
・・・・

・・・・
（平成22年3月31日以前に，広島県・広島市の公立学校正規職員歴（教諭，講（平成22年3月31日以前に，広島県・広島市の公立学校正規職員歴（教諭，講（平成22年3月31日以前に，広島県・広島市の公立学校正規職員歴（教諭，講（平成22年3月31日以前に，広島県・広島市の公立学校正規職員歴（教諭，講　師（非常勤は除く。）養護教諭，栄養教諭に限る）がある場合は記入する）　師（非常勤は除く。）養護教諭，栄養教諭に限る）がある場合は記入する）　師（非常勤は除く。）養護教諭，栄養教諭に限る）がある場合は記入する）　師（非常勤は除く。）養護教諭，栄養教諭に限る）がある場合は記入する）（15)職務内容（15)職務内容（15)職務内容（15)職務内容

HHHH専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種中学校教諭中学校教諭中学校教諭中学校教諭
　職歴Ｂ　職歴Ｂ　職歴Ｂ　職歴Ｂ

3333専修 ・ １種専修 ・ １種専修 ・ １種専修 ・ １種 理科理科理科理科 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH 19191919
（12）職名（12）職名（12）職名（12）職名勤務先勤務先勤務先勤務先 （13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間

・・・・

広島市中区国泰寺町一丁目４－２１広島市中区国泰寺町一丁目４－２１広島市中区国泰寺町一丁目４－２１広島市中区国泰寺町一丁目４－２１
35353535性別性別性別性別 男男男男・・・・女女女女 生生生生年年年年月月月月日日日日 昭和昭和昭和昭和平成平成平成平成 歳歳歳歳8888 5555 1111 4444

養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭 専修 ・ １種専修 ・ １種専修 ・ １種専修 ・ １種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH ・・・・

※※※※裏裏裏裏面面面面のののの（（（（11114444））））かかかからららら（（（（22221111））））のののの各各各各欄欄欄欄ににににつつつついいいいてててて必必必必要要要要事事事事項項項項をををを記記記記入入入入すすすするるるるこここことととと。。。。
取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH ・・・・

HHHH ・・・・ ・・・・HHHH

取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・・・・・ 3333栄養教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭 専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ 専修 ・ １種専修 ・ １種専修 ・ １種専修 ・ １種 数学数学数学数学 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH 19191919 ・・・・SSSS 3333専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ 高等学校教諭高等学校教諭高等学校教諭高等学校教諭 ・・・・・・・・ HHHH ・・・・専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH
アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国

3333専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ 専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 数学数学数学数学 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH 19191919 ・・・・・・・・ HHHH 19191919
ＳＳＳＳ・・・・ＨＨＨＨ

専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 ・・・・取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS
・・・・

（９）　種　類（９）　種　類（９）　種　類（９）　種　類 教　科教　科教　科教　科 （10）取得・取得見込年月（10）取得・取得見込年月（10）取得・取得見込年月（10）取得・取得見込年月
　留 学 経 験    （　有　・　無　）　留 学 経 験    （　有　・　無　）　留 学 経 験    （　有　・　無　）　留 学 経 験    （　有　・　無　） 在学中に行ったクラブ・部活動名在学中に行ったクラブ・部活動名在学中に行ったクラブ・部活動名在学中に行ったクラブ・部活動名（主な実績があれば記入）（主な実績があれば記入）（主な実績があれば記入）（主な実績があれば記入） 指導可能なクラブ・部活動名指導可能なクラブ・部活動名指導可能なクラブ・部活動名指導可能なクラブ・部活動名〔留学した国〕〔留学した国〕〔留学した国〕〔留学した国〕 〔留学した時期（期間）〕〔留学した時期（期間）〕〔留学した時期（期間）〕〔留学した時期（期間）〕 剣道部剣道部剣道部剣道部卓球部卓球部卓球部卓球部中学校：剣道部中学校：剣道部中学校：剣道部中学校：剣道部高校 ： 卓球部（国体個人３位）高校 ： 卓球部（国体個人３位）高校 ： 卓球部（国体個人３位）高校 ： 卓球部（国体個人３位）大学 ： 卓球部（全日本学生選手権個人３位）大学 ： 卓球部（全日本学生選手権個人３位）大学 ： 卓球部（全日本学生選手権個人３位）大学 ： 卓球部（全日本学生選手権個人３位）平成〇年〇月から平成〇年〇月平成〇年〇月から平成〇年〇月平成〇年〇月から平成〇年〇月平成〇年〇月から平成〇年〇月 （（（（ ○か月間○か月間○か月間○か月間 ））））　英語の資格　英語の資格　英語の資格　英語の資格 水泳能力水泳能力水泳能力水泳能力（現在泳げる距離）（現在泳げる距離）（現在泳げる距離）（現在泳げる距離）英検１級，TOEIC８５０点英検１級，TOEIC８５０点英検１級，TOEIC８５０点英検１級，TOEIC８５０点 250250250250 mmmm

