生）

５ 講師・臨時的任用
（私立学校）

５　教職大学院

卒 業 区 分 １　卒業（修了）見込 ２　卒業（修了） 民間企業等勤務経験の有無

６　その他３　教員養成機関 ４　大学院

99 　学　　校　　名

教職経験の有無 １　　有 ２　　無

特 例 選 考 ① 経験月数

学校区分 １　大学 ２　短期大学

特 例 選 考 ④ 経験月数 講師番号

特 例 選 考 ② 経験月数 職員番号

特 例 選 考 ③ 経験月数 職員番号

特 例 選 考 ⑤ 受験番号

特 例 選 考 ⑥ 経験月数

勤務期間 職歴（勤務先名称及び担当学部等） 職種、任用形態等

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

か月
職種（ ）

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から
か月

職種（ ）

年 月 日まで

　　　令和　２　年　４　月　15　日 自筆署名

いちょう大学体育学部体育学科ダンス専攻

有 無

(2) 教育職員免許法に基づく免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者及び懲戒免職又は分限免職の処分を受け
たことにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党
その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(5) 東京都公立学校に現に勤務する教諭・養護教諭・栄養教諭・寄宿舎指導員・実習助手
ただし、東京都公立学校に現に勤務する講師（非常勤）及び臨時的任用教員を除く。

年 月 日から

記入例（裏面）

25 26

31

2288

30

27

29

24
23

◆民間企業等での経験を記入する場合

※特例選考⑥で申し込む場合は、令和２年３月31日までの必要な職歴について記入する。

職歴は、受験申込みに必要な職歴のみ記入すること。
（上段を過去、下段を現在となるように順番に記入すること。）

（株）○○商事人事部庶務課
職種（　　契約社員　　）

任用形態（常勤・非常勤）平31年３月31日まで

平29年４月１日から

勤務期間

24　か月

職歴（勤務先名称及び担当学部等） 職種、任用形態等

◆記入内容及びこの欄に記載の欠格事由に該当しないこと等
を確認の上、記入日の記載と自筆署名をしてください。

◆記入日及び自筆署名が未記入であると、受験申込みを受け
付けることができません。申込者全員が記入してください。

記入上の注意（裏面） 

㉓現在の職業で該当するものに○を付ける。重複して○を付けない。複数の職業に該当する場合は、主

に従事等しているものに○を付ける。 

㉔最終最高学歴校となる学校の学校コード（24 ページから 29 ページまでを参照）と学校・学部・学科・専

攻名を記入する（「最終最高学歴校」については、30 ページを参照）。 

㉕㉔に記載した「最終最高学歴校」について、該当するものに○を付ける。 

㉖民間企業等に継続的に勤務した経験の有無について記入する。いわゆるアルバイトやパートは含ま

ない。 

㉗㉔に記載した「最終最高学歴校」について、該当するものに○を付ける。 

㉘国公私立学校での教員（教諭、助教諭、養護教諭、講師（非常勤講師、臨時的任用を含む。））の経験

の有無を記入する。 

㉙特例選考③の職員番号及び特例選考④の講師番号は、東京都教育委員会発令の勤務経験がある

場合のみ記入する。 

㉚特例選考③、④で申し込む場合で、平成29年４月１日から令和２年３月31日までの３年間に東京都公

立学校経験（東京都教育委員会発令に限る。）が１日以上ある場合には「１ 有」を、無い場合には「２

無」を○で囲む。 
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受受験験申申込込みみ・・最最終終チチェェッッククシシーートト  

受験申込書を提出する前に最終チェックをしてください。 

受験申込書に記入漏れ、記入間違い等がある場合は、受験申込みを受け付けることができません。 

以下に、問合せや間違いが多い項目を挙げますので、受験申込書の提出前にもう一度チェックしてください。 

なお、このチェックシートを提出する必要はありません。 

１ 受験申込書の記入等について 

チェック項目 チェック欄 

表

面 

「期限付任用教員採用候補者名簿登載希望の有無」に○を付けましたか。 

「選考結果の情報提供の希望の有無」に○を付けましたか。 

「第一次選考受験希望会場の選択」に○を付けましたか。 

「都立学校等への個人情報提供希望の有無」に○を付けましたか。 

受験申込みをする選考区分に○を付けましたか。 

受験校種・教科のコード番号と、校種等・教科（科目等）の記載は合っていますか。 

必要な免許状を記入してありますか。 

◆ 中・高共通と小・中・高共通は、中学校と高等学校の両方の免許状が必要です。

６３円分の切手を貼ってありますか。 

裏

面 

最終最高学歴校のコード、学校名等は、全て記入されていますか。 

特例選考で申し込む場合は、受験申込みに必要な職歴等が漏れなく記入されていますか。 

◆ 受験資格として必要な職歴等のみ記入してください。

記入日及び自筆署名は、記入されていますか。 

◆ 選考区分に関係なく、全員記入してください。

２ 提出が必要な書類について 

受験申込書（必要事項を記入し、６３円分の切手を貼ったもの）のみです。 

◆ 切手を貼付した部分は、受験申込書から切り離さないでください。

  たただだしし、、ススポポーーツツ・・文文化化・・芸芸術術特特別別選選考考及及びび国国際際貢貢献献活活動動経経験験者者特特別別選選考考申申込込者者ににつついいててはは、、出出願願時時にに別別途途

