2019 年度（平成 31 年度）大阪市教師養成講座選考テスト受験案内
インターネット出願受付期間
2019 年（平成 31 年）４月２日（火）10 時から
2019 年５月９日（木）17 時まで
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行期日は、政令で平成 31 年 4 月 30 日と確定していますが、
「元
号法」に基づく新元号が未定であるため、本受験案内では平成 31 年 4 月 30 日までは西暦と現在の元号を併記
し、同年 5 月 1 日以降については西暦で表記します。
このテストは、大阪市教師養成講座の受講者決定に当たっての選考資料を得るために実施するものです。
１．募集人数
校種

教科等

出願に必要な免許状
小学校教諭の

小学校
中学校

予定数

普通免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、 中学校教諭の出願教科の
技術、家庭、英語、※１特別支援学級

養護教諭

約 160 名

普通免許状
養護教諭の普通免許状

※１ 特別支援学級の出願には、中学校教諭の普通免許状（校種「中学校」で募集されている教科等のうち、い
ずれかの教科の免許状）が必要です。なお、特別支援学校の普通免許状は特に要件としません。
２．受験資格
（１） 大阪市公立学校教員採用選考テスト（小学校・中学校・養護教諭）を受験予定の者。
（２） 2021 年３月 31 日までに、小学校・中学校・養護教諭の普通免許状を取得見込みの人、または取得済みの
人。たとえば、短期大学１回生、大学３回生以上の人、現在講師として勤務している人など。
（３） 「大阪市教師養成講座」を修了した者は、次年度以降の「大阪市教師養成講座」を受講することができま
せん。
（いずれの校種、教科でも、一度修了した者は受講することができません。
）
３．選考テストの日時・会場・携行品等
（注意事項）
・試験当日に受験票や面接個票を忘れた人の受験は認めません。
・受験票と面接個票は、必要事項を記入し、証明写真を貼付のうえ、テスト時に必ず持参してください。証明写
真を貼付せず、本人確認ができない場合は、受験できません。受験票等はテスト時に回収します。
・受験票や面接個票を紛失した場合、再発行はいたしません。
・筆記用具はテスト時に必ず持参してください。筆記用具その他の携行品の貸出はいたしません。また、必要と
される携行品を持参しなかった場合には、受験を認めないことがあります。
・選考結果通知用切手票は、切手を貼付のうえ、テスト時に必ず持参してください。テスト時に回収します。
・テストの日時は受験票で指定します。いかなる理由があっても、日時の変更はできません。
・テストの内容及び携行品に関する質問には、一切お答えすることができません。
・台風等の自然災害その他の事情により、テストの実施を中止又は変更する場合には、大阪市教育センター（以
下「教育センター」という）ホームページ（http://www.ocec.jp/center/）に掲載しますので、各自でご確認
ください。

【面接選考テスト】
実施日

試験内容

６月 21 日（金）13 時～19 時（予定）

集団面接を行います。

６月 22 日（土）10 時～17 時（予定）
【テスト会場】
テスト会場

住所

最寄り駅

教育センター

大阪市港区弁天１丁目１番６号

ＪＲ・Osaka Metro「弁天町」

【携行品】
・受験票、面接個票（原本とコピー２部）、選考結果通知用切手票（82 円切手）
、筆記用具
４．合否判定方法
・面接選考テストの得点により判定します。
５．選考の結果発表
日時
７月 17 日（水）10 時

方法
【本人通知】発表日付で送付（郵送）
【インターネット】教育センターホームページ

・結果通知が７月 22 日（月）までに到着しないときは、教育センターに電話で確認してください。
・選考結果の問い合わせには、一切お答えすることができません。
６．選考後の手続きについて
【受講料】
（１） 合格と判定された人は、年間２万円（保険料を含む）の受講料を期限までに納付してください。
（２） 交通費、教材費、郵送費、食費、現場実習（希望者のみ）にかかる経費は受講生の自己負担とします。
７．講座概要
（１） 開講式 2019 年９月８日（日）９時～ 場所：教育センター
（２） 期

間 2019 年９月８日（日）～2020 年３月８日（日）までの７か月間
（計 11 日間 全 15 講座開催）

①日

時：リーフレットの年間計画（予定）を参照
午前の講座は９時 30 分～12 時 午後の講座は 13 時 30 分～16 時を基本とします。

②現場実習：希望者に対して、大阪市立小・中学校において５日～10 日間程度の現場実習を実施します。
③そ の 他：希望者は、教育センターや教育研究会が主催する授業研究会や研究発表会に参加すること
ができます。
（３）修了要件
提出された受講記録シートや模擬授業の内容、出席の状況等により、修了の判定を行います。
なお、修了に必要な出席率は 80％（全 15 講座中 12 講座）以上とします。

