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令和３.５.７現在

令和３年度実施

公立学校教員採用試験 大学推薦特別選考について

下記のとおり，各教育委員会から大学推薦の実施について通知がありました。

※推薦の申込方法等詳細は，別途，掲示とJUEN Cloudポータルサイト
「お知らせ」でお知らせします。

被推薦者は，面接等による学内選考により決定します。

大学院学生は，学内選考書類として出身学部の成績証明書が必要です。他大学出身者は，期

限に遅れることのないよう早めに取り寄せてください。

下記の空白の自治体については，昨年度本学から大学推薦を実施した自治体及び本学に推薦

案内の届いた自治体です。各自治体から本年度の大学推薦依頼がありましたら，順次お知らせ

します。

それ以外の自治体への大学推薦を考えている学生は，各自，募集要項等を確認・持参の上，

Ｐプラに相談してください。提出期限等も含めた学内選考の都合上，希望に添えないこともあ

りますので予めご了解ください。

都道府県等 対象 校種等 人数 主な推薦要件 選考方法等

埼玉県 学部 小学校等教員 ２人 以下の(1)から(5)まで（教職大学院の全志願区分は 大学推薦特別選
修士課程 (1)から(6)まで）の全ての要件を満たす者のうち，大 考での受験を可

教職院 中学校等教員 １人 学が推薦する者 とされた者は，

（技術） (1) 令和４年度当初から埼玉県の教員となることを第 第１次試験が免

１希望とし，埼玉県教育委員会が求める教師像にふ 除

教職院 全志願区分 １人 さわしい資質と能力を有する者

(2) 在籍している大学等（大学院又は教職大学院に

在籍している者にあっては推薦時に在籍している

課程）を令和４年３月31日までに卒業見込み又は修

了見込みの者

(3) 昭和37年４月２日以降に出生した者

(4) 志願区分・教科（科目）の普通免許状を所有して

いる者又は令和４年３月31日までに取得見込みの者

(5) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格

事項に該当しない者

(6) 志願する校種（教科）の専修免許状を令和４年３

月31日までに取得見込みの者

さいたま市 学部 小学校 1人 以下の(1)から(5)までのすべての要件を満たす者の 第1次試験を免除
修士課程 うち，大学が推薦する者

教職院 (1) さいたま市立学校の教員となることを第１希望と

し，さいたま市教育委員会が求める教師像にふさわ

しい資質と能力を有する者

(2) 令和４年３月に卒業又は修了見込であり，小学

校教諭一種普通免許状を取得または令和４年３月31

日までに取得見込の者，及び小学校教諭一種普通

免許状を有し，出願時に大学院・教職大学院１年

に在学している者

(3) 昭和38年４月２日以降に出生した者

(4) 健康で，学業成績が優秀である者

(5) 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）に該当しない者
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千葉県・ 学部 小学校 ２人 以下の(1)及び(3)の全ての要件を満たし，学長が責 第１次選考が

千葉市 任を持って推薦する者（小学校（英語教育推進）で受 「小論文」「集
小学校（英語教 ２人 験する者については，(1)から(4)までの全ての要件を 団面接」の特別