必必要要なな提提出出書書類類ががあありりまますす。。８８～～９９ペペーージジでで確確認認ししててくくだだささいい。。  

３ 提出方法について（１２ページも併せて参照してください。） 

郵送により提出する場合は、以下の項目をチェックしてください。 

チェック項目 チェック欄 

封

筒 

受験申込書は、折らずに封筒に入っていますか。（角形２号・Ａ４サイズの封筒） 

１枚の封筒に、受験申込書１名分のみが入っていますか。 

送付先は合っていますか。（１２ページ参照） 

封筒表面の左下には「受験申込書在中」と赤字で記入してありますか。 

封筒裏面には差出人欄の住所、氏名、申し込む校種等・教科（科目等）は記入してあり

ますか。 

郵

送 

申込締切日の消印に間に合っていますか。 

日本国内からの簡易書留にしていますか。 
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実地指導の経験があり
調理師又は管理栄養士資格取得済み

介護福祉士、医師、保健師、助産師、看
護師いずれかの資格（免許）取得済み

令和２年度東京都公立学校教員採用候補者選考（３年度採用）受験申込書

期限付任用教員採用候補者名簿登載希望の有無 １　　有 ２　　無 選 考 結 果 の 情 報 提 供 希 望 の 有 無 １　　有 ２　　無

小学校全科併願希望の有無※ １　　有 ２　　無 無記入の場合は「１　有」とみなします。

第一次選考受験希望会場の選択 １　　東京会場 ２　　仙台会場 ３　　大阪会場 ４　福岡会場

１　　産育代替
２　　時間講師

都立学校等への個人情報提供希望の有無 　　　期付特認 ３　　両方希望 ４　希望無
　　　のみ希望

　　　のみ希望

↓ 受験申込みをする選考区分に○を付ける。（昭和56年４月２日以降に出生した方は、特例選考④及び⑥の申込みはできません。）

　一　般　選　考

① 国公立学校正規任用教員（現職）

特 ② 都公立学校正規任用教員経験者 該当する区分に○を付ける。
例 ③ 国公立学校（東京都公立学校を含む）臨時的任用教員等経験者 1 平成32年度名簿登載者

選 ④ 国公私立学校（東京都公立学校を含む）非常勤講師等経験者 2 平成31年度名簿登載者
考 ⑤ 前年度及び前々年度名簿登載者、前年度期限付名簿登載者 3 平成32年度期限付名簿登載者

