
島根県教育庁学校企画課
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島根県公立学校教員採用候補者選考試験に向けて

②教員採用試験（実施要項）
の概要



○出願資格

全ての募集区分で、５９歳の方まで受験可能

※昭和36年4月2日以降に生まれた方
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○島根独自の特色ある教員採用

① 特定地域の教育に従事する教員

・小学校⇒石見地域、隠岐地域

・中学校⇒石見地域、隠岐地域

・高等学校⇒石見地域、隠岐地域（採用から10年以上勤務）

② 小学校で、「算数」や「理科」指導のリーダー的

役割を担う教員（中学校「数学」「理科」免許所有者）

③ 中学校で特別支援教育を担当する教員

要項P.１
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募集人数

校 種 ・ 職 種 募集人数

小学校教諭 １３０人程度

中学校教諭 ６５人程度

高等学校教諭 ４０人程度

特別支援学校教諭 ２５人程度

養護教諭 １７人程度

栄養教諭 １人程度

障がいのある方を対象した選考 ３人程度

合 計 ２８１人程度

要項P.１



募集人数比較（H30年度～R3年度選考試験）

Ｈ３０ Ｈ３１ R２ R３

小学校 １００ １１０ １３０ １３０

中学校 ５０ ５５ ６０ ６５

高等学校 ２６ ４０ ４５ ４０

特別支援学校 ２０ ２０ ２５ ２５

養護教諭 １８ ２０ １７ １７

栄養教諭 ２ １ １ １

障がいのある方を対象
とした選考

３ ３ ３ ３

合 計 ２１９ ２４９ ２８１ ２８１
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令和２年度公立学校教員採用候補者選考試験結果

募集人数 受験者 名簿登載者 倍 率

小学校 １３０ ３０５ １２８ ２．４

中学校 ６０ ２８９ ６１ ４．７

高等学校 ４５ ２８１ ４８ ５．９

特別支援学校 ２５ ３９ ２３ １．７

養護教諭 １７ ６８ １７ ４．０

栄養教諭 １ １６ １ １６．０

障がいのある方を対象
とした選考 ３ （３） （１） ３．０

合 計 ２８１ ９９８ ２７８ ３．６
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※（ ）内の数は全校種の内数



小学校教諭の募集区分・募集人数
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募集区分 募集人数

Ａ 全県 110人程度

130
人
程

度

Ｂ１

勤務地域限定
石見地域

20人程度
Ｂ２ 隠岐地域

Ｃ 数理 全県

(10人程度) 
※小学校全体
に含む

Ｄ１
数理

勤務地域限定

石見地域

Ｄ２ 隠岐地域

※出願の要件は要項Ｐ２参照

要項P.１
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募集区分 教科（科目等） 募集人数

Ｅ 全県
国語、社会、数学、理科、
英語、音楽、美術、

保健体育、技術、家庭

50人
程度

65
人
程

度

Ｆ１
勤務地域
限定

石見地域
国語、社会、数学、理科、
英語、音楽、保健体育 15人

程度
Ｆ２ 隠岐地域 社会、数学

Ｇ
特別支援

教育担当

国語、社会、数学、理科、
英語、音楽、美術、

保健体育、技術、家庭

(若干名)
※中学校全体
に含む

中学校教諭の募集区分・募集人数

※出願の要件は要項Ｐ２参照

要項P.１
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募集区分 募集人数

Ｈ 全県 40人程度

40
人
程

度

Ｊ１ 勤務地域限定
（採用から10年
以上勤務）

石見地域
（若干名）

※高等学校全体に含む
Ｊ２ 隠岐地域

Ｌ 社会人を対象とした選考
(若干名)

※高等学校全体に含む

Ｍ 助教諭として採用する選考
(若干名)

※高等学校全体に含む

高等学校教諭の募集区分・募集人数 要項P.１
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募集区分 教科・科目等

Ｈ 全県

国語、地理歴史及び公民、数学、理科（物理・化学・
生物）、英語、芸術（音楽・美術）、保健体育、家庭、
情報、農業（園芸・食品）、工業（電気・機械・建築）、
商業、水産（漁業・製造）

