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Ⅰ 趣  旨 
 この試験は、令和５年度（2023年度）の愛知県立学校実習助手及び寄宿舎指導員の採
用にあたり、選考資料とするため実施するものです。 
 
 

Ⅱ 選  考 
 １ 受験資格 
   次のすべてに該当する人に限ります。  

(1)  地方公務員法第16条（欠格条項）及び学校教育法第９条（欠格事由）に該当しな
い人 

(2)  昭和38年４月２日以降に生まれた人 
(3) 平成11年（1999年）改正前の民法の規定による準禁治産宣言を受けていない人（心

神耗弱を原因とするもの以外） 
 
 ２ 選考の種類 
  (1) 一般選考 

出願資格 

「Ⅱ」の「１ 受験資格」に同じ 

  (2) 障害者選考 

愛知県では、障害のある方の職員採用に積極的に取り組んでいます。 

選考試験の実施にあたり、試験会場や試験の実施方法について、車椅子での移動 

や点字受験、手話通訳者の配置等、障害の種類や程度に応じた配慮をします。障 

害のあることが、選考において不利になることはありません。 

ア 募集人員 

高等学校実習助手、特別支援学校実習助手及び特別支援学校寄宿舎指導員を合

わせて、約２名程度 

イ 出願資格 

「Ⅱ」の「１ 受験資格」に加えて、次の(ｱ)～(ｳ)のいずれかの要件を満たす

人に限ります。 

(ｱ) 出願時に身体障害者手帳を交付されており、その障害の程度が１級から６級    

  までの人 

(ｲ) 出願時に療育手帳を交付されている人、もしくは児童相談所、知的障害者福   

祉法第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者 

福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指 

定医又は法第 19 条の障害者職業センターにより知的障害者と判定されている 

人 

(ｳ) 出願時に精神障害者保健福祉手帳を交付されている人 

令和５年度（2023 年度）採用 

愛知県立学校実習助手及び寄宿舎指導員採用選考試験受験案内 

     愛知県教育委員会 
 

願書受付期間   令和４年８月26日(金)～ 令和４年９月５日(月)  

試    験   令和４年11月５日(土) 

１ 原則として、インターネット（電子申請）からの出願となります。 

２ 新型コロナウイルス感染症の今後の状況変化により、やむを得ず日程の変更又は

延期する場合は、教職員課 Web ページへの掲載等にて受験者の皆様にお知らせしま

す。試験日前には、必ずご確認ください。 
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３ 出願の手続き  

   原則としてインターネット（電子申請）により出願してください。 

申込方法 

 
■インターネットによる申込には、次のものが必要です。 
・パソコン又はスマートフォン（一部非対応機種あり）（携帯電話は不可） 
・受験者本人のメールアドレス（パソコン又はスマートフォンのメールア
ドレス） 
 

利用者登録 

愛知県の公式Webサイト（https://www.pref.aichi.jp/）
下段の「オンラインサービス」の「電子申請・届出」
をクリックし、「あいち電子申請・届出システム」
にアクセスし、利用者登録してください。 

 
 
    ↓ 
 
 
 
申込情報入力 

試験申込画面から必要事項を入力し、データを送信 
※入力内容に誤りがないかよく確認してから送信し
てください。 

 
 
    ↓ 
 
 
 

受付完了 
試験申込画面から必要事項を入力し、データを送信 
※入力内容に誤りがないかよく確認してから送信し
てください。 

 
    ↓ 
 

受験票配信 

後日、受験票の発行をメールにて通知しますので、
「申込内容照会」画面から受験票（PDF）をダウンロ
ードしてください。 
（令和４年10月３日(月)頃からダウンロードしてく
ださい。） 

 
    ↓ 
 

受験票等作成 

受験票（PDF）をＡ４判用紙に印刷後、写真を貼付し、
受験票を作成してください。また、受験票と同時に発
行される整理票には、受験票と同じ写真を貼付してく
ださい。 
また、整理票の下に付いている切手貼付シートに250
円分の切手を貼付してください。 

 
 

受付期間 

 
令和４年８月26日(金)午前10時から令和４年９月５日(月)午後５時まで  
 
令和４年９月５日(月)の午後５時までに正常に受信したものを有効としま
すので、最終日は時間に余裕を持って申し込んでください。 
 

留意事項 

 
① 「願書記入上の注意・記入例」をよく読み、画面の該当箇所に必要事項

をもれなく入力してください。入力事項に不備がある場合には受理できま
せんから注意してください。  

② 入力にあたっては画面上の指示に従い、タイムアウト（時間切れ）に注
意するとともに、申請手続確認をし、受付結果表示より受付番号を控えて
ください。  

③ 申請終了後、入力事項に変更を生じた場合は、その変更事項を必ず書面
で、受験種別・受験区分・受験番号を記し、氏名を自署した上で、教職員
課宛で届け出てください。ただし、受験種別、受験区分、職種・教科（科
目）の変更はできません。 

④ 申請書に入力した事項が事実と異なる場合は、合格の決定を取り消すこ
とがあります。 

 

申込手続は、(1)システムの利用者登録、(2)試験申
込の２段階です。利用者登録だけでは申込完了では
ありません。 

送信後、自動返信メールで整理番号とパスワードが
送信されます。整理番号とパスワードは忘れないよ
うにしてください。 
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障害者選考 