⑥ 社会人経験者

大学推薦

スポーツ・文化・芸術特別選考

国際貢献活動経験者特別選考①青年海外協力隊等経験者

国際貢献活動経験者特別選考②在外教育施設等経験者

調理実習担当教員採用候補者特別選考

水産担当教員採用候補者特別選考

福祉科担当教員採用候補者特別選考

障害に配慮した選考 1 点字 2 拡大文字 3 手話

障害に配慮した選考での受験を希望する場合は、必要な配慮事項に○を付ける。 4 車椅子使用 5 その他

小学校全科、養護教諭を受験する場合は、空欄でよい。

校種等 教科 科目等
受験校種・教科の
コ ー ド 番 号

折
受験校種・教科の 種類 教科 取得状況

受験に必要な免許状
のみ記入すること。

教 育 職 員 普 通
免許状取得状況

１　取得見込 ２　取得

１　取得見込 ２　取得
曲

特 別 支 援 学 校 種類 取得状況
保健体育の受験者
のみ記入すること。

教 諭 普 通 免 許
状 の 取 得 状 況

１　取得見込 ２　取得

１　取得見込 ２　取得
厳

フ リ ガ ナ 性別 生年月日

（氏） （名） 昭和 年 月 日
氏 名 男　・　女禁 平成

　〒

現 住 所

電 話 番 号 自宅 携帯

フ リ ガ ナ 続柄 電話番号

（氏） （名）
氏 名

緊 急 連 絡 先

　〒
住 所

※
整理番号

（注意） ① 63円分の切手を右側の切手貼付欄に必ず貼ってください。貼付されていない場合は、

申込みを受け付けることができません。切手は、受験票の送付に使用します。

② この申込書及び貼付されている切手は、いかなる場合があっても返却しません。

ここに、63円分の切手を貼付してください。

※特別支援学校小学部の一般選考申込者のみ記入する。

◆裏面に自筆署名欄があります。署名を忘れた場合は、
申込みを受け付けることができません。◆ 裏 面 も 記 入 す る こ と

◆全面をしっかり糊付すること。
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６　その他

２ 正規任用教員 ３ 講師・臨時的任用
（国公立学校）

４ 正規任用教員 ５ 講師・臨時的任用
（私立学校）

８　その他
現 在 の 職 業 １　学生 ６　公務員 ７　会社員

（国公立学校） （私立学校） （ ）

学校名
最終最高学歴校 　学　　校　　名

コード

卒 業 区 分 １　卒業（修了）見込 ２　卒業（修了） 民間企業等勤務経験の有無 １　有 ２　　　無

学校区分 １　大学 ２　短期大学 ３　教員養成機関 ４　大学院 ５　教職大学院 教職経験の有無 １　　有 ２　　無

　↓　特例選考での受験を申し込む場合は、該当の特例区分ごとに必要事項を記入してください。
特 例 選 考 ① 経験月数 か月

特 例 選 考 ② 経験月数 か月 職員番号 【旧姓　漢字： よみがな： 】

特 例 選 考 ③ 経験月数 か月 職員番号

特 例 選 考 ④ 経験月数 か月 講師番号

特 例 選 考 ⑤ 受験番号

特 例 選 考 ⑥ 経験月数 年 か月

↓ 特例選考①～④又は⑥で受験を申し込む場合は、受験資格に必要な職歴のみ記入してください。
特例選考①の場合は、令和２年４月１日現在任用されていることが分かるように記入してください。

勤務期間 職歴（勤務先名称及び担当学部等） 職種、任用形態等

年 月 日から 職種（ ）
か月

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から 職種（ ）
か月

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から 職種（ ）
か月

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から 職種（ ）
か月

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から 職種（ ）
か月

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

年 月 日から 職種（ ）
か月

年 月 日まで 任用形態（常勤・非常勤）

↓ 特例③、④で申し込む場合で、平成29年４月１日から令和２年３月31日までの３年間に東京都公立学校の勤務経験

（東京都教育委員会発令に限ります。）が１日以上ある場合は「１　有」を、無い場合には「２　無」を○で囲んでください。

1 有 2 無

私は、東京都公立学校教員採用候補者選考を受験したいので、以上のとおり申し込みます。
なお、私は次に掲げる各号のいずれにも該当しておりません。

この受験申込書（表裏）の全ての記載事項に相違ありません。

令和　　　　　年　　　　月　　　　日 自筆署名

～　～　申　込　書　送　付　時　の　注　意　点　～　～

〒160-0023

　東京都新宿区西新宿2-8-1

　日本郵便株式会社　東京都庁内郵便局留

　東京都教育庁人事部選考課

◆名簿登載された採用選考における受験番号を記入すること。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 教育職員免許法に基づく免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者及び懲戒免職又は分限免職の処分を受け

たことにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者

(3) 東京都内の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(5) 東京都公立学校に現に勤務する教諭・養護教諭・栄養教諭・寄宿舎指導員・実習助手

ただし、東京都公立学校に現に勤務する講師（非常勤）及び臨時的任用教員を除く。

◆本申込書を封入した封筒（角形２号（Ａ４サイズ））の表面に

「受験申込書在中」と赤字ではっきりと記載してください。

◆左記の住所へ簡易書留により送付ください。

◆申込は令和２年５月11日（月）の消印まで有効です。
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令和２年度東京都公立学校教員採用候補者選考（３年度採用）
スポーツ・文化・芸術特別選考実績報告書

校種等 教科 科目等

フリガナ

氏　名

どちらかを○で囲んでください。両方の実績がある
場合はそれぞれ報告書を分けてください。

受験資格となる競技実績（活動実績）又は指導実績

区 分 競技実績（活動実績）　　・　　指導実績

実績を収めた年月日 年 月 日

競技名・コンクール名等

成　　　績（記　　録）

大会等の規模
（参加人数、チーム数等）

（記載例１）○○地区予選→県大会→関東大会→全国大会
（記載例２）１次予選→２次予選→本選

上記の実績の決定まで
の大会等

その他の競技実績（活動実績）又は指導実績

実 績 年 月 日 大 会 名 等 成 績

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

１　実績を収めた大会等の参加資格や規模が記載されているもの（大会実施要項等の写し等）及び実績の詳
 細が証明できる新聞記事、表彰状等の写し（Ａ４判に拡大又は縮小してください。)を添付してください。
２　団体種目については、選手登録を証明できるものを添付してください。
３　提出された書類は返却しませんので御了承ください。　

※
整理番号

本用紙をコピーして使用してください。

※大学以降の実績に限るとともに、団体競技にあっては正選手として登録され出場した者に限ります。
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