19191919 ・・・・ 3333

SSSS ・・・・SSSS ・・・・SSSS ・・・・SSSS ・・・・SSSS ・・・・SSSS ・・・・
 職歴Ａ 職歴Ａ 職歴Ａ 職歴Ａ HHHH ・・・・学校図書館司書教諭資格学校図書館司書教諭資格学校図書館司書教諭資格学校図書館司書教諭資格 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH 19191919 ・・・・ 3333

HHHH ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・HHHHHHHH ・・・・ ・・・・HHHH ・・・・ ・・・・SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ ・・・・SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ ・・・・
SSSS HHHH ・・・・・・・・ 月月月月・・・・・・・・ 月月月月・・・・・・・・ ・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 SSSS ・・・・・・・・ HHHH・・・・・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 SSSS HHHHSSSS HHHH 月月月月・・・・・・・・ ・・・・・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 SSSS HHHHSSSS HHHH ・・・・・・・・・・・・

（12）職名等（12）職名等（12）職名等（12）職名等正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非会社員会社員会社員会社員 SSSS HHHHSSSS職務内容職務内容職務内容職務内容土木施工管理土木施工管理土木施工管理土木施工管理配管工事設計施工配管工事設計施工配管工事設計施工配管工事設計施工勤務先勤務先勤務先勤務先(株)○○建設(株)○○建設(株)○○建設(株)○○建設 ・・・・・・・・（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間○○県○○県○○県○○県○○市○○市○○市○○市(11)所在地(11)所在地(11)所在地(11)所在地 ・・・・19191919 4444

○○大学○○大学○○大学○○大学 専攻学科専攻学科専攻学科専攻学科 卒業（見込）年月卒業（見込）年月卒業（見込）年月卒業（見込）年月 卒業・修了（見込）学校名卒業・修了（見込）学校名卒業・修了（見込）学校名卒業・修了（見込）学校名

HHHH 22222222 3333 ・・・・ 31313131（平成22年3月31日以前の民間歴（国公立学校教員以外の全ての職。アルバイトは（平成22年3月31日以前の民間歴（国公立学校教員以外の全ての職。アルバイトは（平成22年3月31日以前の民間歴（国公立学校教員以外の全ての職。アルバイトは（平成22年3月31日以前の民間歴（国公立学校教員以外の全ての職。アルバイトは　除く。）のみ記入すること）　除く。）のみ記入すること）　除く。）のみ記入すること）　除く。）のみ記入すること） 在職月在職月在職月在職月36363636月月月月専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種1111

教育学部教育学部教育学部教育学部中等教育学科中等教育学科中等教育学科中等教育学科 数理コース数理コース数理コース数理コース ＳＳＳＳ・・・・ＨＨＨＨ
小学校教諭小学校教諭小学校教諭小学校教諭 専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種専修 ・ １種 ・ ２種 取得・見込取得・見込取得・見込取得・見込 SSSS ・・・・ HHHH 21212121 ・・・・ 3333

・・・・・・・・

理科理科理科理科

）））） ５０４５０４５０４５０４

　教育職員免許状　　教育職員免許状　　教育職員免許状　　教育職員免許状　(専修・１種・２種の別，特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱），盲・ろう・養護の別及び取得・見込の別を○で囲むこと)(専修・１種・２種の別，特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱），盲・ろう・養護の別及び取得・見込の別を○で囲むこと)(専修・１種・２種の別，特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱），盲・ろう・養護の別及び取得・見込の別を○で囲むこと)(専修・１種・２種の別，特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱），盲・ろう・養護の別及び取得・見込の別を○で囲むこと)（９）　種　類（９）　種　類（９）　種　類（９）　種　類 （10）取得・取得見込年月（10）取得・取得見込年月（10）取得・取得見込年月（10）取得・取得見込年月

