
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

埼玉県 5/13 7/14

筆記(専門教科、
一般教養・教職教養)、

実技

8/10、
19～25

9/7～8

個人面接、論文、
適性検査、実技、
集団討論、集団面接

○実技は１次試験で高校「保体」、
　２次試験で中学校「理科」など、
　高校「音楽」などで実施。

７６０ ３７０ ２４０ １７０ ４５ １０

小学校に４０人
中学校に１０人
高校に２０人

特支各学部含む

○年齢制限の緩和。
○１次試験「仙台会場」を廃止。
○中学校と高校でスポーツ実績の加点廃止。
○高校「家庭」の調理師資格の加点新設。
○高校と特支で２次試験の「筆記(専門教科)」
　を廃止。
○養護の２次試験で実技を廃止。

宮城県 5/14 7/20 適性検査、
筆記(専門教養、教養)

9/5～7、
12～14

個人面接、集団討議、
実技

○２次試験の実技は小学校、
　中学校・高校「保健体育」など
　で実施。

１８０ １０５ ６０ ― １０ 若干名 特支は各校種に含む

○小学校、中学校・高校「英語」で英検など
　一定以上の資格・スコア取得者に１次試験
　で加点。
○小学校「英語枠」の募集人数増。

長野県 5/14 7/13～14
筆記(一般教養、

専門教科)、小論文、
実技、集団面接

8/18～26
適性試験、個人面接、
模擬授業、実技

○実技は１次試験で中学校「美術」
　など、高校「保体」など、
　２次試験で小学校、中学校「音楽」
　など、特支で実施。

２１０ １３０ １１０ ５５

（小・中学校）
２０

（高校）
若干名

若干名 ―

○小学校、中学校、小・中学校養護で
　「ブロックの採用数を設定した採用」を実施。
○小学校と中学校で複数免許取得者、
　小学校で英語免許取得・資格所有者に
　加点。
○２次試験の実技内容を削減。

和歌山県 5/14
7/6～7、

21

個人面接、
筆記(一般教養、
専門教科)、論文

8/17～21
筆記(教職教養)、
適性検査、実技、
個人面接、論文

○論文は１次試験で小学校と
　特支（理療除く）、２次試験で
　中学校と高校、特支「理療」、
　養護で実施。
○２次試験の実技は全校種・教科
　で実施。

２００ １００ ５３ ２７ １５ ― ―
○中学校、高校で志願教科を含めた同一
　校種の複数免許所持者に加点。

岩手県 5/15 7/20～21
筆記(専門教科、

教職教養)、論文、実技
8月下旬～
10月上旬

個人面接、集団面接、
模擬授業、実技

○実技は１次試験で小学校、
　中学校と高校「理科」など、
　特支、養護、
　２次試験で小学校で実施。

３０ 若干名 ―
○高校の募集教科に「情報」を追加。
○高校普通免許「情報」の所持者に加点。

愛知県 5/15 7/20
筆記(教職教養、

一般教養、専門教科)、
集団面接

8/20～21

筆記(専門教科)、
小論文、クレぺリン検査、

実技、集団討議、
個人面接、場面指導

○２次試験の実技は
　中学校と高校「音楽」などで実施。

７４０ ３００ ２６０ １３０ ５０ １０ ―
○高校「情報」の受験資格を「所有又は取得
　見込み」に変更。

兵庫県

郵送
5/15

電子申請
5/17

7/6、
7/21

集団面接、
筆記(一般教養、

教職教養、専門教科)
8/16～27

模擬授業、個人面接、
場面指導、実技

○２次試験の実技は小学校、
　中学校・特支・高校「音楽」など、
　養護で実施。

３６０ ２７０ １７０ ５０ ４０ １５
小学校と中学校に
特支各20人を含む

○年齢制限を廃止。ただし、採用時に定年に
　達していない者を受験可能とする。
○中学校・特別支援学校で２次試験の模擬
　授業を専門教科でも実施。
○１次試験の筆記（一般教養）の時間と出題
　数を変更。

若干名

特支は小学校、
中学校に含む。

高校は「国語」「商業」
で募集

○中学校・特支中学部で「特別支援」を教科
　として新設。
○特支免許や英語資格の所持による加点
　点数を引き上げ。
○高校「商業」で高校普通免許「情報」所持者
　に加点。
○小学校・特支小学部、小学校・幼稚園
　共通の２次試験で、筆記の読解力・
　表現力を問う問題を小論文に変更。
○中学校・特支中学部「保健体育」で
　実技試験の種目数や内容を変更。
○１次試験と２次試験の各試験に基準点
　を設け、得点が達していないものがある
　場合には不合格とする。

― ７

○２次試験の実技は
　小学校・幼稚園共通、
　中学校・特支中学部「音楽」など、
　小中一貫教育推進「英語」で実施。

８０ ５５ 各教科
若干名

２３０ ８０

筆記（専門教科）、
小論文、適性検査、実技、
個人面接、場面指導

２０２０年度教員採用試験の動向③（都道府県・政令市）　出願締切順～５／１７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

