＼ふじのくにの先⽣になる︕／

令和５年度

静岡県公立学校教員募集
第１次選考試験

第２次選考試験

７/２（土）～３（日）

8/ 8（月）～10（水）

小・中学校
養護教員、栄養教員

小・中学校、高等学校
特別支援学校
養護教員、栄養教員

8/18（木）～19（金）

特別支援学校

8/17（水）～19（金）

高等学校

出願締切 ５月６日(金)午後５時

採用試験の詳細や静岡県で活躍する若手の紹介はこちら

“ふじのくに”の未来を担う
「有徳の人」を育むために、
学び続ける教員
教育的素養・総合的人間力
〇教職人生を通して、教育者としての使命感、倫理観・人権意識、社会性、教育に対する誇りを持ち、新
しい知識・技能を学び続け、子供への共感・理解や教育的愛情の涵養、信頼関係の構築を図っている。
〇教職人生を通して、真摯に学び続ける姿勢と自律心、変化を恐れない積極性とリーダーシップを持ち、広い視野と
社会環境への理解を基に地域社会と関わり、豊かな人間性の向上を図っている。
〇「才徳兼備」の人づくりを担う一人として、常に児童生徒の模範となるよう行動している。

これらを基盤として、キャリアステージ※に応じて、実践・省察・改善を繰り返しながら、
「授
業力」
「生徒指導力」
「教育業務遂行力」
「組織運営力」を身に付けている教員を求めています。
※キャリアステージにおける求められる資質能力については、「静岡県教員育成指標」を参照

https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-020/kyouinikuseikyougikai.html

静岡県
｢有徳の人｣

基本理念：
「有徳の人」の育成 ～誰一人取り残さない教育の実現～
有徳の人とは、
●知性・感性・身体能力など、自らの個性に応じて「才」を磨き、自立を目指す人
●多様な生き方や価値観を認め、自他を大切にしながら「徳」を積む人
●「才」を生かし「徳」を積み、社会や人のために貢献する「才徳兼備」の人
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令和５年度静岡県公立学校教員採用選考試験

—

まずは、こちらをお読みください

—

①採用選考の実施要項が変わります。
全体を示す「募集案内」と各校種別の詳細を示した「要項」があります。
応募希望の方は、静岡県教育委員会ホームページ（https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku）
から「募集案内」を入手するとともに、受験する校種の「要項」をダウンロードしてください。
② 出願方法は、校種（小中・高校・特支・養教・栄教）ごとの「電子申請」です。
原則、出願は電子申請（https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/） です。加点申請や特別選考等に係る
証明書類等は、郵送となります。（受験する校種の「要項」で確認してください。）

《実施日》
第 1 次選考試験

第 2 次選考試験

小・中学校教員
養護教員・栄養教員

8/ 8(月)～10(水)

高等学校教員

7/２(土)～３(日)

特別支援学校教員

8/17(水)～19(金)
8/18(木)～19(金)

《昨年度からの主な変更点等》
小・中学校教員・養護教員・栄養教員
◎ 第２次選考試験の「会場」及び「実施日」を変更します。
昨年度までは、静岡県立静岡高等学校と静岡県立静岡城北高等学校を会場として実施し
てきましたが、本年度は、静岡県立静岡中央高等学校において実施します。また、第 2 次
選考試験の実施日を 8 月 8 日（月）～10 日（水）に変更します。
【本年度】

【昨年度】
第２次試験

会

第２次試験

場

養護教員

場

小学校教員

小学校教員
中学校教員

会

静岡県立静岡高等学校

中学校教員
養護教員

静岡県立静岡城北高等学校

静岡県立
静岡中央高等学校

栄養教員

栄養教員

【実施日】８月８日(月)～10(水)

【実施日】8 月 17 日(火)、18 日(水)
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高等学校教員
◎ 「工業（建築・デザイン）」、
「水産（総合）」
、「福祉」を実施します。
工業の科目は、昨年度実施した「建築・土木」に変えて「建築・デザイン」とし、
「機械」
及び「電気電子通信」と合わせて３科目の実施とします※。
水産の科目は、昨年度実施した「水産（機関）」に加えて「水産（総合）」を実施します。
「水産（総合）」は教科「水産」から幅広く出題します。
なお、昨年度に実施しなかった「福祉」を実施します。
「福祉」では医療機関等での勤務
経験を有する者を対象とした特別選考も実施します。
※「建築・デザイン」は建築のデザインではなく、建築分野と工業デザイン分野から出題
します。

特別支援学校教員

※昨年度から継続実施

◎ 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校普通免許状の４つの免許所有
者の教科専門試験における加点を「８点」とします。