育推進） 満たす者） 選考となる。

(1) 千葉県・千葉市が求める教員像に足る資質を備え

た者で，千葉県・千葉市の小学校教員になることを

第一希望とする者

(2) 大学推薦に合格した際は，令和４年４月より千葉

県又は千葉市の教員として勤務できる者

(3)受験前年度までの成績で，評価８０～１００％(優

良可の３段階で優以上・ABC評価の場合はＡ以上)が

全体の８０％以上ある者が望ましい。

(4)ＣＥＦＲ「Ｂ２」の基準を満たしている者，又は令

和４年３月末までに中高英語教育職員免許状の取得

が可能な者

学部 中学校（技術） ２人 以下の(1)及び(3)の全ての要件を満たし，学長が責

修士課程 任を持って推薦する者

教職院 (1) 豊かな人間性など，千葉県・千葉市が求める教員

像に足る資質を備えた者で，千葉県又は千葉市の中

学校（技術）教員になることを第一希望とする者

(2) 大学推薦に合格した際は，令和４年４月より千葉

県又は千葉市の教員として勤務できる者

(3)受験前年度までの成績で，評価８０～１００％(優

良可の３段階で優以上・ABC評価の場合はＡ以上)が全

体の８０％以上ある者が望ましい。

①

東京都 学部 小学校全科 人数枠 以下の(1)から(6)までの全ての要件を満たす者のう 書類選考により

修士課程 なし ち，東京都での採用を第１希望とし，学長が推薦する 第１次試験のう

教職院 ② 者 ち，教職教養試

小学校全科 (1) 希望する校種・教科等の教育に熱意と使命感をも 験免除が決定
（理科コース） ち，学業成績や研究成果，大学内外での諸活動で顕

著な実績を有し，そのことをもって東京都の教員と

③ して優れた実践力の育成が期待できる者

小学校全科 (2) 学業成績について累積GPAが3.0以上（４点満点），

（英語コース） 若しくは3.75以上（５点満点）の者

(3) 東京都教育委員会が求める教師像にふさわしい資

④ 質・能力を有する者

中学校（技術） (4) 令和４年３月において，大学等を卒業見込み若し

くは修了見込みの者

⑤ (6) 「①小学校全科」においては小学校教諭普通免許

修士課程 高等学校（工業） 状，「②小学校全科（理科コース）」においては小学
教職院 （機械系） 校教諭普通免許状及び理科の中学校又は高等学校教

（電気系） 諭普通免許状，「③小学校全科（英語コース）」にお

（化学系） いては小学校教諭普通免許状及び英語の中学校又は

（建築系） 高等学校教諭普通免許状，「④中学校（技術）」にお

（工芸系） いては技術の中学校教諭普通免許状，「⑤高等学校

（工業）においては，工業の高等学校教諭普通免許

⑥ 状，「⑥特別支援学校」においては受験する校種・

修士課程 特別支援学校 教科の教諭普通免許状及び特別支援学校教諭普通免

許状を現に有する者又は令和４年４月１日までに確

実に取得できる見込みの者

(6) 昭和57年４月2日以降に出生した者

神奈川県 神奈川県公立学校（横浜市立，川崎市立及び相模原 書類選考により
市立を除く）の教員を第１希望とし，次の(1)から(5) 第１次試験免除

のすべて満たす者（中学校・高等学校外国語（英語） が決定

教員を受験する者については(1)から(6)のすべて満た

す者）

学部 小学校 ３人 (1) 令和3年度に大学等を卒業（修了）見込みの者
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修士課程 教員 (2) 小学校教諭一種（専修）免許状所有者又は令和4

教職院 年３月31日までに当該免許を確実に取得できる見込

みの者

(3) 次の基準に該当し，学長が推薦する者

ア 神奈川の「めざすべき教職員像」に照らして，

神奈川県公立学校教員としての適性を有し，かつ

教員志望の動機が明確である者

イ 学業成績優秀（在学時の成績「優」（80～100点）

相当の数が50％以上(小数第１位を切り捨て））の

者

(4) 昭和37年４月２日以降に出生した者

(5) 地方公務員法第16条（欠格条項）及び学校教育法

第９条（欠格事由）に該当しない者

学部 理科，英語に 人数枠を (1) 令和3年度に大学等を卒業（修了）見込みかつ，

修士課程 優れた力量を 設けない 小学校教諭一種（専修）免許状所有者又は令和4年

教職院 もつ小学校教 ３月31日までに当該免許を確実に取得できる見込み

員 の者

(2) 中学校又は高等学校普通免許状（理科又は外国語

(英語)）所有者又は令和4年３月31日までに確実に

取得できる見込みの者（ただし，取得見込みの場合

は免許状取得見込証明書又は成績証明書(学力に関

する証明書）が添付可能な場合に限る）

上記(3)から(5)

学部 中学校・ 人数枠を (1) 令和3年度に大学等を卒業（修了）見込みの者

修士課程 高等学校 設けない (2) 中学校教諭一種（専修）免許状（外国語（英語））,

教職院 外国語（英語） 高等学校教諭一種（専修）免許状（外国語（英語））

教員 所有者又は令和4年３月31日までに当該免許を確実

に取得できる見込みの者

上記(3)から(5)

(6) TOEIC（IPテストは除く）730点以上，TOEFL-iBT80

点以上又は実用英語技能検定準１級以上のいずれか

１つのスコアや級の取得者

修士課程 特別支援学校 １人 (1) 令和3年度に大学院を修了見込みの者
教員 (2) 特別支援学校教諭一種（専修）免許状所有者又は

令和4年３月31日までに当該免許を確実に取得でき

る見込みの者

上記(3)から(5)

