
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

香川県

電子申請
5/27

持参・郵送
5/29

7/13～15、
20～22

適性検査、
筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、実技、集団面接

8/16～20 小論文、模擬授業、
個人面接

○１次試験の実技は小学校、中学校・
 高校「音楽」など、特支各学部で実施。
○２次試験の個人面接で小学校は
　英語による質問を１問程度実施。
○中学、高校（特支を含む）「英語」は
　２次試験で英語による面接を実施。

５ １
○小学校・中学校の併願可。
○養護は小学校・中学校と
　高校・特支で併願可。

○１次試験の筆記（専門教科「英語」）で、免除申請
　の対象にIELTSを追加。

大分県

電子申請
5/27

持参・郵送
6/6

7/14～15 筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、実技

8/8～12、
16～17

模擬授業、場面指導、
口頭試問、実技

○実技は１次試験で中学校・高校「音楽」
　など、２次試験では小学校、小中学校
　連携、中学校・高校「家庭」など、養護
　で実施。
○9/21～30に３次試験あり。集団面接、
　集団討論、個人面接を実施。

２００ １０６ ５５ ５１ １６ ３
○「小中学校連携教諭（英語）」で
　５人の募集あり。

○試験区分に「小中学校連携教諭（英語)」を新設。
○併願制度を導入。
○体育実技の内容、会場、日程を変更。

相模原市 5/27 7/14 筆記（専門教科、一般教養、
教職教養）、課題作文

8/4～10 模擬授業、個人面接、
実技

〇１次試験の課題作文は全員に実施
　し、合格者のみ２次試験で採点。
〇２次試験の実技は中学校「音楽」
　などで実施。

７０ ４６ ― ― ４ ―
〇小学校に「英語コース」を含む。
〇中学校で各教科の他、
　「中学校特別支援」の募集あり。

〇小学校と中学校の普通免許状を両方所有する
　受験者、小学校「英語コース」の受験者に対する
　加点を引き上げ。
〇特支免許状と小学校または中学校の普通免許状
　を両方所有する受験者を加点対象に追加。
〇特定の免許や資格の所有者に対し、１次試験での
　加点を新設。

福井県

電子申請
5/28
郵送
5/31

7/13～14 筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、実技

8/5～9 適性検査、小論文、
個人面接、集団討論

○1次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「音楽」などで実施。

１０２ １８ １０ ２
○中学校・高校一括募集とは別に
　中学校１人、高校１０人を募集。

○新たに「高校情報」、「高校福祉」を募集。
○英語資格の加点条件を変更。

三重県

郵送
5/27

電子申請
6/3

7/20
筆記(一般教養、教職教養、

専門教科)、集団面接、
集団討論

8/17、20、
23～30

論述、実技、
集団面接、集団討論、
個人面接、模擬授業

○２次試験の論述で小学校、特支小学
　部は英語リスニングを併せて実施。
○２次試験の実技は小学校、特支小学
　部、中学校・高校・特支中学部・同高等
　部「保体」などで実施。

２３５ １１０ ６２ ２０ ２２ ６
○特支中学部・高等部は「音楽」
　「保体」のみ募集。

○一般選考での変更点は特になし。

熊本県

郵送
5/28
持参・
電子申請

5/30

7/14 筆記(教職教養、専門教科)、
実技

8/18~23 論述、実技、個人面接、
模擬授業

○１次試験の実技は中学校・高校
　「音楽」などで実施。
○２次試験の実技は小学校・中学校・
　高校「英語」、中学校・高校「家庭」など
　で実施。

１５８ ５３ ３２ ２９ ２３ ３
○中学校は「英語」を除く。
○「英語」は小学校・中学校、
　中学校で計18人の募集。

○小学校で２次試験の実技を廃止。

熊本市

電子申請
5/28
郵送
5/29
持参
5/31

7/14 筆記（教職教養、専門教科)、
実技

8/16～22 論文、実技、
模擬授業、個人面接

〇実技は１次試験で中学校「一般」
　「特別支援教育推進」の「音楽」など、
　２次試験で小学校全員、中学校
　「一般（英語）」で実施。

１０５ ３８ １ ― ８ ３

○中高共通６人の募集あり。
〇小・中学校に「特別支援教育
　推進」を含む。
〇小学校「特別支援教育推進」は
　小学校「一般」と、中学校「特別
　支援教育推進」は中高共通
　または中学校「一般」とそれぞれ
　併願可。
〇高校は「商業」のみ募集。