◆
◆
◆
◆

教職経験者を対象とした選考 （全教員種）
障害者を対象とした選考 （全教員種）【一般選考とは別枠】
国際貢献活動経験者を対象とした選考 （全教員種）
高等学校スペシャリスト選考
・英語のネイティブスピーカー
・博士号を取得した者「理科（物理、化学、生物、地学）」
・民間企業等での勤務経験を有する者
「工業（機械、電気電子通信、建築・デザイン）」
・医療機関等での勤務経験を有する者「福祉」（昨年度は実施せず）
・商船等での勤務経験を有する者「水産（機関）」
◆ 民間企業等での勤務経験（３年以上）を有する者を対象とした選考
（中学校教員「美術」「技術」「家庭」
）
◆ 看護師経験を有する者を対象とした選考 （特別支援学校教員）
◆ 大学院修士課程の特例 （全教員種）
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令和５年度

静岡県公立学校教員採用選考試験フローチャート図

希望する校種の要項（静岡県教育委員会ホームページからダウンロード）をご覧いた
だきながら、ご確認ください。

Ｑ．「特別選考」を希望しますか？

希 望 し な い

希
教職

障害者

望

す

る

JICA

その他の特別選考
中学希望

高校希望

特支希望

美・技・家

教員免許状を要しない

教員免許状を要する（年度末までに取得見込みも含む）

特

一般選考
大学院
修士の
特例
★

教職
経験者
選考
★

障害者
選考

別 選

考

★

国際貢献
活動経験者
選考
★

民間企業
経験者
選考
★

高等学校
ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
選考
★

看護師
経験者
選考
★

↑↑↑

↑

↑

↑

↑

↑

筆
記
免
除

「教職・一般教養」に代えて「課題作文」で受験

一般選考
★は、
希望者
のみ対象

教
職
免
除

＋
【加点申請】有資格者のみ ★

【電

子 申

請 】 令和４年４月４日（月）～５月６日（金）

【 第１次選考試験 】 令和４年７月２日（土）～７月３日（日）
合一
格次

【 第２次選考試験 】 令和４年８月

受験校種の要項による

合二
格次

【合

格 発

表 】 令和４年９月30日（金）

教員として採用 【 辞

令

伝

達 式 】 令和5年４月3日（月）
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令和５年度静岡県公立学校教員採用選考試験案内【全校種共通】
令和４年３月 静岡県教育委員会
令和５年度採用予定の静岡県公立学校教員を希望する者について、採用選考試験を以下のように実施
する。
教員種別ごとの詳細は、静岡県教育委員会ホームページ(https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku)(以
下「ＨＰ」と表記)から各要項をダウンロードする。

Ⅰ 選考試験を行う教員種別及び教科等
教 員 種 別
小学校教員
中学校教員

高等学校教員

特別支援学校教員

小・中学校
共通教員
小学校･特別支援
学校小学部共通教員

教

科

等

─

採用見込者数
190 人程度

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健
体育、技術、家庭、英語
国語、地理歴史(地理、歴史)、公民、数学、
理科(物理、化学、生物、地学)、保健体育、
外国語(英語)、家庭、農業、工業(機械、電気
電子通信、建築・デザイン)、商業、福祉、情
報、水産（機関、総合）
・小学部（幼稚部教員を含む）
・中学部（高等部教員を含む）…国語､社会､
数学､理科､音楽､美術､保健体育､技術､
家庭､英語
・自立活動（特別選考：看護師経験を有する
者を対象とした選考）
中学校教員に同じ（中学校配置を基本）
小学校教員に同じ（小学校配置を基本）

110 人程度

参照
（ＨＰ）
小学校
教員要項
中学校
教員要項

130 人程度

高等学校
教員要項

100 人程度

特別支援
学校教員
要項

小学校教員・中学校
教員に含む
小学校教員・特別支
援学校教員に含む

中学校
教員要項
小学校
教員要項
養護教員
要項

養護教員

小･中学校、高等学校、特別支援学校の養護教
員

９人程度

栄養教員

小･中学校、特別支援学校の栄養教員

３人程度

栄養教員
要項

障害者特別選考

上記の全ての教員種別及び教科を対象に、一
般選考とは別に選考実施

10 人程度

各校種
要項

※１ 上記のいずれか１つの教員種別・教科等についてのみ受験できる。
（併願はできない。
）
※２ 選考方法の詳細は上記表中参照欄にある各要項をＨＰからダウンロードし、必ず確認する。
※３ 採用見込者数は、現時点における一応の目安であり、変更することがある。
※４ 高等学校教員については採用後、県立高等学校中等部や特別支援学校（高等部）へ配置するこ
ともある。
※５ 障害者特別選考の採用見込者数は目安であり、一定の資質・能力・適性を有していると認めら
れる者は、採用見込者数にとらわれずに採用する。なお、採用見込者数は全体数に含まれる。