８．教員採用選考テストの特例措置

修了要件を満たした受講生に対して、修了証書を授与します。修了証書を授与された者は、2020 年度に実施さ
れる大阪市教員採用選考テストを受験する場合に限り、受講した校種・教科の第１次選考（面接、筆答）を免
除します。

９．出願手続き

※電子申請（インターネット）のみ受け付けます。
【電子申請（インターネット）による出願の方法～出願から受験まで】
① 大阪市電子申請・オンラインアンケートシステムポータルページ
（http://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000134960.html）
から「電子申請・オンラインアンケートシステムへ」をクリックする。
② カテゴリー選択→目的で選ぶ→検索、カテゴリー選択→教師養成講座→検索、の順に絞り込みを行い、手
続き名「
【電子申請】2019 年度（平成 31 年度）大阪市教師養成講座選考テスト受験申込（教育委員会事務
局）
」画面を開く。
③ 「利用者登録をせずに申し込む方はこちら」をクリックする。
④ 記載内容を確認し、
「同意する」をクリックする。
⑤ 連絡先メールアドレスを入力し、
「完了する」をクリックする。
（※ここで入力した連絡先メールアドレス
に、受験に関する重要なメールが配信されます。連絡先メールアドレスは変更できませんのでご注意くだ
さい。
）
⑥ 連絡先メールアドレスに自動配信されるメールを開き、申し込み画面への URL にアクセスする。
⑦ 必要事項をすべて入力し、確認へ進む。
⑧ １）出願に必要な項目が記入されていない場合
→赤字で記載された不備内容をすべて修正しないと先へ進めなくなるので、不備内容をすべて修正→
「再度確認へ進む」→「申し込む」をクリックする。
２）出願に不要な項目が入力されている場合
→申し込み確認画面に自動削除される項目が青字で記載される。削除内容に問題がなければ「申し込
み」をクリックする。
３）不備がない場合
→申込確認画面で「申し込む」をクリックする。
⑨

連絡先メールアドレスに整理番号とパスワードが自動配信される。
（※整理番号とパスワードは、出願手続きの照会や受験票の入手に必要です。大切に保管してください

⑩

出願内容に誤りがなければ、連絡先メールアドレスに申請から３週間以内に出願を受け付けたことを知ら
せるメール（
「受理メール」
）が届く。
※誤りがあればメールまたは電話による連絡があります。

⑪ 「受理メール」に記載された URL から受験に必要な書類（面接個票と切手票）をダウンロードしプリント
アウトする。（面接個票は両面印刷）
⑫

連絡先メールアドレスに受験票をダウンロードするためのメール（「お知らせメール」
）が届く。

⑬ 「お知らせメール」に記載された方法で受験票をダウンロードしプリントアウトする。
（※これで受験に必
要な書類がすべてそろう。
）
⑭

⑪と⑬で入手した書類に必要事項を記入し、受験票で指定された日時と会場で受験する。

10．注意事項
・出願内容に誤り等がある場合は、教育センターからメールや電話により連絡しますが、連絡が取れない場合又
は指定する期日までに修正に応じない場合は、出願を無効とします。
・６月 14 日（金）までに受験票のお知らせメールが届かない場合は、教育センターに電話で問い合わせてくだ
さい。
・出願後に住所や名前に変更がある場合は、必ず電話と郵便により連絡してください。
・受講にあたり、無断欠席や不適切な行動により受講生としての適格性を欠くと判断した場合は、受講生として
の資格を取り消すことがあります。(受講料は返還できません。)
・受験にあたり、大阪市教育委員会が収集した個人情報は、大阪市教師養成講座の円滑な遂行のために用い、大
阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
11. 参考（昨年度 2019 年度（平成 31 年度）教員採用選考テスト 特例別結果

合格率）

小学校

中学校

養護教諭

全体

特例なし

39.1

8.9

0.0

19.4

社会人経験者特例

19.2

0.0

12.5

10.7

教諭経験者特例

53.8

40.0

100.0

34.9

大阪市立学校園現職講師特例

45.4

19.0

27.0

30.6

講師等経験者特例

13.2

2.4

0.0

5.6

前年度１次合格者特例

58.9

22.6

58.3

47.6

大学推薦特別選考特例

50.0

50.0

大阪市教師養成講座特例

68.8

52.9

54.5

62.4

合計

44.3

16.6

18.4

27.1

問い合わせ先 〒552-0007 大阪市港区弁天１－１－６
大阪市教育センター 「大阪市教師養成講座」担当

TEL 6572-0657