教職院 全校種等 人数枠を (1) 令和3年度に教職大学院を修了見込みの者

・教科 設けない (2) 受験しようとする校種等・教科の教員専修免許状

詳細について を令和4年３月31日までに確実に取得できる見込み

は神奈川県ＨＰ の者

を参照 上記(3)から(5)

障がい者 全校種等 人数枠を (1) 平成31年度以降に大学等を卒業した者又は令和３

（学部 ・教科 設けない 年度に大学等を卒業（修了）見込みの者

修士課程 (2) 受験しようとする校種等・教科の教員一種（専修）

教職院） 免許状所有者又は令和4年３月31日までに当該免許

を確実に取得できる見込みの者

(3) 次の基準に該当し，学長が推薦する者

ア 神奈川の「めざすべき教職員像」に照らして，

神奈川県公立学校教員としての適性を有し，かつ

教員志望の動機が明確である者

イ 学業成績優秀（在学時の成績「優」（80～100点）

相当の数が50％以上(小数第１位を切り捨て））の

者

(4) 次のいずれかに該当する者

・身体障害者手帳の交付を受けている者

・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育

手帳の交付を受けている者
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・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 昭和37年４月２日以降に出生した者

(6) 地方公務員法第16条（欠格条項）及び学校教育法

第９条（欠格事由）に該当しない者

横浜市 学部 小学校 ２人 次の(1)から(6)までの全ての要件を満たす者（中学 書類選考により

修士課程 校・高等学校（英語）で受験する者については，(1) 第１次試験の教
教職院 中学校・高等 各教科 から(7)までの全ての要件を満たす者）で，横浜市公 科専門試験及び

学校 １人 立学校教員を第１志望とし，教師として優れた実践力 一般教養・教職専
（国，数，理， を発揮することが期待でき，学長が推薦する者 門試験免除が決

英） (1) 令和４年３月に，大学又は大学院を卒業見込み 定

又は修了見込みの者

修士課程 特別支援学校 １人 (2) 受験する校種・教科の一種普通免許状若しくは専

修普通免許状を有する者又は令和４年３月31日まで

教職院 小学校 上限なし に確実に取得できる見込みの者

※ 特別支援学校区分の受験者については，特別支

中学校・高等 各教科 援学校の免許状に加え，小学校又は中学校の免許

学校 １人 状を有する者（取得見込の者を含む。小学校又は

（国，数，理， 中学校の免許について，免許の種類は問わない。）

英） (3) 昭和37年４月２日以降に出生した者

(4) 横浜市教育委員会が求める教師像にふさわしい資

質・能力を有する者

(5) 学業成績が優秀である者

(6) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格

事項に該当しない者

(7) 次のアからウのいずれかの級・スコアを有する者

で，学長が推薦に足ると判断した者

ア 実用英語技能検定準１級

イ TOEIC(IPは除く)800点以上（平成31年4月1日以

降取得）

ウ TOEFL iBT 80点以上（平成31年4月1日以降取得）

学部 小学校 上記(1)から(6)及び下記(7)の全ての要件を満たす

修士課程 （中学校教諭 １人 者で，横浜市公立学校教員を第１志望とし，教師とし
教職院 普通免許状（英 て優れた実践力を発揮することが期待でき，学長が推

語）取得（取 薦する者

得見込）者又 (7) 中学校教諭普通免許状（英語）取得（見込を含む）

は英語に関す 者又は次のアからウのいずれかの級・スコアを有す

る一定の級・ る者

スコアを有す ア 実用英語技能検定準１級

る者） イ TOEIC(IPは除く)730点以上（平成31年4月1日以

降取得）

ウ TOEFL iBT 80点以上（平成31年4月1日以降取得）

川崎市 学部 小学校 ２人 次の(1)から(4)までの条件をすべて満たす者 提出書類の内容
修士課程 (1) 川崎市立学校教員を第一志望とし，令和３年度に を総合的に評価

