
（１）氏名

　　婚姻等により、教員免許取得時と氏名が異なる方は、教員免許状に記載されている氏名を入力してください。

（２）生年月日

（３）連絡先住所

（４）連絡先電話番号

　　教員採用に関する連絡等に使用しますので、教職員人事担当（℡06-6208-9123）からの連絡が取れる番号を記入

　してください。

（５）メールアドレス

　　教員採用に関する連絡等に使用しますので、パソコンからのメールを必ず受診できるアドレスを記入してください。

（６）選考区分

（７）障がい等による受験配慮内容

　　選考テストの受験等にあたって配慮が必要な場合は入力してください。

　（入力例）手話、筆談、車椅子の使用、エレベーターの使用、点字、拡大文字による受験等）

（８）出願校種・教科

　　校種「中学校」で出願する方は、教科（数学・理科・技術・英語のいずれか）を記入してください。

メールアドレス

一般選考

障がい者対象選考

小学校・中学校

校種 教科

ふりがな

氏名

（様式４　大学推薦）

受 験 者 登 録 票

電話番号２

ふりがな

氏名

昭和　・　平成 年 月 日

郵便番号

住所

―

電話番号１



（９）校種「小学校」の実技選考種目

　　校種「小学校」で出願する方は、いずれか1つを選択してください。 音楽を選択する場合は、器楽演奏の楽器を

いずれか１つ選択してください。

（10）最終学歴

（11）教員免許状

　　所有する教員免許状をすべて記入してください。（令和４年４月までに取得見込の教員免許状もご記入ください。）

（12）加点申請

　　校種「小学校」で出願する方は①もしくは②、「中学校（英語）」で出願する方は③の加点を申請することができます。

　　いずれも、必要要件となる免許状・資格を有することが必要です。

　　必要要件のうち、「中学校教諭又は高等学校教諭の英語の普通免許状の所有」及び「特別支援学校教諭の普通免許　　

　状の所有」とは、令和４年４月１日時点で有効な普通免許状を所有していることを意味します。

　　また、その他の資格については、出願時点で合格又は取得していることが必要になります。

　　詳細については、「令和４年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト受験案内」を確認してください。

　①　〔小学校〕英語の免許状・資格を有する受験者に対する加点

該当する免許状・資格をいずれか１つ選んで、〇をつけてください。

1次 2次

90点 30点

60点 20点

30点 10点

　②　〔小学校〕特別支援学校教諭の普通免許状を所有する受験者に対する加点

　③　〔中学校（英語）〕英語の資格を有する受験者に対する加点　

該当する資格をいずれか１つ選んで、〇をつけてください。

1次 2次

30点 15点

20点 10点

（13）勤務歴

　　大阪市での勤務経験がある場合は記入してください。

昭和・平成・令和 昭和・平成・令和

年 月 年 月

加点申請します。

免許状３

免許状４

免許状２

加点申請します。

加点申請します。

IELTS TOEFL(iBT) TOEIC(L&R)

準１級

２級

-

-

72点以上

42点以上

785点以上

550点以上

1,190点以上

  960点以上

5.5以上

音楽（無伴奏による歌唱及び器楽演奏）

体育（水泳）

英語（スピーチ）

最終学歴（学校名のみ）

免許状１

卒業・修了（見込）年

ピアノ

リコーダー

管楽器

その他の楽器

中学校英語
高等学校英語

１級

免許状 英検 GTEC(CBT)

945点以上1,350点以上 7.0以上 95点以上

4.0以上

～

勤務期間

加
点
数

加
点
数 785点以上

職種 勤務先

準１級 1,190点以上 5.5以上 72点以上

TOEIC(L&R)

１級 1,350点以上 7.0以上 95点以上 945点以上

英検 GTEC(CBT) IELTS TOEFL(iBT)