 
障害者選考での出願者は、障害者手帳等の写しの提出が必要です。 
 
角形２号の封筒の表に、各自の「受験区分」、「職種（教科）」及び「提出
書類在中」と必ず朱書し、下記郵送先まで提出してください。 
 

 
※ インターネットでの申込ができない場合 

特別な事情によりインターネット申込ができない場合は、郵送による申込となります。
この場合には、紙で印刷された「愛知県立学校実習助手及び寄宿舎指導員採用選考試験
受験案内」が必要になります。以下の請求手続きに従って請求してください。  

 
 郵送による請求手続き 

返信用封筒（角形２号）に140円分の郵便切手を貼り、受験者の氏名・住所と郵便番
号を明記してください。請求用封筒の表に「愛知県立学校実習助手及び寄宿舎指導員採
用選考試験受験案内請求」と朱書きし、返信用封筒を同封して郵送にて請求してくださ
い。  

 郵送による願書受付期間 
  令和４年８月26日(金) ～ 令和４年９月５日(月)＜消印有効＞ 
  

 
 
 
 

  
 
Ⅲ 採用予定人員等（障害者選考を含む） 
    高等学校    実習助手  理科       約４名 

工業（機械）     約５名 
                   工業（電気）     約３名 
                   工業（建築）   約１名 

工業（化学工業）  約１名 
                   農業       約５名 

水産        約１名 
                                    

    特別支援学校  実習助手            約５名  
特別支援学校  寄宿舎指導員          約１名  

 
Ⅳ 勤務条件 
 １ 初任給（令和４年４月１日現在） 

区分 給料月額 地域手当等 計 

大卒（高等学校勤務） ２１１，８００円 ２９，７９５円 ２４１，５９５円 
大卒（特別支援学校勤務） ２１１，８００円 ３９，５６０円 ２５１，３６０円 
短大卒（高等学校勤務） １９０，２００円 ２６，６２１円 ２１６，８２１円 
短大卒（特別支援学校勤務） １９０，２００円 ３５，９０８円 ２２６，１０８円 
高卒（高等学校勤務） １７０，１００円 ２３，８４０円 １９３，９４０円 
高卒（特別支援学校勤務） １７０，１００円 ３２，１４５円 ２０２，２４５円 
 

注１）地域手当等：地域手当、教職調整額、給料の調整額、義務教育等教員特別手当の計 
注２）学校卒業後に職歴などがある場合は、一定の方法により給料月額に一定額が加算さ 

れることがあります。 
 

 ２ 勤務時間等 
  (1) 勤務時間 
    １週間について38時間45分 
  (2) 休日等 
    土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～１月３日） 
  (3) 休暇等 
    年次休暇（４月１日採用の場合、年20日）、療養休暇、特別休暇（出産休暇、

生理休暇、忌引休暇、結婚休暇等）、介護休暇、育児休業（３歳未満の子の養
育）等  

 

 
郵送先 
〒460－8534 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号  
       愛知県教育委員会事務局管理部教職員課  

        （郵便番号とあて先を記載すれば住所は省略できます） 
 



 - 4 -

Ⅴ  選考試験 
  １  日時 
     令和４年11月５日（土）       予備日  令和４年11月６日（日） 
 
 ２ 日程及び試験内容 
 
  8:50   9:10    9:20    10:20 10:35      11:30  11:45   12:30  13:30～  
   受付  諸連絡  教養試験  休憩 ｸﾚﾍﾟﾘﾝ検査   休憩  小論文  昼食   面接 

 
 

 
  ３ 試験会場 
      愛知県総合教育センター 
          愛知郡東郷町諸輪上鉾68  （名鉄豊田線米野木駅下車南600ｍ） 
 

４  持参品 
受験票、整理票、写真２枚（受験票・整理票にそれぞれ同じ写真を貼付する）、切

手貼付シート（250円分の切手を貼付する）、筆記用具（ＨＢの鉛筆又はシャープペン
シル、プラスチック製消しゴム）。 

郵送で申込をした場合は、受験票、写真１枚（整理票に貼付したものと同じ写真を
受験票に貼付する。）、84円分の切手（整理票の切手貼付場所に貼付する。）250円分
の切手、筆記用具（ＨＢの鉛筆又はシャープペンシル、プラスチック製消しゴム）。 

   
  ５  試験の結果通知及び採用  
    受験者には、試験の結果を令和５年１月４日付で郵送により通知します。なお、掲

示による合否の発表はしませんが、令和５年１月11日(水)までに通知書が到着しない
場合は、教職員課まで照会してください。  
  合格者については、令和５年４月１日付で採用します。 
 

  ６  受験者への選考結果の情報提供 
 教養試験の得点、小論文の評定、クレペリン検査の評定、面接の評定を結果通知書
に掲載します。 
   

７ 過去の試験問題等の情報提供 
 愛知県県民相談・情報センター（愛知県自治センター２階）で令和２年度愛知県立
学校実習助手及び寄宿舎指導員採用選考試験以降の「教養試験」の試験問題、解答例
及び配点を閲覧することができます。ご希望の方は備え付けのコピー機（有料）によ
りコピーをとることができます。 

 
８ 問い合わせ先 

愛知県教育委員会事務局管理部教職員課 県立学校人事グループ 
電話 （052）954－6769（ダイヤルイン） 

試   験  内        容 
教 養 試 験 

 
 
ｸﾚﾍﾟﾘﾝ検査 
小 論 文 
面    接 

          実習助手（高等学校） 
      高等学校卒業程度の一般教養及び実習助手とし

て必要な専門に関する基本的知識 
     実習助手（特別支援学校） 
        高等学校卒業程度の一般教養及び特別支援学校 

の実習助手として必要な基本的知識 
     寄宿舎指導員 
       高等学校卒業程度の一般教養及び寄宿舎指導員

として必要な基本的知識 


