
＊処理欄

新規 ・ 登録者

性別 ＊職員番号

　　　歳

＊原本確認

在学年数 ＊原本確認

年

年

年

年

会計年度の場合

勤務希望地域
（希望するものに☑）

注意事項

自宅からの
最寄駅・バス停 　　  　　　       　　　駅まで　徒歩約　　　　分 　、                      バス停まで　徒歩約　　　　分

　　　　年　　 　 月～　    　 　　年　　　　月

　　　　年　　 　 月～　    　 　　年　　　　月

希望勤務形態
（希望するものに☑）

可能な通勤手段

（可能なもの全て☑）

卒業・修了・見込
中退（取得単位　　　　）

卒業・修了・見込
中退（取得単位　　　　）

学
歴

　　　　年　　 　 月～　    　 　　年　　　　月

卒業・修了・見込
中退（取得単位　　　　）

備
　
考

□会計年度任用短時間勤務職員（非常勤講師）

□常勤代替教諭 週＿＿＿日程度勤務可能

①日付は全て和暦で記入して下さい。

②裏面に職歴について記入し、署名をしてください。

　　　　年　　 　 月～　    　 　　年　　　　月

卒業・修了・中退・見込
（当てはまるものに○）

配置上で配慮を要することや希望があれば記入してください。（※相模原市内の公立学校に在勤・在学している親族など）

 

□自転車  　　 □バイク
□自家用車 　 □交通機関

□南区 □中央区 □緑区（旧4町除く）

□緑区（旧４町城山・藤野・津久井・相模湖）

卒業・修了・見込
中退（取得単位　　　　）

　　　　　　種　 教委

氏 名

　　　　　　　　第　　　　　　　号 年　　　月　　　日

年　　　月　　　日　　　　　　種　

種　類 授与年月日

メールアドレス
（当課からの連絡手段として
利用する場合があります。）

　生年月日

中学校　

学校名（部・科・専攻等の記入）
※高等学校以降、通信制等も含めて全て記入

番　号

　1.所有免許状
はすべて記入
　2.取得見込の
場合は「番号」
以外を記入

教員免許状

　　　　　　種　

　在学期間（和暦で記入）

F A X　番 号

                     ＊登 録 年 月 日

昭和・平成

写　真

・正面向き
・脱帽

・上半身
（３ヶ月以内に

撮影された写真）

たて4㎝×よこ3㎝

　　　　年　　　月　　　　日　　　年齢

小学校　
（　　　　　  　　）

会計年度任用短時間職員（非常勤講師）及び常勤代替教諭登録申込書

　令和　 　　 年　 　　月　 　　日

住居地の学区
（市内居住者のみ）

現住所

ふりがな

（〒　　　　　　－　　　　　　　）

自宅電話番号

携帯電話番号

年　　　月　　　日

（　　　　　  　　）

教委

授与権者

　　　　　　種　

（　　　　　  　　）

　　　　　　　　第　　　　　　　号

教　科

年　　　月　　　日 教委　　　　　　　　第　　　　　　　号

教委

教委

年　　　月　　　日

　　　　　　種　 　　　　　　　　第　　　　　　　号

　　　　　　種　

教員免許更新制修了確認期限
（昭和30年4月1日以前に生まれた方は記入不要）

年　　　月　　　日

令和　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　第　　　　　　　号

教委

　　　　　　　　第　　　　　　　号



【注意事項】

勤務先 職名又は職務内容 勤務形態／給与形態
契約上の週の

勤務時間 ＊備　考

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

日付
※懲戒処分の発令年月日を和暦で記入

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

 地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条に規定する欠格条項（主な内容）

懲 戒 処 分 歴

発令事項 発令者

（ ある ・ ない ）問１．あなたは、過去に懲戒処分を受けたことがありますか。いずれかに○をつけてください。

問２．問１であると答えた場合、懲戒処分を受けた日付、発令事項、発令者を記入してください。

職 　務　 経 　歴

在職期間（和暦で記入）

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

◎在職期間は和暦で記入してください。
◎アルバイト・無職・浪人の期間も含め、高等学校卒業後から現在まで切れ目なく記入して下さい。
◎下記の職務経歴をもとに初任給の計算をする場合がありますので、正確に記入して下さい。
◎職歴が書ききれない場合は、適宜このページを印刷して使用してください。