上記以外上記以外上記以外上記以外連絡先連絡先連絡先連絡先 〒〒〒〒 7777 専攻学科専攻学科専攻学科専攻学科 卒業（見込）年月卒業（見込）年月卒業（見込）年月卒業（見込）年月3333 0000
○○高等学校○○高等学校○○高等学校○○高等学校 普通科普通科普通科普通科 ○○大学（通信課程）○○大学（通信課程）○○大学（通信課程）○○大学（通信課程）卒業・修了（見込）学校名卒業・修了（見込）学校名卒業・修了（見込）学校名卒業・修了（見込）学校名（８）最終学校(高等学校から記入すること)（８）最終学校(高等学校から記入すること)（８）最終学校(高等学校から記入すること)（８）最終学校(高等学校から記入すること) ０８２０８２０８２０８２ －－－－TELTELTELTEL （（（（広島市中区基町９－４２広島市中区基町９－４２広島市中区基町９－４２広島市中区基町９－４２

・・・・ＨＨＨＨ 21212121 ・・・・ 3333ＳＳＳＳ・・・・ＨＨＨＨ 15151515 ・・・・ 3333
２８０５２８０５２８０５２８０５－－－－ 8888 5555 8888

教育学部教育学科教育学部教育学科教育学部教育学科教育学部教育学科 科目等履修科目等履修科目等履修科目等履修 ＳＳＳＳ
6666 学部・科学部・科学部・科学部・科外国での外国での外国での外国での居住経験居住経験居住経験居住経験 期間国名

学部・科学部・科学部・科学部・科
１２３４ １２３４ １２３４ １２３４ TELTELTELTEL （（（（ ）））） －－－－ ５６７８５６７８５６７８５６７８ (７)国籍等(７)国籍等(７)国籍等(７)国籍等（平成３２年４月１日現在）（平成３２年４月１日現在）（平成３２年４月１日現在）（平成３２年４月１日現在） ※※※※

（免許状を取得・取得見込の校種のみ）（免許状を取得・取得見込の校種のみ）（免許状を取得・取得見込の校種のみ）（免許状を取得・取得見込の校種のみ） （第３希望） 特別選考（グローバル）【教職経験者（英語）】又は【外国人留学生等】の受験者のみ記入59595959 6666 30303030ヒロシマ　モミジヒロシマ　モミジヒロシマ　モミジヒロシマ　モミジ
広島　もみじ広島　もみじ広島　もみじ広島　もみじ 国籍国籍国籍国籍小学校　・ 中学校　・ 高等学校　・ 特別支援学校

現住所現住所現住所現住所氏名氏名氏名氏名 〒〒〒〒 7777 ０９００９００９００９０3333 0000 －－－－

高等学校中学校小学校養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭       希望する校種の      順位（１から４）を      記入      希望する校種の      順位（１から３）を      記入(
10101010※※※※ 9999※※※※ 8888

（４）県・市の希望（４）県・市の希望（４）県・市の希望（４）県・市の希望 広  島  県　　・　　広  島  市　　・　　どちらでもよい広  島  県　　・　　広  島  市　　・　　どちらでもよい広  島  県　　・　　広  島  市　　・　　どちらでもよい広  島  県　　・　　広  島  市　　・　　どちらでもよい) 日日日日小学校　・ 中学校　・ 高等学校　・ 特別支援学校（６） 受験校種以外の第２・３希望校種（６） 受験校種以外の第２・３希望校種（６） 受験校種以外の第２・３希望校種（６） 受験校種以外の第２・３希望校種
写真の裏面に受験校種・職写真の裏面に受験校種・職写真の裏面に受験校種・職写真の裏面に受験校種・職種，受験教科（科目），氏名種，受験教科（科目），氏名種，受験教科（科目），氏名種，受験教科（科目），氏名を明記し，全面を糊付けするを明記し，全面を糊付けするを明記し，全面を糊付けするを明記し，全面を糊付けすることことことこと特別支援学校中学校 特別支援学校

年年年年 月月月月
（３）受験教科（科目）（３）受験教科（科目）（３）受験教科（科目）（３）受験教科（科目）
フリガナフリガナフリガナフリガナ

※※※※小学校 5555
※※※※ 7777※※※※ 6666

4444
（第２希望）（５）合理的配慮の有無（５）合理的配慮の有無（５）合理的配慮の有無（５）合理的配慮の有無 有　　　　・　　　　無有　　　　・　　　　無有　　　　・　　　　無有　　　　・　　　　無