教職院 中学校・ 各１人 大学を卒業又は大学院を修了見込であり，受験する し，第１次試験

高等学校 校種等・教科の普通免許状を令和４年３月31日まで 免除者を選考

(数，理，音， に取得の見込である者

美，技，家，英) ※ 特別支援学校を希望する場合においては，特別

支援学校教諭普通免許状（視覚障害者教育領域の

特別支援学校 ２人 みの免許状を除く）又は聾学校若しくは養護学校

教諭普通免許状に加え，小学校教諭普通免許状又

は中学校教諭普通免許状が必要

(2) 教員を志す者として、「自ら学ぶ姿勢を持ち、教員

を目指して成長するために学び続けることができ

る」、「教育に対する使命感や熱意、子どもに対する

責任感や深い愛情を持っている」、「適切な人権感覚

及び社会人としての礼儀や規律を身に付けている」、

「他者を受け入れ共感し、良好な人間関係づくりや

協働することの大切さを理解している」など、教員

として必要な資質・能力を備えていると推薦する大
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学及び大学院が判断した者

(3) 昭和37年４月２日以降に出生した者

(4) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条による

欠格事項に該当しない者

相模原市 学部 小学校全科, 人数制限 相模原市立小学校,中学校,義務教育学校教員を志望 書類審査により
修士課程 小学校全科（英 は設けな し，かつ，次の各号全ての要件を満たす者 第１次試験のうち

教職院 語コース） い (1) 令和４年３月31日までに大学等を卒業（修了）見 「教科専門試験」

小学校全科（特 込みの者 免除が決定。

別支援） (2) 受験する受験区分・教科等の教諭普通免許状(中

学校特別支援を受験する者については，教諭普通免

許状及び特別支援学校教諭普通免許状)を令和４年

中学校（特別支 ３月31日までに取得見込みの者

援） (3) 昭和37年４月２日以降に出生した者

(4) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条による

修士課程 養護教諭 欠格事項に該当しない者

(5) 学業成績が優秀（優（80～100点相当）の単位数

が60％以上）の者（大学を卒業見込みの者は学部に

栄養教諭 おける成績，大学院等を修了見込みの者は大学院等

の成績から算出（小数点以下切捨て））

学部 中学校（技術） １人 (1) 小・中学校（義務教育学校含む）教員としての適 書類審査により

修士課程 性を有し，かつ，教員志望の動機が明確であること。第１次試験（「教

教職院 (2) 学業成績が優秀（優（80～100点相当）の単位数が 科専門試験」及び

80％以上）の者（大学を卒業見込みの者は学部にお 「一般教養・教職

ける成績，大学院等を修了見込みの者は大学院等の 専門試験」）免除

成績から算出（小数点以下切捨て）） が決定。

(3) 相模原市立小・中学校（義務教育学校含む）教員

を第１志望としていること。

(4) 上記(1)，(2)及び(3)を満たす者として，大学等に

おいて選考した者であること。

新潟県 教職院修 小学校教諭 人数枠を 下の(1)から(5)までのすべての要件を満たし，学長 書類審査により

了見込者 設けない が推薦する者 第１次検査の一

中学校教諭・ (1) 学校教育法第９条及び地方公務員法第16条の欠 部免除が決定
高等学教教諭 格条項に該当しない者 （第1次検査の

(2) 昭和37年４月２日以降に生まれた者 筆頭Ⅰを免除）

(3) 出願校種の教諭の普通免許状を有している者，若 する。

しくは，これらの免許状を令和４年３月31日までに

取得する見込みの者

(4) 本学教職大学院を，令和４年３月31日までに修了

見込みの者で，学長が推薦する者

(5) 第２次検査に合格した場合，新潟県の教員となる

ことを確約できる者

新潟市 教職院修 小学校教諭 人数枠を 以下の(1)から(5)までのすべての要件を満たし，学 第１次検査を免

了見込者 設けない 長が推薦する者 除。ただし，中
中学校教諭・ (1) 学校教育法第９条及び地方公務員法第16条の欠 学校教諭・高等

高等学校教諭 格条項に該当しない者 学校教諭共通

共通 (2) 昭和37年４月２日以降に生まれた者 「音楽」「美術」

(3) 小学校教諭にあっては小学校教諭普通免許状，中 「保健体育」「技

学校教諭・高等学校教諭共通にあっては出願する当 術」「家庭」の

該教科の中学校教諭普通免許状と高等学校教諭普通 受検者は，第１

免許状の両方を有している者，若しくは，これらの 次検査の実技検

免許状を令和４年３月31日までに取得する見込みの 査を受ける必要

者 がある。

(4)教職大学院を令和４年３月31日までに修了見込み

の者で，学長が推薦する者

(5) 第２次検査に合格した場合，新潟市の教員となる

ことを確約できる者

長野県 学部 小学校教諭 ４人 健康かつ学業成績が優秀である者で，以下の(1)か 第１次選考が書
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修士課程 ら(5)までのすべての要件を満たす者のうち，大学等 類審査,筆記試