Ｊ１
石見地
域限定 家庭

Ｊ２
隠岐地
域限定

国語、地理歴史及び公民、数学、理科（物理・化学・
生物）、英語、保健体育、家庭

Ｌ
社会人
対象

農業（園芸・食品）、工業（電気・機械・建築）、商業、
水産（漁業・製造）

Ｍ 助教諭 工業（電気・機械・建築）

高等学校教諭の募集区分・教科（科目等）

※出願の要件は要項Ｐ２参照

要項P.１
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募集区分 教科（科目等） 募集人数

Ｎ 小学部

25人程度

Ｏ 中学部 技術

Ｐ 中学・高等部

国語、社会及び地理歴史、

数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、家庭

特別支援学校教諭の募集区分・募集人数

※出願の要件は要項Ｐ２参照

要項P.１
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校種

・職種
募集区分 募集人数

養護教諭 Ｒ 全県 17人程度

栄養教諭 Ｓ 全県 1人程度

養護教諭・栄養教諭の募集区分・募集人数

※出願の要件は要項Ｐ２参照

要項P.１
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校種

・職種
募集区分 募集人数

全校種

・全職種
Ｔ 障がいのある方を
対象とした選考

３人程度

障がいのある方を対象とした選考

※出願の要件は要項Ｐ３参照

要項P.１
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受験上の特例措置
（１）現職教諭（島根県外の正規採用教員）への特例

特例区分 校種 ・職種

１
第１次試験
全免除

小学校教諭、中学校教諭、

高等学校教諭（農業、工業、水産）、

特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭

２
第１次試験
一部免除

高等学校教諭（国語、地理歴史及び公民、

数学、理科、英語、芸術、保健体育、家庭、

情報、商業）

要項P.３
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特例区分 要 件

３
第１次試験
全 免 除

・前年度の第２次試験選考結果の「面接試験・
模擬授業等」の段階が｢Ａ｣の者

・令和２年５月１日現在国公私立の小学校、中
学校、義務教育学校、 高等学校、中等教育学
校又は特別支援学校に勤務している者

４
第１次試験
一部免除

令和２年５月１日現在、島根県内の公立小学
校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別
支援学校、又は共同調理場に臨時的任用教
職員（講師・養護助教諭（非常勤を含む）、学
校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員）として
勤務している者

（２）前年度第２次試験の全ての試験を受験した者への特例

※前年度と同一の校種・職種で出願すること

要項P.３
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特例区分 要 件

５
第１次試験
一部免除

①過去に島根県内、又は県外の国公立小学校、中学
校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特
別支援学校の教諭・養護教諭・栄養教諭（いずれも正
規採用※任期付採用除く）の職で１年以上（休職、育児
休業等の期間除く）の勤務経験のある者

②令和２年５月１日現在、島根県内の公立小学校、中
学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、又は
共同調理場に臨時的任用教職員（講師・養護助教諭
（いずれも非常勤含む）、学校栄養職員、実習助手、寄
宿舎指導員）として勤務している者

（３）過去に国公立学校で正規採用（※任期付採用
を除く）の教諭等として勤務経験のある者への特例

要項P.４
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○選考にあたって考慮する事項

・ 中学校の複数教科普通免許状所有者
〔中学校受験者〕

・ 高等学校の複数教科普通免許状所有者
〔高等学校の水産受験者〕

・ 複数の種別・領域又は教科の普通免許状所有者
〔特別支援学校受験者〕

・ 盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校
教諭普通免許状所有者
〔小・中・高等学校受験者〕

・ 「情報」普通免許状所有者（情報受験者以外）
〔高等学校受験者〕

要項P.７
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○選考にあたって考慮する事項

・ 中学校「英語」又は高等学校「英語」の普通免許状所有者
〔小学校受験者〕

・ 英語検定等の資格取得者

〔小学校受験者〕

英検2級以上、TOEFL ｉＢＴ42点以上、TOEIC550点以上

〔中学校・高等学校・特別支援学校の英語受験者〕

英検準1級以上、 TOEFL ｉＢＴ80点以上、 TOEIC785点以上

（注）TOEICにおけるIPテストのスコアも対象

要項P.７
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○選考にあたって考慮する事項

・ ポルトガル語での日常会話等を理解し、
口頭で表現できる程度の語学力を有する者
〔小・中学校受験者〕

（注）ポルトガル語での口頭面接を第２次試験で
実施

・学校図書館司書教諭講習の修了者
〔小・中・高・特別支援学校受験者〕

・スポーツ、芸術、学術、国際貢献等、特に優れた
実績・資格等を有する者

要項P.７
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○教員採用候補者名簿登載後の配慮事項

※大学院生（令和３年度進学者を含む）で、専修免許
状取得見込みの者は、合格後、最大２年間の採用延
期を認める

※海技免状（３級海技士）取得見込の者は、合格後、
１年間の採用延期を認める 〔高等学校水産（漁業）〕

☞詳細は「令和３年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」
をご確認ください。

要項P.８



20

○その他

要項等必要書類は学校企画課ホームページ
よりダウンロードが可能です。



選考試験に関する問い合わせ先

〒690-8502

島根県松江市殿町１番地

島根県教育庁学校企画課

電話（0852）22－6608 / 090-5700-7953

学校企画課ホームページ

https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/
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https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/

