平成３０
平成３０年度
３０年度
【説明等の内容】

広島県・広島市公立学校
広島県・広島市公立学校教員採用
公立学校教員採用候補者
教員採用候補者
選考試験
選考試験 説明会
平成 30 年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験について，次のとおり説明会を行います。
※ 平成 30 年度採用試験は，平成 29 年度に実施する採用試験です。
開催地

日時

広島県
（西部）

4 月 15 日（土）
①10:00～12:00
②13:30～15:30

京都府

4 月 18 日（火）
18:30～20:00
4 月 18 日（火）
18:30～20:00
4 月 19 日（水）
19:00～20:30
4 月 19 日（水）
14:30～16:00
4 月 20 日（木）
16:20～17:50
4 月 21 日（金）
16:30～18:00
4 月 21 日（金）
18:20～19:50
4 月 22 日（土）
18:30～20:00
4 月 23 日（日）
14:00～15:30
4 月 23 日（日）
①10:30～12:00
②14:30～16:00
4 月 25 日（火）
12:45～14:15
4 月 26 日（水）
18:00～19:30
4 月 28 日（金）
19:30～21:00
4 月 28 日（金）
18:30～20:00
4 月 30 日（日）
10:30～12:30

福岡県
岡山県
愛媛県
広島県
（中部）
徳島県
広島県
(北部)
兵庫県
大阪府①
東京都
島根県
山口県
大阪府②
愛知県
広島県
（東部）

会場名
住所
広島市東区民文化センター
広島市東区東蟹屋町 10 番 31 号
（ホール）
※ 当日，①②それぞれの開催時間の 30 分前から整理券を配付する予定です。
会場の定員を超える場合は，入場をお断りする場合がありますので御了承く
ださい。
京都テルサ
京都府京都市南区東九条下殿田町70番地
（視聴覚研修室）
福岡県立ももち文化センター
福岡県福岡市早良区百道二丁目３番 15 号
（小ホール）
岡山市民会館
岡山県岡山市北区丸の内二丁目１番１号
（４階大会議室）
愛媛大学
（共通教育講義棟 A:32 番教室） 愛媛県松山市文京町 3 番
広島大学
東広島市鏡山一丁目１番１号
（教育学部 K201 講義室）
徳島文理大学
（25 号館５階プレゼンテーション室） 徳島県徳島市山城町西浜傍示 180
広島県三次庁舎
三次市十日市東四丁目６番１号
（第三庁舎 601 会議室）
兵庫県中央労働センター
兵庫県神戸市中央区下山手通六丁目
（視聴覚室）
3 番 28 号
柏原市立市民プラザ
大阪府柏原市上市一丁目２番２号
（中会議室１）
すみだ生涯学習センター（ユートリヤ）
（視聴覚室）
島根大学
（教養講義棟２号館 701 教室）
山口大学
（共通教育棟 28 番教室）
大阪市立青少年センター
（エクスプレス・ココ（練習発表室））
名古屋市中生涯学習センター
（第２集会室）
尾道市しまなみ交流館
（ホール）

東京都墨田区東向島二丁目 38 番７号
島根県松江市西川津町 1060
山口県山口市吉田 1677-1
大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目
13 番 13 号
愛知県名古屋市中区橘一丁目７番 11 号
尾道市東御所町 10 番１号

○ 広島県・広島市の教育施策
○ 広島県・広島市の教員として期待すること
○ 平成 30 年度採用選考試験の概要 ○ 受験手続（電子申請について）
○ 現職教員等による体験談
○ 女性対象のガイダンス（一部会場のみ） ○ 質疑応答等

【現職教員等による体験談】

日時
発表者（平成 28 年度採用者，教員歴 10 年以上の教員又は管理職）
②養護教諭
４月 15 日（土）午前 ①栄養教諭
③特別支援学校教諭
④高等学校教諭
②高等学校教諭
４月 15 日（土）午後 ①小学校教諭
③特別支援学校（管理職）
②中学校教諭
４月 30 日（日）午前 ①小学校教諭
③中学校講師
④小学校教諭
※ 開催時間ごとに体験談発表者の校種等が異なることに留意してください。
※ 広島県（西部及び東部）会場での実施となり，その他の会場では，広島県（西部）会場での体験談
の発表をビデオで放映する予定です。
開催地
広島県（西部）

日時
４月 15 日（土）
①10:00～12:00 の中で 20 分程度
②13:30～15:30 の中で 20 分程度
４月 30 日（日）
10:30～12:30 の中で 20 分程度

【女性対象のガイダンスの実施】

広島県（東部）

内容（予定）
教員を目指す女性のみなさんに仕事と生
活の両立を支援する制度等について説明し
ます。（もちろん男性の方にも知っていただき
たい内容なので，一緒に聞いてください。）

【その他】

・ 当日，会場において，県・市教育施策等に係るパンフレット，実施要項・出願要領・受験願等を配付します。
・ 会場の収容人員を超える場合は，入場をお断りする場合がありますので，あらかじめ御了承ください。
・ 本説明会用の駐車場は用意しておりませんので，公共交通機関を御利用ください（広島県（北部）会場を除
く。）。
・ 身体に障害のある方で，説明会場において説明を受けるに当たって合理的配慮を必要とされる場合は，実施
日の２週間前までに下記問合せ先へ御相談ください。（月曜日から金曜日の 8:30～12:00，13:00～17:15）

主 催
広島県教育委員会・広島市教育委員会
問合せ先
広島県教育委員会教職員課
℡ 082-513-4927
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/

広島市教育委員会教職員課
℡ 082-504-2199
http://www.city.hiroshima.lg.jp/