堺市 5/13

7/6、
13～15、
20～21、
27～28

筆記（教職教養、
教育時事、思考力・
判断力を問う問題）、
集団討論、集団面接、

個人面接

8/24、31、
9/7、

14～16、
21～23



（県）
３２０ １９５ １１５ ７０ ３０ ６

（市）
１６０ １００ ２０ １５ １０ ３

岡山市 5/15
7/6、

7/13～15
筆記（総合教養試験）、

集団活動
8/17～22

筆記（専門教科）、
個人面接、実技、
模擬授業・口頭試問

○２次試験の実技は小学校、
　中学校「音楽」などで実施。
○養護は２次試験の筆記で
　養護に関する専門試験、
　模擬場面指導を実施。

１００ ５５ ― ― ５ ―

小学校に「英語枠」、
　小学校と中学校に
　「小中連携推進枠」

　「特別支援教育推進枠」
　を含む

○小学校の受験区分に「英語枠」を新設。
○英語の資格所有者への要件を拡大。

（北海道）
３２０ １３０ １８５ １４１ ８０ ２５

（札幌市）
１３０ ８０ ５ ５０ １０ ―

茨城県

持参
5/17

電子申請・
郵送
5/24

7/14
筆記(一般教養、

教職教養、専門教科)、
実技、口述試験

8/24～25
小論文、集団討論、

個人面接

○１次試験の実技は
　中学校「音楽」など、
　高校「保健体育」などで実施。
○１次試験の口述試験は
　中学校と高校「英語」のみで実施。

３９０ ２９０ １６０ ９０ ３７ ５
高校実習助手
特支実習助手
各２人の募集あり

○採用時の年齢上限を撤廃。５９歳まで
　受験可能。
○小学校で２次試験の実技を廃止。
○中学校受験者の小学校併願を実施。
○高校受験者の中高一貫校併願を実施。
○第２外国語などの実績を加点制度に追加。

鳥取県

電子申請
5/17

持参・郵送
5/22

6/30、7/7
筆記(一般教養、

専門教科)、適性検査、
実技

8/31～9/8
実技、場面指導、
集団面接、個人面接

○実技は１次試験で中学校・高校の
　各教科、養護、２次試験で小学校、
　特支で実施。

８５ ５５ ３５ ２５ ７ ― ―
○小学校の１次試験を関西会場でも実施。
○年齢制限を撤廃。「採用時に定年に達して
　いない者」に変更。

宮崎県 5/17 7/13～14

適性検査、
筆記(教職教養、
専門教科)、実技、

リスニング

8/21～9/1
個人面接、模擬授業、
集団討論、実技

○１次試験のリスニングは
　小学校・中学校・高校「英語」など
　で実施。
○実技は１次試験で小学校、
　中学校・高校「音楽」など、特支、
　２次試験で小学校、特支、養護
　で実施。

２２０ ７３ ４５ ３０ １３ ５ ―
○小学校に「特別支援教育枠」を新設。
○小学校と特支の体育実技「水泳」の距離を
　５０ｍから２５ｍに変更。

横浜市 5/17 7/14
筆記（一般教養・

教職教養、専門教科）、
８月上旬
以降

個人面接、模擬授業、
集団討論、実技、論文

○論文は受験者全員に実施し、
　１次試験合格者のみ採点。
○養護教諭は２次試験で
　保健指導を実施。
○実技は中学校・高校「音楽」
　「美術」などで実施。

４８５ ５０ ２５ ―
中学校・高校に
高校コース「英語」
若干名を含む

○各校種・教科と併願で育児休業代替任期
　付教員の選考を実施

実技、模擬授業、
個人面接

○養護、栄養は１次試験の筆記で
　専門科目あり。
○２次試験の実技は栄養以外、
　模擬授業は養護以外で実施。

特支は県で
小学部・中学部・高等部、
市で小学部・中学部
の選考を実施

○小学校と特支小学部の１次試験で
　筆記（専門教科）に外国語（英語）を追加。
　各教科の配点も変更。

広島県
・広島市

5/15 7/13
筆記

（教職教養、専門教科）、
グループワーク

8/17～19

１２０

○２次試験の実技は小学校、
　中学校と高校「保健体育」など、
　特支で実施。

特支内訳
（北海道）

小40、中50、高50、
自立活動（肢体不自由）１

（札幌市）
小35、中・高15

○１次試験で東京会場を新設。
○高校と特支高等部の募集教科に「情報」を
　追加。

北海道・
札幌市

5/17 6/23
筆記(一般教養、

教職教養、専門教科)
8/2～4

適性検査、
教科等指導法検査、
個別面接、実技



埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/f2210/h32kyouinsaiyou/h32top.html

堺市

宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/h32kyosai.html

長野県

和歌山県

岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/kyoushokuin/saiyou/1006523.html

愛知県 https://www.pref.aichi.jp/site/kyoinsaiyou/2020nittei.html

兵庫県

広島県・広島市 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/04file/h32saiyoushiken.html

岡山市 http://www.city.okayama.jp/kyouiku/gakujika/gakujika_00011.html

北海道・札幌市 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/H32senko.htm

茨城県 https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/kyoshoku/saiyou/index.html

鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/95168.htm

宮崎県 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/ky-kyoshokuin/kense/saiyo-shikaku/20180417192919.html

横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/bosyusaiyou/seiki/kyouinsaiyou/kyoin.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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https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500800/saiyou/top.html
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