令和３年度実施 岡山市公立学校教員採用候補者選考試験の実施について（概要）
令和３年４月２日
岡山市教育委員会事務局学校教育部教職員課
１ 目的
この選考試験は、令和４年度の岡山市公立学校教員採用候補者の選考資料とするために実施する。
２ 求める教員像
「自立に向かって成長する子ども」の育成を推進する教員
○ 岡山市の教育に夢と希望をもち、使命感に燃えている人
○ 子どもへの愛情をもち、自らも成長していくことができる人
○ 子どもの知・徳・体のバランスのとれた力を向上できる専門的な知識・技能のある人
○ 中学校区を単位とした学校園一貫教育（岡山型一貫教育）と岡山市地域協働学校の趣旨を理解し、実践することがで
きる人
○ 社会の変化や新しい教育課題に柔軟に対応できる人
○ 豊かなコミュニケーション能力、社会人としての良識をもち、他者と協調できる人
３ 受験資格
次の各号のいずれにも該当する者
（１）学校教育法第９条及び地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当しない者
（２）受験区分に相当する教諭普通免許状所有者又は令和４年３月 31 日までに当該免許状を取得見込みの者
※ いずれの免許状についても教員資格認定試験による取得見込みは除く。
（３）45 歳未満（昭和 52 年４月２日以降に生まれた者）
４ 受験区分
受験区分
小学校
小学校〔英語枠〕
小学校〔小中連携推進枠〕
小学校〔特別支援教育推進枠〕
中学校
中学校〔小中連携推進枠〕
中学校〔特別支援教育推進枠〕

教科

採用候補者予定数

－

１００名程度
〔英語枠
若 干 名〕
〔小中連携推進枠
５名程度〕
〔特別支援教育推進枠 若 干 名〕

国語、社会、数学、理科、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭、英語

５５名程度
〔小中連携推進枠
５名程度〕
〔特別支援教育推進枠 若 干 名〕

養護教諭

－

５名程度

栄養教諭

－

１名程度

身体に障害のある者を対象とした選考

【受験区分の〔枠〕について】
受験区分の〔枠〕
必要な免許状
英語枠

小中連携推進枠

特別支援教育推進枠

若干名

採用された場合

選考について

・小学校教諭普通免許状
・小学校において通常の学級等を担当 ・英語枠の採用候補者にならなかっ
・中学校教諭普通免許状
しながら、英語教育を中心となって
た場合でも、小学校の受験区分で
（英語）又は高等学校教
推進する役割を主に担う。必ずしも
選考し、採用候補者となる場合が
諭普通免許状（英語）
英語専科になるとは限らない。
ある。
・小学校教諭普通免許状
・受験した区分にかかわらず、１校目 ・小中連携推進枠の採用候補者にな
・中学校教諭普通免許状
は小学校か中学校のどちらかでの勤
らなかった場合でも、小学校又は
務となり、２校目は原則、異校種で
中学校の受験区分で選考し、採用
の勤務となる。
候補者となる場合がある。
・小学校、中学校のいずれ ・小学校又は中学校において特別支援 ・特別支援教育推進枠の採用候補者
かの教諭普通免許状
教育を中心となって推進する役割を
にならなかった場合でも、小学校
・特別支援学校教諭普通免
主に担う。ただし、通常の学級等を
又は中学校の受験区分で選考し、
許状
担当する場合もある。
採用候補者となる場合がある。

【身体に障害のある者を対象とした選考について】
・ 出願には、身体障害者手帳（障害の程度が１級から６級までの者）を必要とし、全ての受験区分で選考を行う。

５ 選考試験の日程・内容
（１）第１次試験
実施日

日程

内容

試験会場

７月３日（土）

10:30～

総合教養試験（20問・50分間）※マークシート式で行う。

岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校他

７月10日（土）
７月11日（日）

9:30～

集団活動

岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校

※ 総合教養試験の会場は、受験票交付の際に指定する。
※ 集団活動の日程は、６月下旬頃にホームページに掲載するとともに、総合教養試験の試験会場に掲示する。
（２）特別面接
実施日

日程

内容

７月３日（土）

13:00～

特別面接

試験会場
岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校

（３）第２次試験
第２次試験の受験資格を得た者が受験する。
実施日

8月14日
（土）

～

8月14日
（土）
8月18日
（水）

内容

受験区分

試験会場

教科専門試験
(100点・60分間・記述式)

小学校（英語枠、小中連携推進枠、特別支援教育推進枠を含む）
中学校（小中連携推進枠、特別支援教育推進枠を含む）

養護に関する専門試験
(100点・60分間・記述式)

養護教諭

栄養に関する専門試験
(100点・60分間・記述式)

栄養教諭

個人面接

全員

実技

対象者のみ
岡山市立
小学校（英語枠、小中連携推進枠、特別支援教育推進枠を含む） 岡山後楽館中学校・高等学校
中学校（小中連携推進枠、特別支援教育推進枠を含む）
岡山市立桑田中学校
栄養教諭