※※※※※※※※（縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ）（縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ）（縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ）（縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ）写　真　貼　付写　真　貼　付写　真　貼　付写　真　貼　付 3333小学校教諭小学校教諭小学校教諭小学校教諭 高等学校教諭高等学校教諭高等学校教諭高等学校教諭中学校教諭中学校教諭中学校教諭中学校教諭特別支援学校教諭特別支援学校教諭特別支援学校教諭特別支援学校教諭  視覚障害  聴覚障害  知的障害・ 肢体不自由・病弱（受験する部に○をする） 希望する障害種の順位（１から３）を記入小学部 中学部 高等部（第１次選考試験会場（小学校）一般選考の受験者のみ記入）広島会場   ・   福山会場   ・   どちらでもよい
※※※※ 1111※※※※ 2222

平成３２年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験受験願平成３２年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験受験願平成３２年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験受験願平成３２年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験受験願広島県教育委員会広島県教育委員会広島県教育委員会広島県教育委員会広島市教育委員会広島市教育委員会広島市教育委員会広島市教育委員会（１）　選　考　区　分（１）　選　考　区　分（１）　選　考　区　分（１）　選　考　区　分（２）　受　験　校　種 ・ 職　種　　（２）　受　験　校　種 ・ 職　種　　（２）　受　験　校　種 ・ 職　種　　（２）　受　験　校　種 ・ 職　種　　　（小学校教諭を一般選考で第１次選考試験から受験する場合，希望する試験会場を選択）　（小学校教諭を一般選考で第１次選考試験から受験する場合，希望する試験会場を選択）　（小学校教諭を一般選考で第１次選考試験から受験する場合，希望する試験会場を選択）　（小学校教諭を一般選考で第１次選考試験から受験する場合，希望する試験会場を選択）
※※※※受験番号受験番号受験番号受験番号 平成31年度受験番号平成31年度受験番号平成31年度受験番号平成31年度受験番号（第１次試験免除者のみ記入）（第１次試験免除者のみ記入）（第１次試験免除者のみ記入）（第１次試験免除者のみ記入）　特別選考(グローバル)【教職経験者(英語)】・特別選考(グローバル)【外国人留学生等】・特別選考(スポーツ実績)　一般選考・特別選考(障害のある者)・特別選考(社会人)・特別選考(臨時的任用等)・特別選考(現職教員) 第１次第１次第１次第１次選考試選考試選考試選考試験免除験免除験免除験免除 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○平成32

特別支援学校教諭特別支援学校教諭特別支援学校教諭特別支援学校教諭（盲・ろう・養護）（盲・ろう・養護）（盲・ろう・養護）（盲・ろう・養護）視覚障害・聴覚障害知的障害・肢体不自由・病弱
本欄『職歴A』は，平成２２年３月３１日以前の民間歴（国公立学校平成２２年３月３１日以前の民間歴（国公立学校平成２２年３月３１日以前の民間歴（国公立学校平成２２年３月３１日以前の民間歴（国公立学校教員以外の全ての職。アルバイトは除く。）のみ記入教員以外の全ての職。アルバイトは除く。）のみ記入教員以外の全ての職。アルバイトは除く。）のみ記入教員以外の全ての職。アルバイトは除く。）のみ記入すること。該当がなければ記入不要。

本欄は，小学校・一般選考で第１次選考試験から受験する場合に記入すること。

できる限り，携帯電話の番号を記入すること。
本欄は，中学校，高等学校，特別支援学校中学部又は高等部の場合に記入すること。



　（３）教育職員免許法第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い，　（３）教育職員免許法第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い，　（３）教育職員免許法第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い，　（３）教育職員免許法第10条第１項第２号又は第３号に該当する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　　　当該失効の日から３年を経過しない者　　　当該失効の日から３年を経過しない者　　　当該失効の日から３年を経過しない者（20）採用試験説明会への参加（20）採用試験説明会への参加（20）採用試験説明会への参加（20）採用試験説明会への参加
広広広広　　　　島島島島　　　　もももも　　　　みみみみ　　　　じじじじ署署署署名名名名 印印印印

