
日程 試験内容 日程 試験内容 小学校 中学校 高校 特別支援学校 養護教諭 栄養教諭 その他

青森県 5/20 7/20～21
筆記（一般教養、

教職教養、専門教科）、
集団討論

9/21～23 模擬授業、個人面接、
適性検査、小論文、実技

○特支受験者と特支併願者は
　１次試験で特支教育に関する筆記
　を実施。
○２次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「音楽」など、特支で
　実施。

１３０ ６０ ５０ ３０ １５ ―

○小学校・中学校・高校と
　特支各学部の併願可。
　（中学校・高校は同一教科・
　　科目に限定）

○中学校・高校「英語」（特支含む）で、英検などの
　資格所有者のうち一定の基準に達する者は１次
　試験の専門教科を免除。
○複数免許所有者と司書教諭資格所有者に
　専門教科で加点。

神奈川県 5/20 7/14 筆記(専門教科、一般教養、
　教職教養)、論文

8/5～16、
21～23

模擬授業、個人面接、
実技

○１次試験の論文は全員に実施し、
　合格者のみ２次試験で採点。
○２次試験の実技は
　中学校「技術」、中学校・高校
　「音楽」などで実施。

３５５ １９０ ３８０ １２５ ２０ ― ○特支で自立活動担当の
　若干名募集あり。

○高校「地理歴史」「公民」を「地理歴史・公民」に
　一本化して試験を実施。

島根県

郵送
5/20
持参
5/21

7/14 筆記(一般教養、
教職教養、専門教科)

8/24～31 小論文、面接、
模擬授業、実技

○２次試験の実技は
　中学校・高校「英語」などで実施。
○養護は２次試験でロールプレ
　イング、養護に関する実技を実施。
○栄養は２次試験で場面指導を
　実施。

１３０ ６０ ４５ ２５ １７ １
○小学校・中学校・高校に
　「勤務地域限定」などを含む。

○高校「農業」「工業」「商業」「水産」で、教員免許
　がない場合でも実務経験３年・５年で受験可能。
○小学校・中学校・高校で特支の普通免許所有者
　を考慮。

仙台市 5/20 7/20～21
適性検査、

筆記（専門教科、教養）、
実技

9/14～15、
21～22

教育実践力面接
（指導案作成、質疑応答）、

個人面接

○１次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「音楽」などで実施。

１６０ ８０ 若干名 ― 若干名 若干名

○中学校に中学校・高校を含む。
○高校は「地理歴史」「理科」
　「工業」で募集。
○特支は各校種・教科に含む。

○小学校で英語資格の加点要件を拡大。
○小学校で１次試験の実技（水泳）を廃止。
○高校は教科ごとに募集。

川崎市 5/20 7/14
筆記（一般教養、

教職教養、専門教科）、
小論文

8/9、
8/16～9/18

場面指導、個人面接、
実技

○１次試験の小論文は全員に実施
　し、合格者のみ２次試験で採点。
○２次試験の実技は中学校・高校
　「音楽」などで実施。

１８０ ８５ ５～１０ ２５ １０ ―

○中学校に中学校・高校を
　含む。
○高校は「工業（電気）」
　「工業（機械）」「工業（デザイン）」
　で募集。

○中学校・高校「美術」の２次試験の実技で、
　課題内容と課題数を変更。
○小学校受験者の受験申込書添付資料に、
　外国語の授業や活動に生かせる資格・ 特技・
　経験などの記入欄を新設。

京都市 5/20 7/6～7、
13～14

筆記（一般教養、
教職教養、専門教科）、

実技、適性検査、
個人面接、場面指導

8/17～18
論文、集団面接、

指導案作成、模擬授業、
実技

○実技は１次試験で
　中学校・高校「英語」、
　２次試験で小学校、中学校
　「音楽」など、高校「書道」など、
　養護で実施。

１６０ ８０ １５
（総合支援学校）

５０ １０ ５

○小学校に
　「小学校英語教育推進コース」
　を含む。

○高校「芸術（書道）」の選考を実施。

群馬県 5/21 7/14
筆記（一般教養、

教職教養、専門教科）、
実技

8/20、22、
27～30、
9/2～6、9

適性検査、小論文、
個人面接、集団面接、

実技

○実技は１次試験で小学校、
　中学校各教科、高校「保体」「英語」、
 　２次試験は高校「農業」「工業」、
　養護で実施。

３５ ５０ ２０ ― ○それぞれ特別選考を含む。 ○英語普通免許、司書資格を加点対象に追加。

岡山県 5/21 7/6～7、
13

筆記（教職教養、専門教科）、
個人面接

8/17~20
グループワーク、

小論文、個人面接、実技、
模擬授業、口頭試問、

実技

○特支、養護、栄養は１次試験で
　各分野の専門試験を実施。
○２次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「保体」など、高校
　「書道」で実施。