　　　　　　　 令和　  　  年　 　　月　  　  日　　　　　　　　（署名）

　  地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条の欠格条項に該当しないとともに、この申込書の記載事項は

　　すべて事実に相違ないこと、今後、記載事項に変更があった場合は、すみやかに報告することを誓います。

　(1)　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　(2)　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　(3)　教員免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者

　(4）　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

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・



＊処理欄

新規 ・ 登録者

性別 ＊職員番号

男

　27歳

＊原本確認

在学年数 ＊原本確認

3年

3年

1年

年

会計年度の場合

勤務希望地域
（希望するものに☑）

注意事項 ①日付は全て和暦で記入して下さい。

②裏面に職歴について記入し、署名をしてください。

自宅からの
最寄駅・バス停　　  　　●●       　　　駅まで　徒歩約　　10　　分 　、       ●●        バス停まで　徒歩約　　8　　分

備
　
考

配置上で配慮を要することや希望があれば記入してください。（※相模原市内の公立学校に在勤・在学している親族など）

 △△△小学校に母が勤務。

希望勤務形態
（希望するものに☑）

☑会計年度任用短時間勤務職員（非常勤講師）

☑常勤代替教諭 週５日程度勤務可能

可能な通勤手段

（可能なもの全て☑）

□自転車  　　 □バイク
☑自家用車 　 ☑交通機関

☑南区 ☑中央区 ☑緑区（旧4町除く）

☑緑区（旧４町城山・藤野・津久井・相模湖）

平成25年　　4月 ～   平成28 年　　3月
卒業・修了・見込

中退（取得単位　84　）

△△通信大学▲▲学部▼▼コース 　平成28年　4月～　  平成29年　　　3月
卒業・修了・見込

中退（取得単位　　　　）

　　　　年　　 　 月～　    　 　　年　　　　月
卒業・修了・見込

中退（取得単位　　　　）

教員免許更新制修了確認期限
（昭和30年4月1日以前に生まれた方は記入不要）

　　　令和　　９　　年　　3　　月　　31　　　　日

学
歴

学校名（部・科・専攻等の記入）
※高等学校以降、通信制等も含めて全て記入

　在学期間（和暦で記入）
卒業・修了・中退・見込
（当てはまるものに○）

◎◎高等学校◎◎学科 平成22年　　4月～　平成25　年　　3月
卒業・修了・見込

中退（取得単位　　　　）

◆◆◆大学◇◇学部▽▽学科

　　　　　　種　 　　　　　　　　第　　　　　　　号 年　　　月　　　日 教委

　　　　　　種　 　　　　　　　　第　　　　　　　号 年　　　月　　　日 教委

　　平〇中１　第　　〇〇〇号 平成29年　3　月　31　日 神奈川県教委

　小学校専種 小学校 　　平〇中１　第　　〇〇〇号 令和3年　3　月　31　日 神奈川県教委

平成29年　3　月　31　日 神奈川県教委

　1.所有免許状
はすべて記入
　2.取得見込の
場合は「番号」
以外を記入

　高校１　 種 数学 　　平●高１　第　　●●●号 平成29年　3　月　31　日 神奈川県教委

　小学校１種 小学校

□□□□□□□＠□.□.ｊｐ

教員免許状
種　類 教　科 番　号 授与年月日 授与権者

　中学校１種 数学 　　平〇中１　第　　〇〇〇号

住居地の学区
（市内居住者のみ）

自宅電話番号 123（　456　）789

中央小学校
F A X　番 号 123（　456　）789

携帯電話番号 987（　654　）321

中央中学校 メールアドレス
（当課からの連絡手段として
利用する場合があります。）

氏 名 相模　太郎 写　真

・正面向き
・脱帽

・上半身
（３ヶ月以内に

撮影された写真）

たて4㎝×よこ3㎝

　生年月日 昭和・平成 　　　　６年　　１月　　１日　　　年齢

現住所

（〒　　　252　　　－　　5277　　　　　）
相模原市中央区中央２－１１－１５

○○マンション○○号室

会計年度任用短時間職員（非常勤講師）及び常勤代替教諭登録申込書