今年度実施の採用試験説明会に参加した場合は，参加した会場名を記入今年度実施の採用試験説明会に参加した場合は，参加した会場名を記入今年度実施の採用試験説明会に参加した場合は，参加した会場名を記入今年度実施の採用試験説明会に参加した場合は，参加した会場名を記入 　（４）教育職員免許法第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け，当該処分　（４）教育職員免許法第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け，当該処分　（４）教育職員免許法第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け，当該処分　（４）教育職員免許法第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け，当該処分　　　の日から３年を経過しない者　　　の日から３年を経過しない者　　　の日から３年を経過しない者　　　の日から３年を経過しない者　（５）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　（５）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　（５）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　（５）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　　　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　　　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　　　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広島（西部）広島（西部）広島（西部）広島（西部） 会場会場会場会場 平成　平成　平成　平成　３１３１３１３１　年　年　年　年 4444 月月月月 27272727 日日日日（注意１）欄外への記入や用紙の貼り付けはしないでください。（注意１）欄外への記入や用紙の貼り付けはしないでください。（注意１）欄外への記入や用紙の貼り付けはしないでください。（注意１）欄外への記入や用紙の貼り付けはしないでください。（注意２）受験願に虚偽の記載があった場合，採用候補者名簿の登載を（注意２）受験願に虚偽の記載があった場合，採用候補者名簿の登載を（注意２）受験願に虚偽の記載があった場合，採用候補者名簿の登載を（注意２）受験願に虚偽の記載があった場合，採用候補者名簿の登載を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取取取取りりりり消消消消すすすすここここととととががががあああありりりりまままますすすす。。。。
（19）臨時的任用職員又は非常勤講師としての任用希望（19）臨時的任用職員又は非常勤講師としての任用希望（19）臨時的任用職員又は非常勤講師としての任用希望（19）臨時的任用職員又は非常勤講師としての任用希望 （21）署名（21）署名（21）署名（21）署名　平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験において，　平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験において，　平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験において，　平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験において，採用候補者名簿に登載とならなかった場合，広島県又は広島市において臨採用候補者名簿に登載とならなかった場合，広島県又は広島市において臨採用候補者名簿に登載とならなかった場合，広島県又は広島市において臨採用候補者名簿に登載とならなかった場合，広島県又は広島市において臨時的任用職員又は非常勤講師として任用されることを，時的任用職員又は非常勤講師として任用されることを，時的任用職員又は非常勤講師として任用されることを，時的任用職員又は非常勤講師として任用されることを， 　私は，平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験を受験したいので申し込みます。　私は，平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験を受験したいので申し込みます。　私は，平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験を受験したいので申し込みます。　私は，平成32年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験を受験したいので申し込みます。　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。　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。　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。　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）成年被後見人又は被保佐人　（１）成年被後見人又は被保佐人　（１）成年被後見人又は被保佐人　（１）成年被後見人又は被保佐人希望する　　　　・　　　　希望しない希望する　　　　・　　　　希望しない希望する　　　　・　　　　希望しない希望する　　　　・　　　　希望しない 　（２）禁錮以上の刑に処せられた者　（２）禁錮以上の刑に処せられた者　（２）禁錮以上の刑に処せられた者　（２）禁錮以上の刑に処せられた者

6666SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ ・・・・SSSS ・・・・ HHHH 24242424 ・・・・

※※※※受験番号受験番号受験番号受験番号

（17）賞罰（17）賞罰（17）賞罰（17）賞罰（過去に懲戒処分を受けたことがあれば，必ず記入すること。）　無し　無し　無し　無し 　休職・病気休暇・育児休業等の期間及びその理由　休職・病気休暇・育児休業等の期間及びその理由　休職・病気休暇・育児休業等の期間及びその理由　休職・病気休暇・育児休業等の期間及びその理由理　　　　由理　　　　由理　　　　由理　　　　由　育児休暇　育児休暇　育児休暇　育児休暇・・・・ 30303030 0000 9999SSSS ・・・・ HHHH 25252525 ・・・・ 2222 ・・・・ 25252525 年年年年 月月月月月月月月

表面から続き表面から続き表面から続き表面から続き　職歴Ｃ　（　職歴Ｃ　（　職歴Ｃ　（　職歴Ｃ　（平成22年4月1日以降の職歴平成22年4月1日以降の職歴平成22年4月1日以降の職歴平成22年4月1日以降の職歴（民間歴や公務員歴を含め全て）を記入すること）（民間歴や公務員歴を含め全て）を記入すること）（民間歴や公務員歴を含め全て）を記入すること）（民間歴や公務員歴を含め全て）を記入すること）勤務先勤務先勤務先勤務先 （14）任命権者又は所在地（14）任命権者又は所在地（14）任命権者又は所在地（14）任命権者又は所在地 （12）職名等（12）職名等（12）職名等（12）職名等 （15)職務内容（15)職務内容（15)職務内容（15)職務内容 （13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間（13）在職（見込）期間