教職院 中学校教諭 が推薦する者 験（専門教科の

（全教科） (1) 長野県の教員となることを強く希望し，長野県教 み小学校教諭志

育委員会が求める教師像にふさわしい資質と能力を 願者は全教科）

有する者 及び適性検査

(2) 小学校普通免許状及び中学校普通免許状をいずれ となる。

も有している者（取得見込を含む）で，中学校普通

免許状については，「国語・社会・数学・理科・英語」

のうち１教科以上，これに加え「音楽・美術・保健

体育・技術・家庭」のうち１教科以上，計２教科以上

の複数免許状を有している者（取得見込を含む）

(3) 令和４年３月31日までに大学等を卒業見込み又は

修了見込みであり，該当する普通免許状を取得済み，

又は令和４年３月31日までに取得見込みの者

(4) 昭和37年４月２日以降に生まれた者

(5) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格

事項に該当しない者

身体に 小学校教諭 以下の(1)から(5)までのすべての要件を満たす者の 第１次選考が書

障がい うち，大学等が推薦する者 類審査,筆記試

のある人 中学校教諭 特に定め (1) 長野県の教員となることを強く希望し，長野県教 験（専門教科の

（全教科） ない 育委員会が求める教師像にふさわしい資質と能力を み小学校教諭志

有する者 願者は全教科）

特別支援学校 (2) 令和４年３月31日までに大学等を卒業見込み又は 及び適性検査

教諭 修了見込みであり，該当する普通免許状を取得済み，となる。

又は令和４年３月31日までに取得見込みの者

養護教諭 (3) 昭和37年４月２日以降に生まれた者

(4) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格

栄養教諭 事項に該当しない者

(5) 身体障害者手帳（１級から６級）の交付を受けて

いる者

次の(１)～(６)までのすべての要件を満たす者

浜松市 学部 小学校教諭 学部 (1) 浜松市立小・中学校教員を第１志望とする者 書類審査により
修士課程 2人 (2) 浜松市が求める教員像にふさわしい資質・能力を 第１次選考試験

教職院 中学校教諭 修士 有する者で，学業成績が優秀な者 における「教職・

（国語・数学 課程 (3) 令和４年３月31日までに大学等を卒業（修了）見 一般教養試験」及

・理科・美術 2人 込みの者 び「教科専門試

・技術・家庭 教職院 (4) 昭和37年４月２日以降に生まれた者 験」免除が決定。

・英語のみ） 2人 (5) 学校教育法第９条及び地方公務員法第16条の欠格

事項に該当しない者

発達支援推進 (6) 試験区分ごとに，令和４年４月１日時点で有効な，

教員（中学校 普通免許状を有する者又は取得見込みの者。発達支援

は、国語・数 推進教員区分に関しては，前述の免許状に加え，次の

学・理科・美 ア又はイに該当する者。

術・技術・家 なお詳細は，「令和４年度採用（令和３年度実施）浜

庭・英語） 松市立小・中学校教員採用選考試験要項」で確認する

こと。

ア 特別支援学校教諭普通免許状を取得又は取得見込

みの者

イ 特別支援教育担当者として経験のある者

愛知県 学部 中学校（数学・ 区分・教 以下の(1)から(2)のすべての要件を満たし，学長が 第1次試験の成績
修士課程 理科・技術） 科につき 推薦する者 に【１０点】加

教職院 高等学校(数学 １名 (1) 愛知県の教員として勤務することを第１志望と 点となる。

・理科・工業） する者

特別支援学校教 (2) 令和３年度卒業（修了）見込みの者で，学長が推

諭(数学・理科 薦する者

・技術・工業

(機械))
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京都府 学部 小学校 校種・教 次の(1)から(7)までのすべての要件を満たす者 書類審査により１
修士課程 科ごとに (1) 令和３年３月において，左記免許状取得のための 次試験のうち「筆

