令和５年度 （令和４年度実施）
島根県公立学校教員採用候補者「特別選考試験」実施要項
島根県教育委員会
１

目 的
この試験は、令和５年度に島根県公立学校教員として採用する候補者を選考するために行います。

２

対 象 者
次の(1)または(2)のいずれかに該当する者が出願できます。
(1) 島根県外の国公立学校に正規採用（任期付採用を除く）の教員として、令和５年３月 31 日現在で
５年（60 月）以上（休職、育児休業等の期間を除く）の勤務経験があり、採用時から引き続き令和
４年度も島根県外の国公立学校で正規採用（任期付採用を除く）の教員として勤務する者
なお、令和３年度は出願する区分での勤務であり、該当教科の授業を主に行っていることを条件
とする。
(2) 過去に島根県内外の国公立学校で正規採用（任期付採用を除く）の教員として、通算５年（60 月）
以上（休職、育児休業等の期間を除く）の勤務経験がある者
なお、この勤務経験とは出願する区分での勤務が含まれており、該当教科の授業を主に行ってい
たことを条件とする。

３

出願資格
次の(1)～(4)の全てを満たす者に限ります。
(1) 地方公務員法第16 条及び学校教育法第９条の欠格事由に該当しない者
(2) 昭和 38 年４月２日以降に生まれた者
(3) 「５ 要件」に定める教員免許状等の資格を有する者
(4) 令和５年４月１日付けで島根県公立学校に勤務できる者
※本人の希望と欠員の状況により、令和４年度途中に採用する場合もあります。

４

募集区分等
区

分

教科（科目等）

小学校教諭

募集人数
30 人程度

中学校教諭

国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、
保健体育、技術、家庭

20 人程度

高等学校教諭

家庭、情報、農業（園芸・土木）
、
工業（電気・機械・建築）、水産（漁業・製造）

若干名

技術

若干名

小学部
中学部

特別支援学校教諭

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

養 護 教 諭

若干名

※出願者数によって、名簿登載者（合格者）数は変動する場合があります。
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５

要

件
区

分

要

件

小学校教諭

小学校教諭普通免許状の所有者

中学校教諭

中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、
保健体育、技術、家庭）の所有者

高等学校教諭

高等学校教諭普通免許状（家庭、情報、農業、工業、水産、）の所有者
・高等学校教諭「水産（漁業）」については、高等学校教諭普通免許状
「商船」の所有者も出願可

特別支援学校教諭

小学部

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の所有者で、
かつ小学校教諭普通免許状の所有者

中学部

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の所有者で、
かつ中学校教諭普通免許状「技術」の所有者

中学・高等部

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の所有者で、
かつ出願する教科の中学校教諭普通免許状と高等学校教諭普通免許状
両方の所有者

養 護 教 諭

養護教諭普通免許状の所有者

〔備考〕
・要件の「普通免許状」とは、教育職員免許法に規定する教員免許状（令和５年４月１日現在で有効な免許状）に限ります。
・日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。この場合、
「４ 募集区分等」の「区分」欄の「教
諭」を「任用の期限を付さない常勤講師」に読み替えます。

６ 出願手続き
(1) 出願期間
令和４年３月 11 日（金）～４月８日（金）
① 直接提出する場合の受付時間は、月～金曜日の９時から 17 時までとします。
② 郵送の場合は簡易書留とし、令和４年４月７日（木）までの消印を有効とします。
※出願書類が受理されたかどうかの問い合わせにはお答えできません。必ず「簡易書留」で郵送し、受験票が送付さ
れるまで受領証を保管してください。
「簡易書留」によらない郵送（普通郵便・メール便等）の事故等については、
一切考慮しません。

(2) 願書等の提出先 〒690-8502 島根県松江市殿町１番地 島根県教育庁学校企画課
(3) 留意事項
① 提出の際は、角形２号（33.2cm×24.0cm）封筒を使用し、表に「教員採用試験願書等在中」と朱書
きしてください。
② 車椅子や補聴器の使用など受験への配慮を希望する場合は、願書該当欄の「希望する」を○印で囲
んでください。該当者には令和４年４月 15 日（金）までに学校企画課から連絡します。
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(4) 提出書類等
該当区分