◎障害者特別選考は、一般選考とは別枠となります。
一般選考とは別枠で障害者のみを対象とした「障害者特別選考」を実施しています。校種・教科や
障害種別は問いません。本県で進める「共生・共育」の推進の観点からも、積極的に雇用します。
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Ⅱ 受験資格 ※下記１～４のすべてを満たす者
１ 昭和 38 年４月２日以降に生まれた者
２ 受験する教員種別・教科等の教育職員普通免許状を所有している者又は令和５年４月１日までに取
得見込みの者(高等学校スペシャリスト選考､看護師経験者､民間企業等経験者の特別選考を除く)
３ 地方公務員法第 16 条及び学校教育法第９条に規定する以下の欠格事項に該当しない者
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者又は刑の執行中の者
・禁錮以上の刑に付された執行猶予の期間
・禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たときから、罰金以上の刑に処せられる
ことなく 10 年を経過するまでの間
(2) 教育職員免許法第 10 条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失
い、当該失効の日から３年を経過しない者
(3) 教育職員免許法第 11 条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、３年を
経過しない者
(4) 静岡県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
(5) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ
とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
４ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告（心神耗弱を原因とするもの以外） を受けていない者
※ 日本国籍を有しない者は、任用期限を付さない常勤講師に任用する。

Ⅲ 選考区分・特色ある募集
１ 選考区分【詳細は各校種の要項で確認】
一般選考
各教員種別・教科に応じた教育職員普通免許状を有する者又は令和５年４月１日までに取得見込の者を対象とする。
特別選考
教職経験や民間企業等での社会的経験を有する者、英語に関する資格を持つ者等を対象とし、試験の一部
免除等の特例を設け選考を行う。
１ 特定の資格や経歴等を持つ者（※教育職員普通免許状を必要とする。
）
(1) 教職経験者（全ての校種・教科）
静岡県内外の国公立学校で教諭又 受験する校種が教員採用選考試験で合格した校種と同じであ
は養護教諭、栄養教諭として、実務 り、令和４年３月 31 日まで（令和４年３月 31 日に在職して
経験をもつ者（在職中の者も含む） いること）連続３年以上の実務経験をもつ者
受験する校種が教員採用選考試験で合格した校種と異なる
が、令和４年３月 31 日まで(令和４年３月 31 日に在職して
いること)連続３年以上の実務経験をもつ者
令和４年３月 31 日までに２年以上の実務経験をもつ者
静岡県内の国公立学校で臨時的任 直近の過去５年度（平成 29 年度から令和３年度まで）で通
用職員又は任期付職員として令和３ 算 36 か月以上勤務した者
年度に勤務実績を有する者
直近の過去３年度（平成 31 年度から令和３年度まで）で通算
24 か月以上勤務した者
(2) 障害者（全ての校種・教科）
◇ 身体障害者手帳の交付を受けている者（医師の診断書、意見書も可）
◇ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
◇ 療育手帳の交付を受けている者（児童相談所等の判定書も可）
(3) 国際貢献活動経験者（全ての校種・教科）
独立行政法人国際協力機構法の規定に基づく青年海外協力隊・日系社会青年海外協力隊で継続し
た２年間の任期を満了した実績を有する者
※ 新型コロナウイルス感染症の影響による対応等については要項参照
２ 特定の資格や経歴等を持つ者（※教育職員普通免許状は不要。合格後、特別免許状取得必要。
）
(1) 高等学校スペシャリスト（高等学校）
英語のネイティブスピーカー
日本の高等学校での勤務経験がある者
※高い英語運用能力を持つ者
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博士号を取得した者
※「理科（物理、化学、生物、地学）
」への志願
民間企業等での勤務経験を有する者
※「工業」への志願
医療機関等での勤務経験を有する者
※「福祉」への志願

博士の学位取得かつ科学の発展に寄与できる
人材を育てる意欲がある者
工業関係の修士以上の学位の取得かつ工業関
係の業務に３年以上従事
学士以上の学位取得かつ看護師、保健師又は助
産師の資格を持ち、医療機関等において５年以
上従事
３級海技士（機関）免許を有し、かつ３年以上
の実務に従事

商船等での勤務経験を有する者
※「水産（機関）
」への志願
(2) 看護師経験者（特別支援学校）
看護師の資格を持ち、重症心身障害児の臨床経験（一般的な小児病棟は不可）が、３年以上ある者。
特別支援学校における医療的ケアに関する業務に意欲を持って取り組むことができる者
(3) 民間企業等勤務者（※中学校：技能３教科「美術」
「技術」
「家庭」
）
特別免許状に係る静岡県の教育職員検定基準を満たし、３年以上の社会人経験により３技能に係
る業務に従事した者
２ 特色ある募集
採用候補者としての名簿登載期間は令和６年３月 31 日までとするが、第２次選考試験合格者のう
ち、
「大学院修士課程の特例」を申請し、許可された者は名簿登載期間を大学院の修士課程の修了年
に応じて静岡県教育委員会が認めた期間とする。詳細はＨＰを確認する。