HHHH

在職月在職月在職月在職月(株)○○商事(株)○○商事(株)○○商事(株)○○商事 ○○県○○市○○県○○市○○県○○市○○県○○市 会社員会社員会社員会社員 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 海外新規展開に係る企画・営業海外新規展開に係る企画・営業海外新規展開に係る企画・営業海外新規展開に係る企画・営業 HHHH 36363636HHHH 月月月月22222222 ・・・・ 4444 ・・・・ 111125252525

（16）主な校務分掌，担当教科等（16）主な校務分掌，担当教科等（16）主な校務分掌，担当教科等（16）主な校務分掌，担当教科等（臨時的任用，非常勤を含め，学校勤務がある場合は記入すること。）　主な校務分掌：生徒指導部，教務部　主な校務分掌：生徒指導部，教務部　主な校務分掌：生徒指導部，教務部　主な校務分掌：生徒指導部，教務部 SSSS ・・・・ HHHH ・・・・ ・・・・ 年年年年（18）　期　　　間（18）　期　　　間（18）　期　　　間（18）　期　　　間

・・・・ 3333 ・・・・ 31313131HHHH○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校 〇〇町教育委員会〇〇町教育委員会〇〇町教育委員会〇〇町教育委員会 補助員補助員補助員補助員 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 特別支援教育アシスタント特別支援教育アシスタント特別支援教育アシスタント特別支援教育アシスタント（児童の学習支援，学習補助）（児童の学習支援，学習補助）（児童の学習支援，学習補助）（児童の学習支援，学習補助） HHHH○○市教育委員会○○市教育委員会○○市教育委員会○○市教育委員会 支援員支援員支援員支援員 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 特別支援教育支援員特別支援教育支援員特別支援教育支援員特別支援教育支援員（生徒の学習補助）（生徒の学習補助）（生徒の学習補助）（生徒の学習補助） ・・・・ 4444 ・・・・ 666626262626 ・・・・ 3333 ・・・・ 20202020 12121212HHHH 月月月月25252525
○○市立○○中学校○○市立○○中学校○○市立○○中学校○○市立○○中学校 ○○市教育委員会○○市教育委員会○○市教育委員会○○市教育委員会 講師講師講師講師 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 中学校における教科指導のための非常勤講師中学校における教科指導のための非常勤講師中学校における教科指導のための非常勤講師中学校における教科指導のための非常勤講師（数学，理科）（数学，理科）（数学，理科）（数学，理科） HHHH 16161616HHHH 月月月月26262626 ・・・・ 4444 ・・・・ 222227272727 ・・・・ 7777 ・・・・ 20202020○○市立○○中学校○○市立○○中学校○○市立○○中学校○○市立○○中学校 8888HHHH 月月月月27272727 ・・・・ 8888 ・・・・ 2626262628282828 ・・・・ 3333 ・・・・ 20202020 12121212HHHH 28282828 ・・・・ 4444 ・・・・ 777729292929 ・・・・ 3333 ・・・・ 20202020HHHH 12121212 月月月月月月月月○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校 ○○町教育委員会○○町教育委員会○○町教育委員会○○町教育委員会 教諭教諭教諭教諭 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 臨時的任用職員臨時的任用職員臨時的任用職員臨時的任用職員（特別支援学級担任（図画工作，体育以外の教科を担当））（特別支援学級担任（図画工作，体育以外の教科を担当））（特別支援学級担任（図画工作，体育以外の教科を担当））（特別支援学級担任（図画工作，体育以外の教科を担当）） HHHH○○県立○○高等学校○○県立○○高等学校○○県立○○高等学校○○県立○○高等学校 ○○県教育委員会○○県教育委員会○○県教育委員会○○県教育委員会 講師講師講師講師 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 指導方法の工夫改善に向けた非常勤講師指導方法の工夫改善に向けた非常勤講師指導方法の工夫改善に向けた非常勤講師指導方法の工夫改善に向けた非常勤講師（生物基礎，化学基礎，化学）（生物基礎，化学基礎，化学）（生物基礎，化学基礎，化学）（生物基礎，化学基礎，化学） 29292929 ・・・・ 4444 ・・・・ 222230303030 ・・・・ 3333 ・・・・ 3131313130303030 ・・・・ 4444 ・・・・ 2222 12121212HHHHHHHH 月月月月31313131 ・・・・ 3333 ・・・・ 31313131○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校 ○○町教育委員会○○町教育委員会○○町教育委員会○○町教育委員会 教諭教諭教諭教諭 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 少人数による指導の充実少人数による指導の充実少人数による指導の充実少人数による指導の充実（学級担任）（学級担任）（学級担任）（学級担任）○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校○○町立○○小学校 ○○町教育委員会○○町教育委員会○○町教育委員会○○町教育委員会 支援員支援員支援員支援員 正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 特別支援教育支援員特別支援教育支援員特別支援教育支援員特別支援教育支援員（生徒の学習補助）（生徒の学習補助）（生徒の学習補助）（生徒の学習補助） 12121212HHHH 月月月月31313131 ・・・・ 4444 ・・・・ 222232323232 ・・・・ 3333 ・・・・ 31313131HHHH正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHHHHHH 月月月月・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・HHHHHHHH 月月月月・・・・ ・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 ・・・・ ・・・・HHHH 月月月月・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・HHHH正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHHHHHHHHHH 月月月月月月月月・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHH ・・・・