提
願

全出願者

書

１部

・所定の様式（様式１）を使用すること（記入例を参照）

受験票

１部

・所定の様式（様式２）を使用すること

教員免許状の
証明書等

１部

・願書に記入した全ての普通免許状について、ア又はイのいず
れかの書類
ア 授与証明書（授与された都道府県教育委員会へ申請する
こと）又は普通免許状の写し（コピー）
イ 更新講習修了確認証明書の写し（コピー）
※島根県教育委員会において授与された普通免許状につい
ては、ア又はイの書類提出不要
※免許状記載の氏名や本籍地に変更がある場合には、変更を
証明する書類（戸籍抄本等）を添付すること
※通信教育の科目等履修又は認定講習受講等により随時取
得見込の免許状は、免許取得可能であることを証明する書
類（学力に関する証明書、単位修得証明書等）を提出する
こと

受験者
調査票

１部

・所定の様式（様式３）を使用すること

２部

・のり付封筒（両面テープ貼付可）角形２号（33.2cm×24.0cm）
を使用すること
・封筒の表に「郵便番号」
「住所」「氏名」を明記し、それぞれ
に 300 円分の切手を貼付すること

１部

・所定の様式（様式４）を使用すること
・島根県外の国公立の小学校、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正規採用（任期付採用を
除く）の教員として勤務していることを所定の様式により証
明を受けること

１部

・所定の様式（様式５）を使用すること
・過去に島根県外の国公立の小学校、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正規採用（任期
付採用を除く）の教員として勤務していたことを所定の様式
により証明を受けること
なお、勤務が複数の都道府県にわたる場合は、それぞれの都
道府県から証明を受けること
ただし、島根県内の公立学校で正規採用（任期付採用を除く）
の教員であった者を除く

連絡用封筒

他県の正規現職教員
※「２ 対象者」の(1)
に該当する者

在職証明書

正規教員経験者
※「２ 対象者」の(2)
に該当する者

出 書 類 等

履歴証明書

※様式１～５は、学校企画課ホームページよりダウンロードすること。
ダウンロードした様式は、全て変倍せずに普通紙（A4 サイズ）に印刷すること。ただし、様式２ははがき程度の厚さの紙
が望ましい。
※出願時に在職証明書（様式４）や履歴証明書（様式５）の提出が難しい場合は、学校企画課まで連絡すること。
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７ 選考試験
(1) 期 日 令和４年５月４日（水・祝）
※試験日程等の詳細については、受験票送付の際に通知します。

(2) 会

場 島根県教育センター・自治研修所（松江市内中原町 255-1）
【バスと徒歩】
JR 松江駅から一畑バス「松江
しんじ湖温泉行き」、松江市
営バス「北循環線外回り」等
に乗車、
「国宝松江城県庁前」
で下車し、徒歩で 10 分程度
【タクシー】
JR 松江駅から 15 分程度（約
3 ㎞）

※会場には駐車場がありますので、自家用車等で来場することができます。

(3) 試験内容：個人面接
※30 分程度の面接を２回行います。面接の中で「場面指導」を実施します。

(4) 結果通知 令和４年５月 18 日（水）
全受験者に文書で通知します。また、名簿登載者（合格者）の受験番号を午前９時に学校企画課ホ
ームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/)に掲載します。
８ 留意事項等
(1) 特別選考試験合格者を、令和５年度島根県公立学校教員採用候補者名簿（以下「名簿」という。
）に登載
します。ただし、名簿登載者のうち、本人の希望と欠員の状況により、令和４年度途中に採用する場合も
あります。
(2) 名簿登載期間は、登載された日から令和６年４月１日までとします。
(3) 出願資格を失った場合又は提出書類に虚偽の記載があった場合には、名簿の登載を取り消します。
(4) 名簿登載後、教員としてふさわしくない事実が判明した場合には、名簿の登載を取り消します。
９ その他
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応や自然災害等により、やむを得ず試験日程等を変更する場合は、
学校企画課ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/)でお知らせします。
(2) 受験票が令和４年４月 25 日（月）までに届かない場合は、学校企画課に連絡してください。
(3) 提出書類の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに文書（はがき可）で届け出てください。ただし、
出願する区分・教科（科目等）の変更はできません。
(4) この試験において提出された書類は、一切返却しません。
(5) この試験の結果名簿に登載されなかった場合、一般選考試験に出願することが可能です。
(6) この選考試験に関する問い合わせ先は次のとおりです。
〒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)60-0766 又は 090-5700-7953（平日８時 30 分から 17 時 15 分）
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