Ⅳ 出願手続
１ 出願方法
受験の申請は、原則、電子申請による。
電子申請について
（1）準備するもの
電子申請（インターネットによる申込）にあたり、次のものを準備する。
・インターネット環境のあるパソコン又は、一部のスマートフォン
推奨環境（ＯＳやブラウザ）については、電子申請サービスホームページの「ヘルプ」→「操作
マニュアル」→「ＦＡＱ」を確認する。
・本人のメールアドレス
登録したメールアドレスが利用者ＩＤとなる。受験が全て終わるまで変更しないことを推奨する
が、メールアドレスを変更しなければならない場合には、電子申請システム上で必ず変更手続き
を行う。
・受験票等を印刷するためのプリンター（Ａ４判が印刷できるものなら可）
（スマートフォンからの印刷は、サポート不可）
（2）電子申請の流れ
静岡県教育委員会の公式ＨＰ（教職員の採用情報）から、
「ふじのくに電
①インターネットに 子申請サービス」にアクセスする。
アクセス
ホーム＞組織別情報＞静岡県教育委員会＞教職員の採用情報
https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/
②利用者登録

③受験申請

はじめに「利用者登録」をして「利用者ＩＤ」を取得する。
※利用者登録は、申請期間前でも行うことができる。
※登録時に取得したＩＤとパスワードは申請時に必要となるため、必ず、
記録（メモ）しておく。紛失しても、利用者ＩＤやパスワードの問合せ
には、一切対応できない。
※利用者登録だけでは、受験申込にはならないため注意する。
・申請期間中に、手続き名「令和５年度静岡県公立学校教員採用選考試験
申込」の申請入力画面に必要な事項を入力して送信する。
・送信後、画面に「整理番号」
「パスワード」が表示される。受験票のダ
ウンロード等、その後の手続きで必要となるため、記録（メモ）をして
おく。
・申請確認の通知メールが登録したメールアドレス宛てに送信される。
※申請画面は 180 分経過するとタイムアウトになり、入力したものが消
えてしまうため、こまめに一時保存をする。
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※申請確認通知のメールは、申請を受理したということではない。申請内
容に不備がある場合や郵送により提出する書類が提出されない場合
は、受理されないことがあるため、慎重に手続きを行う。
※申請内容に不備がある場合は、利用者登録した際のメールに連絡する。
静岡県教育委員会からの連絡に、指定した期日までに応答がない場合
は、申請を受理しない。（受験ができなくなる。）
※整理番号とパスワードの両方を忘れた場合は、申請期間内であれば、新
規のユーザーとして改めて、申請手続きを行う。

④申請内容の確認

⑤受験票の
ダウンロード

・
「ふじのくに電子申請サービス」の「申込内容照会」のメニューから申
請内容及び審査状況が確認できる。
・申請内容に修正が必要な場合は、申込期間内であれば修正することがで
きる。
令和４年６月１日（水）以降に、受験票の発行をメールにて通知するため、
「申込内容照会」の画面から受験票及び関係書類（ＰＤＦ）をダウンロー
ドする。
※プリントアウトした受験票には、必ず署名欄に自署で署名するととも
に、写真を貼り１次選考試験当日に持参する。添付文書を参照する。

（3）留意事項
ア 登録したメールアドレスへのメールは、申請内容の確認、問合せや受験票の発行の連絡に使用する
ため、こまめに確認する。
イ システム操作に関することは、
「お問合せヘルプデスク（携帯電話不可）
」に問い合わせる。担当課
では受け付けできない。
（連絡先は、電子申請ＨＰで確認する。
）
２ 「電子申請期間」及び「関係書類の提出」
(1) 電子申請
令和４年４月４日(月)午前８時から５月６日(金)午後５時までに申請を完了する。
ア 申請期間終了直前は、問合せ等が多くなり対応できなくなる可能性がある。また、５月６日
（金）午後５時に、システムにより自動で受付が締め切られるため、手続き途中の場合は申請
が完了できず、受験ができなくなる。時間に余裕を持って手続きをする。
イ 使用される機器や通信上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負わない。
(2) 関係書類の提出
面接用シートや証明書等の提出する書類については、校種や希望によって提出期日等が異なるた
め、ＨＰに掲載した要項で必ず確認する。
３ 受験票の送付
(1) 令和４年６月１日（水）以降に１次選考試験の受験案内とともに志願者にメールにて送信する予
定である。メールの指示に従い受験票をダウンロードし、印刷して写真を貼り付ける。
(2) 令和４年６月６日（月）を過ぎても、メールが届かない場合は、問合せ先に連絡する。

Ⅴ 選考の実施方法
１ 第１次選考試験
「日程」及び「試験内容」
教員種別

７月２日（土）

７月３日（日）

○小学校教員
○小学校・特別支援学校
小学部共通教員
○養護教員
○栄養教員

◇教職・一般教養（60 分）
◇面接
※特別選考の一部に「課題作文」あ
り。詳細については、要項で確認す
る。
◇教科等専門（80 分）

○中学校教員
○小・中学校共通教員

◇教職・一般教養（60 分）
◇教科等専門（80 分）
◇実技（一部）
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◇面接