○小学校で２次試験の実技は音楽と器械運動を
　廃止し、水泳のみ実施。
○小学校「一般」「特別支援教育推進」で英語資格
　などの加点制度を導入。
○小学校「外国語教育推進」を小学校「一般」に
　統合。

石川県 5/30 7/20～21、
8/3～4

適性検査、筆記(総合教養、
専門教科)、小論文、

模擬授業、個人面接、実技
― ―

○１次試験、２次試験の区分なし。
○実技は小学校、中学校・高校「音楽」
　など、特支各学部、養護で実施。

１４０ ３０ １５ ―
○小学校、中学校、高校と特支
　各学部は両方の受験資格を持つ
　場合、それぞれ併願可。

○中学校、高校で「情報」を新たに募集。
○小学校、中学校・高校「英語」「情報」で加点制度
　を導入。

秋田県 5/31 7/20～22 筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、面接、実技

9/13～15 適性検査、論文、
模擬授業、面接

○１次試験の実技は小学校、中学校・
　高校「保体」など、特支各学部で実施。
○２次試験の面接で小学校、中学校・
　高校（「英語」を除く、特支各学部を
　含む）、養護、栄養では日常英会話を
　実施。

９５ ５０ ２０ １８ １２ 若干名
○小学校に「他県教諭等枠」、
　「中学英語の免許所持枠」を含む。

○受験年齢制限を変更。５９歳以下までの受験可。

富山県 5/31 7/20～21 筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、実技、集団面接

8/24～25
記述（場面指導）、

適性検査、個人面接、
模擬授業、実技

○実技は１次試験で中学校・高校・
　特支中学部・同高等部「保体」など、
　２次試験では小学校、特支小学部で
　実施。

○特別選考を含む。
○「特別支援学校B」に受験教科（科目）「小学校」
　を追加。

１３０

２１４ ５４

６９

３１５

２０２０年度教員採用試験の動向⑤（都道府県・政令市）　出願締切順～６／１０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



山梨県 5/31 7/14 筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、実技

8/10、
14～16

適性検査、小論文、
個人面接、集団討議、

模擬授業、実技

○実技は１次試験で小学校、中学校・
　高校「体育」など、特支各学部、
　２次試験では小学校、特支小学部、
　中学校・高校・特支中学部・同高等部
　「英語」で実施。

１４１ ８２ ２５ ３２ １５ １ ―
○小学校と中学校で第２希望を新設。
○小学校、中学校、高校で特支普通免許状所有者
　（取得見込みを含む）に加点。

岐阜県 5/31 7/20 筆記(教職教養、専門教科)、
集団面接

8/19～22

適性検査、実技、
論文、論述、個人面接、

グループワーク、
プレゼン、

グループ面接

○小学校「算数」「理科」で算数・数学、
　理科に関する筆記を別途実施。
○２次試験の実技は小学校、中学校各
　教科、高校「英語」など、養護、栄養で
　実施。
○２次試験の論述、グループワーク、
　プレゼンは小学校、中学校、養護、
　栄養で実施。
○２次試験のグループ面接は高校、
　特支で実施。

２８５ １６５ １２０ ７０ ３０ 若干名 ―
○１次試験で加点制を導入。
○小学校「特支」、小学校「英語」を廃止。

鹿児島県

電子申請
5/31
郵送
6/3

7/13～14 筆記（教職教養、一般教養、
専門教科）、実技

8/22～9/9 個人面接、適性検査、
グループ討議、実技

○１次試験の実技は中学校・高校・特支
　「保体」など、２次試験では小学校、
　特支小学部、中学校・高校・特支「家庭」
　などで実施。
○中学校・高校・特支「英語」は２次試験
　で英語会話を実施。
○小学校、特支小学部は２次試験で
　英語による簡単なスピーチあり。