                     ＊登 録 年 月 日 　令和　 　　 年　 　　月　 　　日

ふりがな さがみ　たろう

登録日時点での年齢を記載して
ください。

所有免許状はすべて記入をしてください。
教科が同一でも１種２種専修それぞれ所持して
いる場合はすべて記入してください。

有効期限がある方は和暦（例：令和１０年）で
記入をしてください。年号は「令和」としてく
ださい。

和暦で記入してください。
通信大学に在籍がある場合も記
入してください。



【注意事項】

勤務先 職名又は職務内容 勤務形態／給与形態
契約上の週の

勤務時間 ＊備　考

無職
教員免許（必要・不要）

／

〇〇市立◎◎中学校 非常勤講師
教員免許（必要・不要）

非常勤講師／日額１８時間

●●塾 家庭教師
教員免許（必要・不要）

アルバイト／日額 １６時間

〇〇市立◎◎中学校 非常勤講師
教員免許（必要・不要）

非常勤講師／日額１８時間

無職
教員免許（必要・不要）

／

□□市立■■中学校 教諭
教員免許（必要・不要）

常勤代替／月額 38.75時間

□□市立■■中学校 教諭
教員免許（必要・不要）

常勤代替／月額 38.75時間

無職
教員免許（必要・不要）

／

〇〇市立◎◎中学校 教諭
教員免許（必要・不要）

常勤代替／月額 38.75時間

◇◇市立◆◆中学校 正規職員
教員免許（必要・不要）

正規職員／月額 38.75時間

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

教員免許（必要・不要）
／

日付
※懲戒処分の発令年月日を和暦で記入

令和2年10月5日

年　　　月　　　日

 地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条に規定する欠格条項（主な内容）

　(3)　教員免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者

　(4）　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

　  地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条の欠格条項に該当しないとともに、この申込書の記載事項は

　　すべて事実に相違ないこと、今後、記載事項に変更があった場合は、すみやかに報告することを誓います。

　　　　　　　 令和　 ●  年　 ◎　　月　◎　  日　　　　　　　　（署名）　      　　　　相模　太郎

停職3月（酒気帯び運転） ●●県教育委員会

　(1)　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　(2)　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

懲 戒 処 分 歴
問１．あなたは、過去に懲戒処分を受けたことがありますか。いずれかに○をつけてください。 （ ある ・ ない ）
問２．問１であると答えた場合、懲戒処分を受けた日付、発令事項、発令者を記入してください。

発令事項 発令者

令和2・4・1　～　現在まで

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

・　　・　　　～　　　　・　　・

平成29・9・1～平成30・3・25

平成30・3・26～平成30・3・31

平成30・4・1～平成30・9・30

平成30・10・1～平成31・3・30

平成31・3・31～平成31・4・5

平成31・4・6～令和2・3・31

◎在職期間は和暦で記入してください。
◎アルバイト・無職・浪人の期間も含め、高等学校卒業後から現在まで切れ目なく記入して下さい。
◎下記の職務経歴をもとに初任給の計算をする場合がありますので、正確に記入して下さい。
◎職歴が書ききれない場合は、適宜このページを印刷して使用してください。

職 　務　 経 　歴

在職期間（和暦で記入）

平成29・4・1～平成29・4・4

平成29・4・5～平成29・7・19

平成29・7・20～平成29・8・31

職務内容に教員免許状が必須であれ
ば、必要に〇をしてください。

高校卒業後から現在まで歴の切れ目がなく記
入をしてください。
高校卒業後大学入学までの間に浪人した場合
は期間も記入をしてください。

過去に懲戒処分を受けた場合
は日付・発令事項・発令者を
記入してください。

和暦で記入をしてください。

署名をしてください。