HHHHHHHH 月月月月・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・HHHH 月月月月正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHH ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHH正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非
HHHH 月月月月HHHH 月月月月・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHH正正正正任任任任臨臨臨臨非非非非 HHHH 月月月月HHHH ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・

・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・
本欄『職歴Ｃ』は，平成２２年４月１日以降の職歴（民間歴や公務員歴を含め全て）記入平成２２年４月１日以降の職歴（民間歴や公務員歴を含め全て）記入平成２２年４月１日以降の職歴（民間歴や公務員歴を含め全て）記入平成２２年４月１日以降の職歴（民間歴や公務員歴を含め全て）記入すること。【留意事項】※平成３１年度の職があれば，見込で記入すること。※平成２２年３月３１日以前の職歴は記入不要。※※※※連続して同じ学校に勤務した場合でも，辞令に１日でも連続して同じ学校に勤務した場合でも，辞令に１日でも連続して同じ学校に勤務した場合でも，辞令に１日でも連続して同じ学校に勤務した場合でも，辞令に１日でも間間間間の期間があれば分けて記入すること。の期間があれば分けて記入すること。の期間があれば分けて記入すること。の期間があれば分けて記入すること。※職名については，教諭，助教諭，講師，補助員，支援員など，辞令どおり正確に記入すること。※職務内容については，委嘱名委嘱名委嘱名委嘱名及び学習支援，学習補助，教科指導，特別支援学級担任学習支援，学習補助，教科指導，特別支援学級担任学習支援，学習補助，教科指導，特別支援学級担任学習支援，学習補助，教科指導，特別支援学級担任など，任用される際の書類を確認するなどして正確に記入すること。※中学校，高等学校，特別支援学校において教科指導をした場合は，指導した教科・科目名指導した教科・科目名指導した教科・科目名指導した教科・科目名まで正確に記入すること。（補足）平成２７年３月平成２７年３月平成２７年３月平成２７年３月31313131日以前の職に限り日以前の職に限り日以前の職に限り日以前の職に限り，任期満了後，続けて任命権者，勤務校，任用形態のいずれも変わらず任用されている場合（指導教科・科目は変わってもよい）は，職歴をまとめて入力すること。なお，勤務しない月が間に1月しかない場合は職歴をまとめてもよい。詳細は，出願要領７ページを参照。

ホームページから受験願の様式をダウンロードする場合は，必ずＡ４両面（長辺とじ）とすること。
※※※※職務内容を記入すること。職務内容を記入すること。職務内容を記入すること。職務内容を記入すること。※※※※教科指導のある場合は教科・科教科指導のある場合は教科・科教科指導のある場合は教科・科教科指導のある場合は教科・科目名を記入すること。目名を記入すること。目名を記入すること。目名を記入すること。

職名及び委嘱名は辞令で確認の上，正確に職名及び委嘱名は辞令で確認の上，正確に職名及び委嘱名は辞令で確認の上，正確に職名及び委嘱名は辞令で確認の上，正確に記入すること。記入すること。記入すること。記入すること。

広広広広島島島島日付及び氏名を必ず自筆で記入の上，押印をすること
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