２００ １１０ ６０ ４０ ２０ １

○小学校に理数枠２５人、
　英語枠３０人、地域枠２５人
　を含む。
○中学校に地域枠１５人を含む。
○養護に地域枠２人を含む。

○小学校、中学校、特支、養護、栄養の１次試験を
　連続する２日以内で実施。
○２次試験の日数を５日間から４日間に短縮。
○１次試験で高松会場を廃止。
○小学校で英検準１級以上取得者などに加点。
○小学校で２次試験の実技「音楽」、「体育」の
　ラジオ体操を廃止。

２０２０年度教員採用試験の動向④（都道府県・政令市）　出願締切順～５／２４まで

※日本教育新聞社調べ

教育委員会 出願締切
１次試験 ２次試験

備考
採用予定数

主な変更点

３５０



滋賀県

郵送
5/22
持参・

電子申請
5/24

7/7、
13～14

小論文、筆記（専門教科、
一般教養、教職教養)、
集団面接、集団討論

8/17～30 個人面接、模擬授業、
実技

○２次試験の模擬授業で、小学校は
　英語による質疑応答あり。
○２次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「保体」など、養護で
　実施。

２２０ １２０ ２０ ３５ ５ 若干名 ―
○小学校の１次試験の筆記（専門教科）で英語を
　出題。

福岡市

電子申請
5/22
郵送
5/24

7/14 筆記（教職教養、
一般教養）、適性検査

8/5～20
学習指導案作成、

模擬授業、口頭試問、
個人面接、実技

○２次試験の実技は小学校、
　中学校「理科」など、
　高校「地歴（世界史）」、
　特支各学部で実施。

１８０ １５０ ２
小学部　２５
中学部　４５

６ １２

○高校は「地歴（世界史）」のみ
　募集。
○中学校に「中高枠」を含む。
○日本語指導教諭（小学校）
　１人の募集あり。

○一般選考での変更点は特になし。

山形県 5/24 7/20～21
集団討議、

筆記（教職教養、
一般教養、専門教科）、

実技

9/10～12 模擬授業、個人面接、
実技、適性検査、作文

○実技は１次試験で小学校、
　中学校・高校「保体」「英語」など、
　特支各学部、２次試験では
　小学校、特支小学部で実施。
○養護は２次試験で場面指導を実施。

１９０ ９０ ４０ ３０ ３０ 若干名 ○それぞれ特別選考を含む。
○小学校の実技で１次試験の「器械運動」、
　２次試験の「歌唱」を廃止。

福島県 5/24 7/20～21 筆記（専門教科、
教職教養）、集団面接、実技

9/7～8、
14～16

模擬授業、小論文、
個人面接、集団討論、

適性検査

○1次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「保体」などで実施。

３００ １５０ ４０ ７０ ３０ ― ―
○小学校で１次試験の筆記（専門教科）「英語」は
　リスニングを含む10分の問題。

新潟県 5/24 7/7 論文、筆記（教職教養、
一般教養、専門教科）、実技

8/17～20 個人面接
○１次試験の実技は
　中学校「音楽」など、中学校・高校
　「英語」で実施。

２５５ １１７ ５ ２４ ２０ ―

○小学校、中学校で地域別の
　出願形式Ⅰ～Ⅲあり。
○高校は「国語」など５教科で
　募集。

○高校受験者は中学校の同一教科を第２希望可。
○２次試験で模擬授業、場面指導を廃止。
○１次試験の免許状に関する加点対象を取得見込
　みまで拡大。

京都府 5/24 7/6、
13～15

小論文、筆記（一般教養、
教職教養、専門教科）、
個人面接、集団面接

8/13～29 個人面接、
教育実践力テスト、実技

○１次試験の個人面接は小学校、
　特支、集団面接は中学校、高校、
　養護、栄養で実施。
○２次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「音楽」など、養護で
　実施。

１３０ ９０ ７０ ４５ １５ 若干名

○小学校、中学校、高校に
　特支各学部を含む。
○小学校、中学校、高校、
　特支に「北部採用枠」あり。

○高校「情報」「水産」「福祉」を新たに募集。
○採用時点の年齢を５０歳未満から６０歳未満へ
　引き上げ。

奈良県 5/24 7/6、
13～15

筆記（一般教養、教職教養、
専門教科）、実技、集団面接

8/10～11、
14～18

実技、個人面接、
模擬授業

○実技は１次試験で中学校・高校
　「音楽」など、２次試験で小学校、
　中学校・高校「音楽」などで実施。
○実習助手は２次試験の模擬授業
　なし。

１２０ １１５ ５０ ３０ １０ ６
○実習助手
　「専門学科（工業・理療）」
　２人の募集あり。

○２次試験で実施していた集団面接と集団討議を
　１次試験で全受験者を対象に実施。
○小学校の加点内容を変更。
○小・中学校で特支普通免許、高校「福祉」で
　介護福祉士資格の所有者に加点。