２５０ ７２ ３２ ３３ ２５ 4 ―

○小学校で採用人数を拡大。
○「小学校英語特別選考」の要件を追加。
○加点申請要件を追加。
○特支小学部と養護を２区分で採用名簿に登載。

名古屋市 5/31 7/20
小論文、筆記（総合教養、
専門教科）、集団面接、

実技
8/22～23 集団面接、個人面接、

実技

〇実技は１次試験で中学校「美術」
　「技術」、中学校・高校「音楽」など、
　２次試験で中学校・高校「英語」、
　養護で実施。

２３０ １４０ ２５ ２５ １０ ５
〇小学校、中学校に特別支援学級
　担当教員各２０人を含む。

○一般選考での変更点は特になし。

福岡県 6/3 7/13～15 筆記(教職教養、一般教養、
専門教科)、集団討論、実技

８月上旬～
９月中旬

模擬授業、個人面接、
実技、適性検査

○1次試験で中学校・高校「英語」は
　リスニング、特支は特支専門を実施。
○実技は１次試験で中学校・高校「保体」
　など、２次試験で小学校、中学校・高校
　「理科」、養護などで実施。
○中学校・高校「英語」は２次試験で
　英語面接を実施。

７１０ ２４０ １８０ １１０ ３０ １１

○小学校は「英語資格所有者」の
　試験区分を含む。
○高校は久留米市立高校、古賀
　（古賀竟成館）高校を含む。

○１次試験で特定の資格・免許所有者に加点。
○中学校は小学校と併願可。

北九州市 6/3 7/14、
20～23

筆記（教職教養、専門教科）、
適性検査、実技、

集団面接
8/19～24 面接、模擬授業、

実技

○実技は１次試験で中学校「英語」、
　中学校・特支中学部「音楽」など、
　２次試験で小学校・特支小学部、
　中学校・特支中学部「理科」「英語」
　で実施。

１６０ １０８ ― ５０ ７ ３

○小学校に幼稚園を含む。
○特支は小学校または中学校と
　併願可。ただし、小学部は小学校、
　中学部は中学校の試験区分に
　限る。

○英語資格所有者は１次試験と２次試験の筆記
　（専門教科）と実技を免除し、各配点に応じて加点。
○小学校・特支小学部で２次試験の音楽実技の
　出題範囲を「試験当日指定する曲」から「自由に
　選択した１曲」に変更。

佐賀県 6/4 7/14 筆記(一般教養、教職教養、
専門教科)、実技

8/17～20 小論文、個人面接、
実技、模擬授業、

○実技は１次試験で中学校・高校「音楽」
　など、２次試験では中学校・高校「技術」
　など、養護で実施。
○小学校、中学校・高校「英語」は２次
　試験で英会話および英語面接を実施。

１９０ ７０ ３９ ３４ １８ １ ―
○小学校で音楽実技を廃止。
○小学校、中学校・高校「体育」で水泳実技を廃止。

愛媛県 6/10 7/23～25 筆記（一般教養、教職教養、
専門教科)、実技、集団面接

8/31～9/6 適性検査、小論文、面接

○１次試験の実技は中学校・高校・特支
　高等部「保体」など、養護、栄養で実施。
○２次試験の詳細は１次試験合格者に
　通知。

２０５ １１０ ４５ ２５ ２５ 若干名 ―

○筆記の実施時間を短縮。
○面接試験の集団討論を廃止。
○小学校で体育実技を廃止。
○中学校は小学校と併願可。
○高校「福祉」で、医師免許証など所有者で５年以上
　の実務経験者に加点。
○高校「福祉」で看護師または介護福祉士の資格
　所有者に加点。



香川県 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/koko/saiyo/saiyoujouhou.html

大分県 http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/20190313.html

相模原市 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/shokuin_annai/school/1005283.html

福井県 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html

三重県 http://www.pref.mie.lg.jp/KYOSYOK/HP/88024000017.htm

熊本県 http://kyouiku.higo.ed.jp/page2032/

熊本市 http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2481

石川県 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/kyousai_h31/kyousai.html

秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/33277

富山県 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3001/kj00018981.html

山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/gimukyo/181_004.html

岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/jinji/saiyo-joho/17766/

鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ba03/kyoiku/saiyo/shiken/senkoushiken31.html

名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000113559.html

福岡県 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saiyoukaizen.html

北九州市 http://www.kita9.ed.jp/kyoushokuin-c/index.html

佐賀県 http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00368425/index.html

愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/k70400/32saiyou/32kyouinsaiyoushiken.html

※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。
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