
教 職 第 1278号
31千教教職第1239号

令和 2年 3月 13日

近畿大学長 様

千葉県教育委員会教育長

千葉市教育委員会教育長

(公印省略)

令和 3年度千葉県 。千葉市公立学校教員採用候補者選考に伴 う志願者の推薦について(依頼)

千葉県及び千葉市の教員採用候補者選考については、日頃から深い御理解と御協力を賜 り厚くお礼申

し上げます。

さて、千葉県及び千葉市では優秀な人材を確保することを目的に、令和 3年度教員採用候補者選考にお

きまして、下記のとおり大学推薦特別選考を実施いたします。

つきましては、貴大学の学生への周知及び推薦について、よろしくお願いいたします。

なお、担当部署等の確認のために、別添の調査項目をメールで3月 23日 (月 )ま でに送付くださるよ

うにお願いします。

記

1 推薦内容

。中学校 (技術)推薦
。中学校 。高等学校 (数学)推薦

詳細は、別紙、「令和 3年度千葉県・千葉市公立学校教員採用候補者選考大学推薦特別選考制度実

施要綱」を参照のこと。

2 推薦対象者

実施要綱の推薦要件を満たし、公立小学校及び中学校 。高等学校教員として千葉県又は千葉市で勤

務す ることを第一希望とする者。

貴大学の推薦人数は、中学校 (技術)推薦 1名

中学校・高等学校 (数学)推薦 1名

4 推薦 手続き

別紙、「令和 3年度千葉県 。千葉市公立学校教員採用候補者選考大学推薦特別選考制度実施要綱」

を参照のこと。

3 推薦人数



5 推薦書類提出期限

令和 2年 5月 12日 (火)消 印有効

推薦者の人数についての問い合わせや、推薦者がいない場合は、5月 12日 (火 )ま でに電話、又

はメール等で、その旨を連絡してください。

6 提出先及び問い合わせ先

千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室

郵便番号 260-8662 千葉県千葉市中央区市場町 1-1
電話番号 043-223-4043  FAX 043-225-2374

メーールアドレス kyikuninyo@mz.pref.chiba.lg.jp

※担当者報告内容 (別添の用紙を御参照 ください)

<担当部署等の調査項 目>

1 都道府県名

2 国立 。私立・短大等

3 大学名

4 担当部署名

5 御担当者名

6 電話・ FAX
7 郵便番号・住所

8 候補者の選抜方法 ①学内選抜を実施している

②学内選抜は実施していない

③その他

上記内容を御記載の上、 3月 23日 (月 )ま でにメールにて下記ア ドレスまで送信 してください。

千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室 担当 :奥秋 裕司

メーールア ドレス  kyikuninyo@mz.pref.chiba.lg.jp



令和 3年度千葉県・千葉市公立学校教員採用候補者選考

大学推薦特別選考『 中学校 (技術)推薦』制度実施要綱

千葉県教育委員会

千葉市教育委員会

1 趣 旨

この要綱は、令和 3年度千葉県・千葉市公立学校教員採用候補者選考の第一次選考にお

いて、大学か らの推薦者を対象 とする特別選考を実施するために必要な事項を定めるもの

とす る。

2 推薦の対象 となる学校種及び教科

中学校 (技術 )

※注 大学推薦のため、他大学等の通信制の課程等で免許状を取得 した学生は推薦枠

より除 くこと (取得見込みも含む。 )。

4 推薦要件

以下の (1)及び (2)の全ての要件を満た し、各大学の学長又は学部長が責任を持って

推薦する者。

(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 3年 4月 より千葉県又は千葉市の教員 として勤務でる

者。

※注 大学推薦のため、大学院進学による名簿登載猶予申請を行 うことはできない。

5 推薦人数

本年度の各大学等の推薦人数は、近年の合格者実績者数等を勘案 し依頼する。

6 推薦手続等

(1)提出書類

以下のア～工を封入 し、簡易書留で郵送す る。

ア 推薦書 (別 添様式 1、 教職員課長宛て親展扱い )

イ 成績証明書 (各 大学の様式による。教職員課長宛て親展扱い )

ウ 自己評価票 (別添様式 2、 本人が記載す る。 )

工  「令和 3年度公立学校教員採用候補者選考実施要項」に定める出願時提出

書類一式 (志願書、受験票、写真 ※写真は受験票に貼付 して提出。 )