（１）氏名

　　婚姻等により、教員免許取得時と氏名が異なる方は、教員免許状に記載されている氏名を入力してください。

（２）生年月日

（３）連絡先住所

（４）連絡先電話番号

　　教員採用に関する連絡等に使用しますので、教職員人事担当（℡06-6208-9123）からの連絡が取れる番号を記入

　してください。

（５）メールアドレス

　　教員採用に関する連絡等に使用しますので、パソコンからのメールを必ず受診できるアドレスを記入してください。

（６）選考区分

（７）障がい等による受験配慮内容

　　選考テストの受験等にあたって配慮が必要な場合は入力してください。

　（入力例）手話、筆談、車椅子の使用、エレベーターの使用、点字、拡大文字による受験等）

（８）出願校種・教科

　　校種「中学校」で出願する方は、教科（数学・理科・技術・英語のいずれか）を記入してください。

（様式４　大学推薦）

受 験 者 登 録 票

ふりがな きょういく　たろう

氏名 教育　太郎

郵便番号 530   ―    8201

住所 大阪市北区中之島１－３－２０　教育マンション１０１号

電話番号１ ０９０－〇〇〇〇－××××

ふりがな おおさか　たろう

氏名 大阪　太郎

昭和　・　平成 11  年 12  月  1   日

〇 障がい者対象選考

聴覚障害６級に認定され、補聴器を使用していますので、面接のときは大きい
声で質問してください。

校種 教科

小学校・中学校

電話番号２ ０６－〇〇〇〇―××××

メールアドレス 〇〇〇〇〇＠××××

一般選考



（９）校種「小学校」の実技選考種目

　　校種「小学校」で出願する方は、いずれか1つを選択してください。 音楽を選択する場合は、器楽演奏の楽器を

いずれか１つ選択してください。

（10）最終学歴

（11）教員免許状

　　所有する教員免許状をすべて記入してください。（令和４年４月までに取得見込の教員免許状もご記入ください。）

（12）加点申請

　　校種「小学校」で出願する方は①もしくは②、「中学校（英語）」で出願する方は③の加点を申請することができます。

　　いずれも、必要要件となる免許状・資格を有することが必要です。

　　必要要件のうち、「中学校教諭又は高等学校教諭の英語の普通免許状の所有」及び「特別支援学校教諭の普通免許　　

　状の所有」とは、令和４年４月１日時点で有効な普通免許状を所有していることを意味します。

　　また、その他の資格については、出願時点で合格又は取得していることが必要になります。

　　詳細については、「令和４年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト受験案内」を確認してください。

　①　〔小学校〕英語の免許状・資格を有する受験者に対する加点 〇

該当する免許状・資格をいずれか１つ選んで、〇をつけてください。

1次 2次

90点 30点

60点 20点

30点 10点

　②　〔小学校〕特別支援学校教諭の普通免許状を所有する受験者に対する加点

　③　〔中学校（英語）〕英語の資格を有する受験者に対する加点　

該当する資格をいずれか１つ選んで、〇をつけてください。

1次 2次

30点 15点

20点 10点

（13）勤務歴

　　大阪市での勤務経験がある場合は記入してください。

昭和・平成・令和 昭和・平成・令和

年 月 年 月

英語（スピーチ） リコーダー

管楽器

〇 音楽（無伴奏による歌唱及び器楽演奏）

体育（水泳） 〇 ピアノ

免許状１ 小学校（取得見込）

免許状２ 中学校国語（取得見込）

免許状３

その他の楽器

卒業・修了（見込）年 最終学歴（学校名のみ）

令和４年（見込） 大阪〇〇大学

免許状４

加点申請します。

免許状 英検 GTEC(CBT) IELTS TOEFL(iBT) TOEIC(L&R)

945点以上

- 準１級 1,190点以上 5.5以上 72点以上 785点以上
加
点
数

中学校英語
高等学校英語

１級 1,350点以上 7.0以上 95点以上

- ２級   960点以上 4.0以上 42点以上 550点以上

加点申請します。

加点申請します。

英検 GTEC(CBT) IELTS TOEFL(iBT) TOEIC(L&R)

785点以上

職種 勤務先 勤務期間

～

加
点
数

１級 1,350点以上 7.0以上 95点以上 945点以上

準１級 1,190点以上 5.5以上 72点以上



受験者登録票を記入する際の注意点(大学推薦特別選考対象者向け) 

 

（１）氏名    

日本国籍を有しない人については、原則として本名を記入してください。 

また、婚姻等により、教員免許取得時と氏名が異なる場合は、教員免許状に

記載されている氏名を記入してください。 

 

（２）生年月日    

生年は和暦(昭和・平成)で記入してください。 

 

（３）連絡先住所 

受験票等の送付先となります。マンション等にお住まいの場合は、部屋番号

まで正確に記入してください。 

 

（４）連絡先電話番号 

採用試験に関する連絡事項がある場合に使用します。電話番号１に記載され

た番号に優先的に連絡しますが、つながらない場合は電話番号２に連絡します。 

※本市の教職員人事担当(06-6208-9123)をアドレス帳に登録するなどして、

電話連絡をとる準備をしてください。 

 

（５）メールアドレス 

 採用試験に関する連絡事項がある場合に使用します。パソコンからのメール

を受信できるアドレスが無い場合は空欄にしてください。 

 

（６）選考区分 

障がい者手帳の交付を受けている方は、「障がい者対象選考」を選ぶことが

できます。「障がい者対象選考」に該当しない人は、「一般選考」を選んでく

ださい。 

 

（７）障がい等による受験配慮内容 

選考テストの受験等にあたって配慮が必要な場合は記入してください。 



（８）出願校種・教科 

「校種」が小学校の場合、「教科」欄は空欄にしてください。 

「校種」が中学校の場合、「教科」欄に「数学」「理科」「技術」「英語」

のいずれかを記入してください。 

 

（９）校種「小学校」の実技選考種目 

小学校で出願する場合、第２次選考の実技テストで受験を希望する種目をひ

とつ選んでください。 

 

（10）最終学歴 

「最終学歴（学校名のみ）」欄に大学名を記入してください。なお、大学院

修了見込の場合は、大学名の後に(院)と記入してください。 

 

（11）教員免許状 

所有する教員免許状をすべて記入してください。令和４年４月までに取得見

込の教員免許状もご記入ください。 

 

（12）加点申請 

 校種「小学校」で出願する方は①もしくは②、「中学校（英語）」で出願す

る方は③の加点を申請することができます。 

 いずれも、必要要件となる免許状・資格を有することが必要です。 

 必要な免許状・資格の詳細については、受験案内を確認してください。 

 

(13) 勤務歴 

大阪市での勤務経験がある場合は記入してください。大阪市の学校・幼稚園

での勤務歴のない人は空欄にしてください。 

 