○高等学校教員

◇教職・一般教養（60 分）
◇教科等専門（90 分）
◇面接
◇実技（保体）

◇面接

○特別支援学校教員

◇教職・一般教養（60 分）
◇面接
◇教科等専門（80 分）
◇特別支援教科専門（60 分）
※１ 適性検査を実施する。
（予定）
※２ 令和４年度静岡県公立学校教員採用第２次選考試験で「補欠」となった者が、同一の受験
教員種別、教科等及び採用希望区分で受験する場合、令和５年度選考に限り第１次選考試験
を免除する。
※３ 「障害者特別選考」の選考試験項目は、希望する校種・教科の内容とする。ただし、
「教職・
一般教養」に代えて「課題作文」
（これまでの経験に基づくテーマ）とする。また、障害者選
考の受験者は障害の程度に応じて受験上の配慮をする。具体的な選考の実施方法や受験上の
配慮事項は提出された書類の内容を踏まえて検討し、志願者本人に連絡して決定する。
※４ 「高校英語教員ネイティブスピーカー選考」はＨＰの要項を参照する。
２ 第２次選考試験
「日程」及び「試験内容」
教員種別

８月８日（月）

８月９日（火）

８月 10 日（水）

○小学校教員
◇面接
○小学校・特別支援学校 ◇適性検査
小学部共通教員

◇面接
◇適性検査

◇面接
◇適性検査

○中学校教員
○小・中学校共通教員
○養護教員
○栄養教員

◇面接
◇適性検査

◇面接
◇適性検査

教員種別
○高等学校教員

◇面接
◇適性検査

８月 17 日（水）
◇小論文
◇面接
◇実技（家庭、英語）

○特別支援学校教員

８月 18 日（木）

８月 19 日（金）

◇面接
◇適性検査

◇面接
◇適性検査

◇面接
◇適性検査

◇面接
◇適性検査

※選考方法については、選考区分等による違いはなく、教員種別によって異なる。

Ⅵ 選考結果通知
・ 採用候補となった者に公務員としての信用失墜行為等と同等の行為があった場合には、採用しな
い。また、免許状取得見込の者が期限までに取得できない場合や教員免許更新制に伴い免許状の有
効な状態を保持できない場合には、採用はできない。
・ 志願票（電子申請）や面接用シート等、出願書類の内容に重大な虚偽や秘匿等が判明した場合に
は、採用候補者名簿から取り消され、採用されない場合がある。
・ 養護教員のうち、保健師免許に係る国家試験の合格により得られる資格を基礎とし該当免許状の
取得見込み者は、当該養護教諭普通免許状取得の時点で採用することとし、それまでの期間は、本
採用の講師として任用する。
・ 選考結果発表から採用までの日程は次のとおり予定する。詳細については各受験者に通知する。
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１ 第１次選考試験結果発表
令和４年７月 27 日（水）正午以降、県庁本館２階掲示板及び県の公式ＨＰへ掲載し、受験者へ
の結果通知を発送する。なお、申請時に総合ランク開示の希望を記入した場合、不合格時にはＡ
ＢＣ３段階のランクも併せて通知する。
２ 第２次選考試験結果発表
令和４年９月 30 日（金）正午以降、県庁本館２階掲示板及び県の公式ＨＰへ掲載し、受験者へ
の結果通知を発送する。
３ 採用内定者研修
採用候補者を対象に、教員としての自覚・意欲を高め、教員生活をスムーズにスタートできる
ように研修を行う。
４ 辞令伝達式
令和５年４月３日（月）

Ⅶ 選考試験結果の情報提供（開示）
選考の結果について、開示を希望する者は、静岡県個人情報保護条例第 16 条第１項の規定によ
り、開示請求書を教育委員会に提出する。ただし、本人確認が必要となるため、受験者本人である
ことを明らかにするもの（運転免許証等）と受験票を持参の上、受験者本人が直接来庁し、手続き
を行う。
（事前に、来庁する日時を電話で予約すること。
）
第１次選考試験においては、
「教職・一般教養」
「課題作文」
「教科等専門」
「実技（一部教科）
」
「面接」の得点（評定）等、第２次選考試験においては、
「面接」
「小論文」
「実技（一部教科）
」の
得点（評定）等について、希望する結果を情報提供する。

Ⅷ 任期付職員採用選考（教員未経験者）
静岡県内の県立学校及び市町立学校（静岡市及び浜松市を除く。）において、令和５年４月以降、
定数内の欠員補充として勤務する任期付職員又は育児休業若しくは配偶者同行休業を取得しようと
する教員の代替職員として勤務する任期付職員の選考を行う。
なお、別途、教員経験者を対象とした任期付職員採用選考を 11 月～12 月に実施する予定である。
【任期付職員について】
（1）地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第４条の規定に基づき、任期を定めて採
用される職員のことで、任用期間は原則３年間とする。
（2）職務内容及び給与は正規職員（定年制常勤職員を指す。）と同じとなる。
（3）産前・産後休暇や育児休業等を取得する職員が生じた場合、任用期間内において、当該職員の代
替となる任期付職員又は臨時的任用職員として任用される場合がある。また、任用期間内において
人事異動する場合がある。いずれの場合においても、職務内容及び給与は変わらない。
（4）本選考は、教員採用選考試験と併せて受験することができる。
１ 採用見込者数（任期付職員採用選考（教員経験者）の採用予定者数は含まない。）
校種等