3 推薦 を依頼す る大学

千葉県 。千葉市教育委員会が指定す る技術の中学校一種普通免許状取得のための課程

認定を受けている大学。



(2)申 込期間

令和 3年 4月 2日 (木)か ら 5月 12日 (火 )ま で (5月 12日 の消印有効 )。

(3)送付先

〒 260-8662
千葉市 中央 区市場町 1-1 千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室

7 選考内容及び結果の通知

(1)第 1次選考

。小論文

・集団面接 (討議を含む。 )

(2)第 2次選考

・個別面接

・模擬授業

・適性検査

・実技検査

(3)選考結果通知

合否の結果 については、 lo月 中旬に関係大学及び本人宛てに郵送で通知す る。

8 千葉県 。千葉市が求める教員像

○人間性豊かで、教育愛 と使命感に満ちた教員。

○高い倫理観 をもち、心身 ともに健康で、明朗、快活な教員。

○幅広い教養 と学習指導の専門性を身に付 けた教員。

○幼児児童生徒の成長 と発達を理解 し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員。

○組織の一員 としての責任感 と協調性をもち、互いに高め合 う教員。

9 大学推薦特別選考に関する問い合わせ先

千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室 (千葉県庁中庁舎 8階 )

電 話    043-223-4043

FAX  043-225-2374
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令和 3年度千葉県 0千葉市公立学校教員採用候補者選考

大学推薦特別選考『 中学校 e高等学校 (数学・理科)推薦』制度実施要綱

千葉県教育委員会

千葉市教育委員会

1 趣 旨

この要綱は、令和 3年度千葉県・千葉市公立学校教員採用候補者選考の第一次選考にお

いて、大学か らの推薦者 を対象 とする特別選考を実施す るために必要な事項を定めるもの

とする。

2 推薦の対象 となる学校種及び教科

中学校・高等学校 (数学 。理科)

3 推薦 を依頼す る大学

_千葉県・千葉市教育委員会が指定す る数学 。理科の中学校 。高等学校一種普通免許状

取得の課程認定を受けている大学。

※注 大学推薦のため、他大学等の通信制の課程等で免許状 を取得 した学生は推薦枠

より除 くこと(取得見込み も含む。 )。

4 推薦要件                         ′

以下の (1)及 び (2)の全ての要件を満たし、各大学の学長又は学部長が責任を持って

推薦する者。

(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 。高等学校 (数学 。理科)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 3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。

※注 大学推薦のため、大学院進学による名簿登載猶予 申請 を行 うことはできない。

5 推薦人数

本年度の各大学等の推薦人数は、近年の合格者実績等を勘案 し依頼する。



6 推薦手続等

(1)提出書類

以下のア～工を封入 し、簡易書留で郵送する。

ア 推薦書 (別 添様式 1、 教職員課長宛て親展扱い)

イ 成績証明書 (各 大学の様式による。教職員課長宛て親展扱い )

ウ 自己評価票 (別 添様式 2、 本人が記載する。 )

工  「令和 3年度公立学校教員採用候補者選考実施要項」に定める出願時提出

書類一式 (志願書、受験票、写真 ※写真は受験票に貼付 して提出 )

(2)申 込期間

令和 3年 4月 2日 (木)か ら 5月 12日 (火 )ま で (5月 12日 の消印有効)。

(3)送付先

〒260-8662
千葉市中央区市場町 1-1 千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室

7 選考内容及び結果の通知
・ (1)第 1次選考

・小論文

・集団面接 (討議 を含む。 )

(2)第 2次選考

・個別面接

。模擬授業

・適性検査

(3)選考結果通知

合否の結果については、 lo月 中旬に関係大学及び本人宛てに郵送で通知する。

8 千葉県・千葉市が求める教員像

○人間性豊かで、教育愛 と使命感に満 ちた教員。

○高い倫理観をもち、心身 ともに健康で、明朗、快活な教員。

○幅広い教養 と学習指導の専門性を身に付 けた教員。

○幼児児童生徒の成長 と発達 を理解 し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員。

○組織の一員 としての責任感 と協調性 をもち、互いに高め合 う教員。

9 大学推薦特別選考に関する問い合わせ先

千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室 (千葉県庁中庁舎 8階 )

電話

FAX
043-223-4043

043-225-2374