山口県

電子申請
5/24

持参・郵送
5/31

7/13～14
筆記

（専門教科、教職教養）、
集団面接、集団討議、

実技

8/24～27
適性検査、小論文、

集団面接、集団討議、
模擬授業、実技、

個人面接

○実技は１次試験で中学校・高校・
　特支「音楽」など、養護、
　２次試験では小学校、特支小学部
　で実施。

２１０ ９６ ６７ ２１ ２６ ― ― ○一般選考での変更点は特になし。

徳島県

電子申請
5/24
郵送
5/27

7/22～29 筆記（専門教科、教養）
集団面接、実技

8/15～28 論文、実技、模擬授業、
個人面接

○実技は１次試験で中学校・高校・
　特支「音楽」など、２次試験では
　小学校で実施。

１０ ２ ―

○受験者の年齢要件を４９歳以下に統一。
○高校の募集教科に「情報」を新設。
○実技の試験日数を１日削減。
○１次試験の筆記（教養）を９０分から６０分に削減。
○中学校・高校「英語」で１次試験の実技を廃止。
○中学校・高校「音楽」で１次試験の実技「調音
　記譜」を廃止。
○小学校で２次試験の実技は「体育」と「音楽」の
　一方を選択。

長崎県 5/24 7/14
筆記（教職教養、

一般教養、専門教科）
実技、英会話力テスト

8/16、
8/25～9/6、

11/17

適性検査、小論文、
実技、個人面接、

教壇における課題面接

○１次試験の実技は中学校・高校
　「音楽」など、英会話力テストは
　中学校・高校「英語」で実施。
○２次試験の実技は小学校、
　中学校「技術」、中学校・高校
　「家庭」、高校「看護」、養護で実施。

２２０ ８０ ５０ ４５ ２５ ― ○小学校に「離島枠」を含む。

○１次試験の筆記と実技、２次試験の小論文で
　配点と試験時間を変更。
○特支で視覚障害・聴覚障害の両方の普通免許
　所有者にそれぞれ加点。
○中学校で小学校の第２志望可。

１６３ ６２



新潟市 5/24 7/7

適性検査、
筆記（教職教養、

一般教養、専門教科）、
オーラルプレゼンテーション、

実技

8/17～18 模擬授業、場面指導、
個人面接

○１次試験のオーラルプレゼン
　テーションは中学校・高校「英語」
　で実施。
○１次試験の実技は中学校・高校
　「音楽」などで実施。

８０ ６ １０ ２ ○「技術」は中学校のみで募集。
○栄養を募集。
○検査日数を短縮。
○論文、集団面接、小学校・特支の実技を廃止。

大阪府
豊能地区

5/24
7/6、

13～15、
20～28

筆記（教職教養、
思考力・判断力を測る問題）、

集団面接

8/17、
8/19～

９月中旬

筆記（専門教科）、実技、
模擬授業、個人面接

○２次試験の実技は小学校、
　中学校「音楽」などで実施。
○養護と栄養は２次試験で
　場面指導を実施。

１１０ ４０ ― ― ３ 若干名

○小学校に義務教育学校の
　前期課程、中学校に同後期
　課程を含む。
○小学校と中学校の併願可。

○中学校「保健体育」で、２次試験の実技種目や
　内容を変更。

青森県 https://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/kyousai.html

神奈川県

島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info_tchr/

仙台市

川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000087548.html

京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000250795.html

群馬県

岡山県 http://www.pref.okayama.jp/site/16/608889.html

滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/zinzisaiyou/bosyu/303655.html

福岡市 http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/kyoshokuin/ed/kyouinn01.html

山形県 https://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/kyoiku/iinkai/7700026saiyouzyouhou.html

福島県 https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/saiyou2020.html

新潟県

京都府 http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/index.php?page_id=19

奈良県 http://www.pref.nara.jp/item/211875.htm#moduleid25874

山口県 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50200/saiyou/201903120001.html

徳島県 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2016051200199

長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/shokuinsaiyo-shikaku-shiken-bosyu/336770.html

新潟市

大阪府
豊能地区

http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/1222020118720.html

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/sensei/kyouin_saiyo/2020.html

https://toyono-jinjikyo.com/teacher/

https://www.city.sendai.jp/kyoshokuinninyo/kyousai_sendai.html

https://www.pref.gunma.jp/03/x18g_00027.html

３５

※情報は、２０２０年度（２０１９年実施）の教員採用試験の要項を基に、各都道府県・政令市の試験状況をまとめたもので、一般選考のみ表記しています。
　詳細は各教育委員会のウェブサイトで公開している募集要項をご確認ください。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/y4g/cnt/f7272/index.html
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