中学校 ２人 対象となる大学等を卒業見込み若しくは修了見込み 答試験」免除が決

（国、社、数、 の者 定。

理、音、美、 (2) 小学校教諭一種(専修)免許状，中学校(数学)教諭

保体、技、家、 一種(専修)免許状若しくは中学校(理科)教諭一種(専

英） 修)免許状又は高等学校(数学)教諭一種(専修)免許

状若しくは高等学校(理科)教諭一種(専修)免許状又

高等学校（国、 は特別支援学校教諭一種（専修）免許状を現に有す

地歴・公民、 る者又は令和４年３月31日までに確実に取得できる

数、理、保体、 見込みの者

音、書道、英、 ただし，特別支援学校については，小学校，中学

家、情報、農 校及び高等学校のうちいずれかの普通免許状を合わ

業、工業、商 せて有する者又は令和４年３月31日までに確実に取

業、水産） 得できる者

(3) 昭和37年４月２日以降に生まれた者

(4) 京都府公立学校(京都市立学校を除く｡)教員(小学

校，中学校，高等学校又は特別支援学校）となるこ

修士課程 特別支援学校 ２人 とを第１希望とし，京都府が求める教員像にふさわ

しい資質と能力を備えた健康な者

(5) 次に掲げる実績等を有し，その経験等が児童生徒

教職院 小学校 校種・教 への教育効果の面で期待できる者

科ごとに ア 学校等において教員の補助（教科活動，特別
中学校 ２人 活動，委員会，クラブ活動等）を行うなど，児

（国、社、数、 童生徒の教育指導に関わった実績が通算12週以

理、音、美、 上ある者

保体、技、家、 イ 専門分野において優れた研究実績を有する者

英） 又は指導方法の工夫改善（教科指導法，教材開

発等）に優れた実績を有する者

高等学校（国、 ウ スポーツ・芸術・文化活動において顕著な実

地歴・公民、 績を有する者

数、理、保体、 例）スポーツ分野：全国レベルの大会において

音、書道、英、 優秀な成績を収めた者

家、情報、農 芸 術 分 野：全国レベルのコンクール，

業、工業、商 展覧会等において優秀な成

業、水産） 績を 収めた者

エ その他多様な経験を有する者（海外留学，ボ

ランティア活動等）

(6) 京都府内どこにでも勤務できる者。ただし，北

部採用枠については，京都府北部地域（綾部市，

福知山市，舞鶴市，宮津市，京丹後市，伊根町及

び与謝野町）において採用後10年間程度勤務でき

る者

(7) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条に該

当しない者

学部 小学校 １人 以下の(1)から(6)までの全ての要件を満たす者（小 書類審査により

京都市 修士課程 ※３ 学校（英語及び理科教育推進コース）においては，(1) 第１次試験免除
から(7)までの全ての要件を満たす者）のうち，学長が が決定。

推薦する者

(1) 京都市教育委員会が求める教員像にふさわしい資

質・能力を有し，京都市立学校教員を第一志望とす 但し面接試験は

る者 課される

(2) 令和４年３月において本学に在籍している，又は

卒業（修了）見込みの者。ただし，令和３年３月時

点で当該大学等に１年以上在籍している場合に限る。

(3) 学業成績優秀であるとともに，部活動やボランテ

ィア活動等の実績が顕著である等，大学等における

諸活動の実績が高く評価され，教員として優れた実

践力を発揮することが期待できる者

(4) 昭和37年４月２日以降に出生した者

教職院 校種問わ (5) 推薦の対象となる校種及び教科にかかる普通免許

ず 状を有する者又は令和４年４月１日までに取得見込
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みである者。