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

養護教員

採用
見込者数

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

注１ 採用見込者数は、定年延長の動向などの状況により変動する。
注２ 栄養教員の募集はない。
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２ 受験資格
（1）Ⅱの１～４のすべてを満たす者
（2）令和４年７月 31 日において次の要件に該当しない者
・国公立学校で、定年制の教員、任期付職員又は臨時的任用職員として、通算１年以上の教員の実
務経験をもつ者（在職中の者を含む。非常勤講師の期間は実務経験に含まない。）
３ 受験手続き及び選考の方法
任期付職員を希望する場合には、電子申請で申込みを行う。任期付職員は、教員採用選考試験の結
果に基づき選考する。なお、任期付職員の希望の有無は、教員採用選考試験の合否には影響しない。
４ 選考結果通知
次の区分ごと、受験者に結果通知を発送する。
区分

発送日

高等学校、特別支援学校、当該校種の教諭及び養護教員

令和４年９月 30 日（金）

小学校、中学校、当該校種の教諭及び養護教員

令和４年 10 月 24 日（月）予定

◎ 任期付職員は２回に分けて選考します。
区分
１
回
目
２
回
目

受験対象者
教員
未経験者

教員経験者

教員経験者・未経験者の考え方
〇下の要件に当てはまらない者

日程等
・本受験案内に従って受験手続
・教員採用選考試験の結果に基
づく選考
〇令和４年７月 31 日時点で次の要件に該当
・８月～10 月に受験案内を公表
・国公立学校で、定年制の教員、任期付職員又は臨時的
予定
任用職員として、通算１年以上の教員の実務経験者 ・11 月～12 月に選考試験を実施
（在職中の者を含む。非常勤講師の期間は含まない。
）
予定（書類選考及び面接）
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静岡県で活躍する若手教員を紹介！
浅見

先生（島田市立六合東小学校）

公彦

Ｑ「教員のやりがいは？」
子供の成長を間近で見ることができることです。「昨日できなかったこと
が今日できるようになった！」ということが毎日のように起こります。子供が
自身の成長に喜ぶ姿を見ると、こちらも嬉しくなります。

前嶋

理佐

先生（富士宮市立富士宮第四中学校）

Ｑ「忘れられない一番の思い出は？」
卒業式です。３年間の思い出があふれ、今まで味わったことがないほどの感
動がありました。生徒の成長や共に歩んできた日々を思い出しながら出席する
卒業式は、「この生徒たちの担任になれて本当によかった」と教職の魅力を心
の底から感じる瞬間でした。

吉川

勇海

先生（浜松湖東高等学校）

Ｑ「教員になろうと思ったきっかけは？」
小学生の時から人に教えることが好きでした。高校生の時に野球を通じて人
間力を高めることができ、新しい出会いや関わる人によって人は成長すること
ができると感じました。生徒の成長に貢献したいと思ったことがきっかけです。

河村

早紀

先生（藤枝特別支援学校）

Ｑ「教員のやりがいは？」
担当する授業で、子供が興味をもって取り組んでくれたり、繰り返す中で力
になっていることが分かったり、素敵な表情で活動している姿が見られた時に、
教員のすばらしさややりがいを感じます。

伊藤

元規

先生（中央特別支援学校）

Ｑ「障害のある方が活躍するために大切なことは？」
障害があって、できないことや苦手なことを先生方に素直に打ち明けたり、
サポートしてほしいことを伝えたりすることが大切だと思います。また、障害
があるからこそ培われてきた自分の力を発揮することが重要だと思います。

中村

聖菜

先生（掛川市立栄川中学校）養護教諭

Ｑ「養護教員になろうと思ったきっかけは？」
高校時代に保健委員長として養護教諭の先生と接する機会が多くありました。
保健室から発信する健康アプローチや、養護教諭の温かな関わりは、子供たち
の『心や体の元気を支えている』と感じていました。私もそんな魅力的な養護
教諭になりたいと思うようになりました。
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Ｑ

