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郵便番号 住所
代表番号又は
直通番号

1 島本町 618-8570 三島郡島本町桜井2-1-1 075-962-0390 教育委員会 講師募集

2 吹田市 564-0027 吹田市朝日町3-415 06-6155-8687 教育委員会 講師募集

3 高槻市 569-0067 高槻市桃園町2-1 072-674-7633 教育委員会 講師募集

4 茨木市 567-8505 茨木市駅前3-8-13 072-620-1823 教育委員会 講師募集

5 摂津市 566-8555 摂津市三島1-1-1 06-6383-5763 教育委員会 講師募集

6 守口市 570-8666 守口市京阪本通2-5-5 06-6995-3155 教育委員会 講師募集

7 枚方市 573-1159 枚方市車塚1-1-1 050-7105-8040 教育委員会 講師募集

8 寝屋川市 572-8555 寝屋川市本町1-1 072-813-0072 教育委員会 講師募集

9 大東市 574-0076 大東市曙町4-6 072-870-9103 教育委員会 講師募集

10 門真市 571-8585 門真市中町1-1 06-6902-7107 教育委員会 講師募集

11 四條畷市 575-8501 四條畷市中野本町1-1 072-877-2121 教育委員会 講師募集

12 交野市 576-0052 交野市私部2-29-1 072-810-0522 教育委員会 講師募集

13 東大阪市 577-8521 東大阪市荒本北50-4 06-4309-3273 教育委員会 講師募集

14 八尾市 581-0003 八尾市本町1-1-1 072-924-3877 教育委員会 講師募集

15 柏原市 582-8555 柏原市安堂町1-55 072-972-1697 教育委員会 講師募集

16 太子町 583-8580 南河内郡太子町山田88 0721-98-5532 教育委員会 講師募集

17 河南町 585-8585 南河内郡河南町白木1359-6 0721-93-2500(代) 教育委員会 講師募集

18 千早赤阪村 585-8501 南河内郡千早赤阪村水分180 0721-72-1300 教育委員会 講師募集

19 富田林市 584-8511 富田林市常盤町1-1 0721-25-1000(代) 教育委員会 講師募集

20 河内長野市 586-8501 河内長野市原町1-1-1 0721-53-1111(代) 教育委員会 講師募集

21 松原市 580-8501 松原市阿保1-1-1 072-337-3132 教育委員会 講師募集

22 羽曳野市 583-8585 羽曳野市誉田4-1-1 072-947-3908 教育委員会 講師募集

23 藤井寺市 583-8583 藤井寺市市岡1-1-1 072-939-1402 教育委員会 講師募集

24 大阪狭山市 589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1 072-366-0011(代) 教育委員会 講師募集

25 忠岡町 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 0725-22-1122(代) 教育委員会 講師募集

26 泉大津市 595-8686 泉大津市東雲町9-12 0725-33-9361 教育委員会 講師募集

27 和泉市 594-8501 和泉市府中町2-7-5 0725-99-8167 教育委員会 講師募集

28 高石市 592-8585 高石市加茂4-1-1 072-275-6434 教育委員会 講師募集

29 熊取町 590-0495 泉南郡熊取町野田1-1-1 072-452-6361 教育委員会 講師募集

30 田尻町 598-8588 泉南郡田尻町嘉祥寺375-1 072-466-5022 教育委員会 講師募集

31 岬町 599-0392 泉南郡岬町深日2000-1 072-492-2719 教育委員会 講師募集

32 岸和田市 596-8510 岸和田市岸城町7-1 072-423-9606 教育委員会 講師募集

33 貝塚市 597-8585 貝塚市畠中1-17-1 072-433-7108･
7109 教育委員会 講師募集

34 泉佐野市 598-8550 泉佐野市市場東1-295-3 072-463-1212(代) 教育委員会 講師募集

35 泉南市 590-0592 泉南市樽井1-1-1 072-483-3673 教育委員会 講師募集

36 阪南市 599-0292 阪南市尾崎町35-1 072-471-5678(代) 教育委員会 講師募集

37 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 06-6208-9125

38 590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 072-228-7438

39 能勢町 563-0392 豊能郡能勢町宿野28 072-734-2693

40 豊能町 563-0292 豊能郡豊能町余野414-1 072-739-3426

41 豊中市 561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 06-6858-2560

42 池田市 563-8666 池田市城南1-1-1 072-754-6292

43 箕面市 562-0003 箕面市西小路4-6-1 072-724-6997
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