なお，総合支援学校については，特別支援学校教

諭免許状（知的・肢体不自由・病弱の３領域のいず

れか）とともに，小学校，中学校又は高等学校の普

通免許状を有する者又は令和４年４月１日までに取

得見込みである者

(6) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格

条項に該当しない者

(7) 以下のいずれかの条件を満たす者

①中学校英語又は高等学校英語の普通免許状を有す

るか，令和４年４月１日までに取得見込であるこ

と。

②実用英語技能検定２級以上の資格を所有している

こと。

③TOEFL500点以上(iBTの場合は42点以上）の資格を

所有していること。

④TOEIC550点以上（SWを含む場合は790点以上）の資

格を所有していること。

※上記②～④の資格の有効期限はなし。過去に一度

でも要件を満たせば該当するものとする。

※１ 小学校英語教育推進コースもしくは理科教育推

進コースへの推薦を行うときは１人加算

※２ 中学校への推薦を行うときは１人加算

※３ 身体障害者手帳の交付を受る者を推薦するとき

は１人加算（詳細は「実施要項」を参照）

大阪府 ２名以内 今年度は本学あての推薦依頼はありません。

小学校 １人 以下の(1)から(6)までのすべての要件を満たす者

大阪市 学部 (1) 令和４年３月に大学を卒業見込み若しくは大学 書類審査により
修士課程 院（修士課程）を修了見込みの者 第１次選考の免

中学校 各教科 (2) 小学校は，小学校教諭一種（専修）免許状を現 除が決定

（数学） ２人 に有する者又は，令和４年３月31日までに確実に

（理科） 取得できる見込みの者

（技術） 中学校は，中学校（数学）教諭一種（専修）免許

状若しくは中学校（理科）教諭一種（専修）免許状

又は中学校（技術）教諭一種（専修）免許状を現に

有する者又は令和４年３月31日までに確実に取得で

きる見込みの者

(3) 昭和51年４月２日以降に生まれた者

(4) 大阪市公立学校教員｛小学校，中学校（数学, 理

科，技術）｝となることを第１志望とし，「大阪市が

求める教員像」にふさわしい資質と能力を備えた

者

(5) 公立学校教員としての適性を有し，学業成績が

優秀な者

(6) 地方公務員法第16条各号（欠格条項），学校教育

法第９条各号（欠格事由）及び教育職員免許法第５

条（授与）第１項ただし書きの各号に該当しない者

幼稚園 ５人 以下の(1)から(6)までのすべての要件を満たす者

教職院 (1) 出願時点で教職大学院に在学し，令和４年３月

に教職大学院を修了見込みの者

幼稚園・小学 (2) 対象となる校種教科等の教諭専修免許状を現に

校共通 有する者又は令和４年３月31日までに確実に取得で

きる見込みの者
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小学校 (3) 昭和37年４月２日以降に生まれた者

(4) 大阪市公立学校教員となることを第１志望とし，

「大阪市が求める教員像」にふさわしい資質と能

中学校 力を備えた者

（すべての教科） (5) 公立学校教員としての適性を有し，学業成績が

優秀な者

(6) 地方公務員法第16条各号（欠格条項），学校教育

養護教諭 法第９条各号（欠格事由）及び教育職員免許法第５

(幼稚園、小学 条（授与）第１項ただし書きの各号に該当しない者

校・中学校共

通)