＆

Ｑ１ 受験の申込みは、電子申請のみですか。
Ａ１

受験の申込みは原則、電子申請です。募集案内「出願方
法（電子申請について）
」を確認の上、時間に余裕を持って申請
してください。

Ｑ２ なぜ資格による教科専門試験の免除・加点制度を
導入したのですか。また、留意することはありますか。

Ａ２

免除・加点制度を導入した理由は、新学習指導要領への
対応、特別支援教育の一層の充実、学校現場が抱える課題の解
決等を進めていく上で大切だと考える資質・能力を受験者や教
員を目指している方等に伝えるため、そして、そうした資質・
能力を備えた人材を確保するためです。
教科専門試験免除及び加点を申請する場合は、資格等を証明
する書類の写しを提出してください。免許状を取得見込みの場
合は、取得見込み証明書を提出してください。
（詳細は、各校種
要項で確認）なお、取得見込み免許状を取得できなかった場合
は、採用候補者であっても採用を取り消す場合があります。

Ｑ３ 教員免許状を取得していなくても受験できる校種・
教科はありますか。

Ａ３

中学校教員では、民間企業での勤務経験が３年以上ある
方を対象とした「中学校社会人特別選考(美術･技術･家庭)」に
おいて、中学校教諭普通免許状を取得していなくても受験でき
ます。高等学校教員では、｢英語ネイティブスピーカーを対象と
した選考｣｢博士号を取得した者を対象とした選考｣｢民間企業等
での勤務経験を有する者を対象とした選考｣｢医療機関等での勤
務経験を有する者を対象とした選考｣｢商船等での勤務経験を有
する者を対象とした選考｣の５つの特別選考において、高等学校
教諭普通免許状を取得していなくても受験できます。また、特
別支援学校教員では、｢看護師経験を有する者を対象とした選
考｣において、小・中学校の教諭普通免許状及び特別支援学校自
立活動（肢体不自由）普通免許状を取得していなくても受験で
きます。ただし、第２次選考試験合格後、教育職員検定に合格
し、静岡県教育委員会が発行する「特別免許状」を取得する必
要があります。
（対象については、各校種の要項で確認）

Ｑ４ 「特別支援学校教員（小学部・中学部）」を受験する
には、特別支援学校教諭普通免許状が必要ですか。

Ａ４

令和４年３月 31 日現在で特別支援学校での実務経験３
年以上（臨時的任用職員又は任期付職員を含む）の受験者につ
いては、特別支援学校教諭普通免許状の取得（取得見込み）を
必須とします。実務経験３年未満の方は、小･中学校のいずれか
の教諭普通免許状があれば受験できます。
ただし、特別支援学校教諭普通免許状を持っていない場合は、
採用後３年以内に、特別支援学校教諭普通免許状又は免許状申
請可能な単位を取得してください。
（免許状を取得するために認
定講習や通信教育などの方法があります。
）

Ｑ５ 「小学校・特別支援学校小学部共通教員」とは、ど
のようなものですか。

Ａ５

静岡県では、小学校における特別支援教育の推進のため
に、小学校・特別支援学校いずれの指導力も有した教員を採用し、
特別支援学校小学部において数年間の経験を積むことで、特別支
援教育の高い専門性を持った小学校教員の育成を目指します。
小学校の教諭普通免許状があれば受験できます。ただし、特別
支援学校の採用となった者で、特別支援学校教諭普通免許状を持
っていない場合は、採用後３年以内に、特別支援学校教諭普通免
許状又は、免許状申請可能な単位を取得する必要があります。

Ｑ６ 「小・中学校共通教員」とは、どのようなものです
か。

Ａ６ 静岡県では、小学校教育と中学校教育の連続性に関する
高い意識をもち、小･中学校いずれの指導力も有した教員を採用し、
小中一貫性のある質の高い教育を実現したいと考えています。試
験内容は、中学校受験者と同様の選考試験を行い、面接において
は、小･中両面からの教員としての適性を審査します。小学校又は
中学校での採用となるため、小・中学校両方の免許の取得が必要と
なります。

Ａ
Ｑ７ 「大学院修士課程の特例」とは、どのようなもので
すか。

Ａ７ 受験時に、すでに受験する校種･教科の教員免許状を取得
している大学院修士課程に在籍している者や、受験する校種･教科
の教員免許状を取得見込みで大学院修士課程への進学を希望す
る者が、第２次選考試験に合格した場合、採用候補者としての名簿
登載期間を変更することができます。（変更のためには申請と許可
が必要です。）
大学院は、教職大学院、一般大学院を問いません。この特例によ
り、合格後も修士課程修了まで安心して修学に専念できます。
Ｑ８ 静岡県の「学校における働き方改革」には、どのよ
うな特徴的な取組がありますか。

Ａ８

静岡県では、平成 28 年度から「未来の学校『夢』プロジェク
ト」事業を実施し、教員の多忙化解消に向けて取り組んできました。
令和２年度からは、さらに業務改善の推進を図るため、「学校の働き
方改革推進プロジェクト」事業を立ち上げ、小・中学校や高校、特別
支援学校において、様々な試みが実践されています。
また、現在、小・中学校においては、「静岡式 35 人学級編制」を
実施し、１クラス 35 人以下でのきめ細かな指導を行っています。
その他にも、公立小・中学校全校に、スクール・サポート・スタッフ
を配置し、教員の業務負担軽減を図っています。
こうした取組により、教員が子供と向き合う時間が確保できるなど、
教員が安心して働くことができる環境づくりに努めています。