小学校･特別支 １人 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格条

堺市 援学校小学部 項に該当せず，かつ，次の(1)から(5)までの要件をい 書類審査により
学部 ずれも満たし，学長が推薦する者。 1次試験の筆答試

中学校･特別支 各教科 (1) 堺市立学校教員を第１志望とし，試験実施の翌年 験免除を決定。

援学校中学部 １人 度の採用を希望すること。 １次判定を行わ

（数・理・美 (2) 学業成績が優秀(※)であり，かつ，本市の教員と ず，２次判定のみ

・技） して優れた実践力を発揮することが期待できるこ 行う。

と。

小中一貫教育 (3) 試験実施年度の末日において59歳以下であるこ

推進【英語】 １人 と。

(4) 試験実施年度の末日までに大学等を卒業見込又は

修了する見込であること。

小学校･特別支 １人 (5) 出願する校種等（教科）の教諭普通免許状（一種

援学校小学部 又は専修）(小中一貫教育推進【英語】は小学校，

修士課程 中学校(英語）の両方）を現に有し，又は試験実施

中学校･特別支 各教科 の翌年度４月１日までに取得できる見込みであるこ

援学校中学部 と。

（数・理・美 １人

・技） ※ 「学業成績が優秀」とは，取得単位科目の評価が

「優（80点以上）」「良（70点以上80点未満）」「可

小中一貫教育 １人 （60点以上70点未満）」のうち，「良」以上が80％以上

推進【英語】 でありかつ「優」が50％以上であること。

なお，大学院及び教職大学院の区分から推薦する

小学校･特別支 １人 者については，大学院及び教職大学院での取得単位

教職院 援学校小学部 科目の成績評価とし，大学での成績評価は通算しな

い。

中学校･特別支 各教科

援学校中学部

（数・理・美 １人

・技）

小中一貫教育

推進【英語】 １人

大阪府 学部 小学校 ２人 次の(1)から(6)までの全ての要件を満たし，学長が

豊能地区 推薦する者
（豊中市・ (1) 豊能地区の公立学校教員となることを第１志望と 書類審査により

池田市・ 中学校 各教科 し，豊能地区が求める人物像にふさわしい資質・能 第１次選考のうち

箕面市・ （国・数・理 １人 力を有する者 筆答テスト免除が

豊能町・ ・美・技・家） (2) さまざまな活動に熱心に取り組むなど，豊かな人

能勢町） 各教科 間性を身につけ，教員として優れた実践力を発揮す 決定

１人 ることが期待できる者

(3) 令和４年３月31日までに卒業見込み若しくは修了

見込みであり，推薦の対象となる校種・教科にかか

る一種（専修）普通免許状を同年４月１日までに確

実に取得できる見込みの者

(4) 昭和46年４月２日以降に出生した者

修士課程 小学校 ２人 (5) 公立学校教員としての適性を有し，学業成績が優

秀な者（学業成績評価のうち「優」又は「良」に相

中学校 各教科 当する評価(100点満点換算で70点以上の評価)が概
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（国・数・理 １人 ね７割以上を占めること。）

・美・技・家） (6) 地方公務員法第16条及び学校教育法第９条に該当

しない者

小学校 ２人

教職院 中学校 各教科
（国・数・理

・美・技・家） １人

学部 小学校教員 １人 以下の(1)から(5)までのすべての要件を満たし，学 第一次選考のう

滋賀県 修士課程 長が推薦する者 ち「一般教養・教
教職院 (1) 滋賀県公立学校教員となることを強く志望し，滋 職教養」免除が

賀県がめざす教員像にふさわしい資質と能力を備え 決定。

中学校・技術 １人 た者

(2) 昭和47年４月２日以降に生まれた者

(3) 令和４年３月に大学等を卒業見込みまたは修了見

込みであり，推薦対象の校種の教諭一種（専修）普

通免許状を取得済みまたは令和４年３月31日までに

確実に取得できる見込みの者

(4) 公立学校教員としての適性を有し，学業成績が優

秀な者

(5) 地方公務員法第16条各号および学校教育法第９条

各号のいずれにも該当しない者

神戸市 学部 小学校教諭、 3名 以下の(1)から(5)までの全ての要件を満たす者 第1次選考の筆
修士課程 小学校教諭(英 3名 (1)神戸市立学校教員を第一志望とし,令和4年4月1日よ 記試験を免除す

教職院 語コース) り勤務可能な者 る

(2)神戸市が求める人物像にふさわしい資質・能力を有

中学校・高等学 教科ごと する者で学業成績が優秀な者（取得単位のうち、「良以

校教諭(国語、 に3名 上、、または100点満点で70点以上相当のスコア」が8割

数学、理科、美 以上の者に限る。）

術、技術、家庭) (3)令和4年3月31日までに卒業(修了)見込みである者

※中学校・高等 (4)推薦対象の普通免許状を現に有する者又は令和4年4

学校は一括採用 月1日までに取得できる見込みの者

(5)一般選考の出願資格を有する者

特別支援学校教 小、中・

諭 高各3名

長崎県 学部 小学校教諭、 各１名 以下の(1)から(5)までの全ての要件を満たす者 第1次試験の全
中学校教諭(家 (1)長崎県立学校教員を第一志望とし,令和4年4月1日よ てを免除する。

庭) り勤務可能な者 なお、中学校教

(2)長崎県が求める人物像にふさわしい資質・能力を有 諭（家庭）志願

修士課程 小学校教諭、 する者で学業成績が優秀な者 者は第1次試験の

教職院 中学校教諭(家 各１名 (3)令和4年3月31日までに卒業(修了)見込みである者 全て及び第2次試

庭) (4)推薦対象の普通免許状を現に有する者又は令和4年4 験の実技適性試

月1日までに取得できる見込みの者 験を免除する。

(5)地方公務員法第16条各号および学校教育法第９条各

修士課程 特別支援学校教 １名 号のいずれにも該当しない者

諭