Ｑ９ 勤務時間・休暇制度はどうなっていますか。
Ａ９ 勤務時間は週 38 時間 45 分で、土曜日、日曜日が週休日と
なります。
休暇制度については、年間 20 日間（新規採用教員は 15 日）の年
次有給休暇が与えられるほか、特別休暇(夏季休暇、病気休暇、産
前産後休暇など)や介護休暇があります。

Ｑ10 福利厚生制度はどうなっていますか。
Ａ10 採用と同時に、公立学校共済組合員となり、以下のような
福利厚生制度を利用することができます。
・給付事業：病気、災害、出産、休業時の給付金及び厚生年金、
退職等年金給付
・貸付事業：臨時資金、教育資金、住宅資金など
・健診事業：人間ドック、脳ドックなど

Ｑ11 採用時の給与はどのくらいですか。
Ａ11

令和４年４月１日現在、前歴を有しない方の初任給は次の
とおりです。

学

歴

初 任 給

備

考

左の額は、給料と教職
大学院卒(修士)
約 258,000 円
調整額（給料の４％）、
大 学 卒
約 234,000 円
地域手当、義務教育等
短 大 卒
約 206,000 円
教員特別手当の合計
※前歴を有する方は、その職務内容や期間を加味して初任給を決
定します。
※特別支援学校や小・中学校の特別支援学級担当教員には、給料
の調整額が別途支給されます。
このほかに、期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当な
どがそれぞれの条件に応じて支給されます。

Ｑ12 臨時的任用職員等として、働くことはできます
か。

Ａ12

採用試験及び任期付職員試験（任期３年）に不合格で
あっても、臨時的任用職員又は会計年度任用職員（非常勤講師
等）として働くことができます。小・中学校、高校での勤務を
希望する方は、電子申請をする際に、
『臨時的任用職員を希望す
る』を選択し、
「静岡県教職員人材バンク」に登録してください。
小・中学校への勤務を希望する場合は、教育事務所から連絡
が来ることもあります。また、勤務を希望する市町がある方は、
希望の市町教育委員会へ連絡をして、指示を受けてください。
県立高等学校への勤務を希望する場合は、県教育委員会高校
教育課にて登録手続きを行ってください。県立特別支援学校へ
の勤務を希望する場合は、
「静岡県教職員人材バンク」に登録し
てください。

「出願」から「採用」までのスケジュール
電 子 申 請 受 付

令和４年４月４日（月）～５月６日（金）
※出願に関する提出書類は、５月 13 日（金）までに郵送

受 験 票 送 付

６月 1 日（水）以降

第１次選考試験

７月 2 日（土）～3 日（日）

１ 次 合 格 発 表

７月 27 日（水）
※全受験者への通知の発送、HP への掲載、県庁本館２階掲示板への掲示

第２次選考試験

２ 次 合 格 発 表

◆ 小・中学校教員、養護教員、栄養教員････８月 8 日（月）～10 日（水）
◆ 高等学校教員 ･･････････････････････････････････８月 17 日（水）～19 日（金）
◆ 特別支援学校教員……･･･････････････････････８月 18 日（木）～19 日（金）

９月 30 日（金）
※全受験者への通知の発送、HP への掲載、県庁本館２階掲示板への掲示

採用関係書類送付
採

用

必要な時期に送付します。
辞令伝達式

令和５年４月３日（月）予定

※ 合格発表日等は予定ですので、変更する場合があります。

参考（過去３年間の受験者数・合格者数）
令和２年度

採用年度
教員種別

受験者数

小学校
〈小・特共通〉
中学校
〈小・中共通〉

令和３年度

令和４年度

1次
2次
1次
2次
1次
2次
受験者数
受験者数
合格者数 合格者数
合格者数 合格者数
合格者数 合格者数

715

462

281

721

460

259

578

369

216

〈65〉

〈35〉

〈26〉

〈47〉

〈30〉

〈21〉

〈32〉

〈21〉

〈12〉

606

312

168

627

266

137

607

300

137

〈62〉

〈34〉

〈17〉

〈68〉

〈34〉

〈16〉

〈69〉

〈43〉

〈28〉

高等学校

880

229

120

809

198

102

682

374

139

特別支援学校

385

213

123

341

187

109

258

198

99

養護教員

163

59

29

153

49

24

162

27

10

21

7

2

栄養教員

※〈小・特共通〉は小学校教員の内数

TEL

〈小・中共通〉は中学校教員の内数

小･中学校・養教・栄教

054-221-3105

静岡県教育委員会

高等学校

054-221-3118

〒420-8601

静岡市葵区追手町 9-6

特別支援学校

054-221-3150

ホームページ

https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku

【問合せ先】