模擬授業・口頭試問
模擬場面指導・口頭試問

岡山市立
岡山後楽館中学校・高等学校

養護教諭

※ 個人面接、実技、模擬授業（模擬場面指導）・口頭試問の日程及び試験会場は、８月上旬頃にホームページに掲載するとともに、第
２次試験の初日（８月14日）に専門試験の試験会場に掲示する。

６ 選考区分（出願書類等は実施要項を確認すること）
（１）選考区分は一般選考と特別選考がある。
選考区分
措 置
① 一般選考
－
② 社会人経験者を対象とした特別選考（社会人特別選考）
第１次試験を免除し、特別面接を実施
③ 教職経験者を対象とした特別選考 （教職経験者特別選考）
第１次試験を免除し、特別面接を実施
④ 講師等経験者を対象とした特別選考（講師特別選考）
第１次試験を免除
⑤ 理科教育推進の特別選考
総合教養試験を免除
⑥ 大学等推薦特別選考
総合教養試験を免除
（２）特別選考への出願については、「３ 受験資格」に加えて、各特別選考の出願要件を満たすこと。ただし、複数の特別選考に出願する
ことはできない。
（３）書類審査の結果、特別選考の対象となった者には試験の免除等の措置を行う。特別選考の対象にならなかった者は、一般選考の出願者
として受け付け、試験の免除等の措置は行わない。なお、書類審査の結果については、受験票送付の際に通知する。
（４）選考区分の対象となる受験区分、出願要件等については、次のとおりとする。
① 一般選考
対象となる受験区分 ○全ての受験区分
出願要件
○受験資格を満たしている者。
② 社会人経験者を対象とした特別選考（社会人特別選考）
対象となる受験区分 ○全ての受験区分
○平成28年４月１日から令和３年３月31日までの間に、民間企業、官公庁、大学又は研究機関等の
正規職員として、出願時に１か所３年以上（休職や育児休業等の期間を除く）勤務しており、教
出願要件
員の職務を行うのに必要な出願する受験区分（教科）に関する専門的な知識・技能や経験を有す
る者。

③ 教職経験者を対象とした特別選考（教職経験者特別選考）
対象となる受験区分 ○全ての受験区分
○令和３年４月１日現在、国公私立学校（岡山県内の公立学校を除く）に正規任用の教諭等、養護
出願要件
教諭、栄養教諭として在職（休職中である場合を除く）しており ､出願時に通算３年以上の在職
経験（休職期間を除く） がある者。
④ 講師等経験者を対象とした特別選考（講師特別選考）
対象となる受験区分 ○全ての受験区分
○次の要件を全て満たす者
① 令和２年度実施岡山市公立学校教員採用候補者選考試験で、第１次試験の結果、第２次試験
の受験資格を得た者のうち、令和３年度実施の試験を令和２年度実施の試験で受験した受験区
分及び教科と同一の受験区分及び教科で受験する者。ただし、令和２年度実施岡山市公立学校
教員採用候補者選考試験を特別選考で受験した者は除く。
② 令和３年度に、常勤講師等、非常勤講師又は栄養士（会計年度任用）として岡山市立の小学
校・中学校・高等学校及び岡山大学教育学部附属小学校・中学校で勤務し、出願時に所属長の推
薦を得た者。
出願要件
※「常勤講師等」とは、常勤講師、養護教諭（臨時的任用）、栄養教諭（臨時的任用）、実習助手、
任期付短時間勤務職員をいう。
※「勤務」とは、令和３年４月１日から受付期間の最終日（令和３年５月 14 日）までの間に、勤
務実績がある場合をいう。
※令和３年度に常勤講師等、非常勤講師又は栄養士（会計年度任用）として勤務している学校の校
種・職種及び教科(科目)等は問わないものとする。
例：中学校（国語）の特別選考に出願する場合であっても、令和３年度に勤務している学
校は、小学校、中学校、高等学校のいずれも可とする。
⑤ 理科教育推進の特別選考
○小学校
○小学校〔小中連携推進枠〕（中学校教諭普通免許状（理科）を所有又は取得見込みの者）
対象となる受験区分
○中学校の理科
○中学校〔小中連携推進枠〕の理科
○「理数系教員（CST）養成拠点構築プログラム」を修了した者（令和４年３月31日までに修了見込
みの者を含む）。
出願要件
※過去に岡山県・岡山市公立学校教員採用候補者選考試験を「理数系教員養成拠点構築プログラ
ム」修了者を対象とした特別選考で受験した者及び岡山市公立学校教員採用候補者選考試験を理
科教育推進の特別選考で受験した者は出願できない。
⑥ 大学等推薦特別選考
対象となる受験区分 ○対象となる受験区分、出願要件等については、岡山市教育委員会事務局学校教育部教職員課ホー
ムページに掲載してある「大学等推薦特別選考実施要項」で確認すること。
出願要件

７ 実施要項（出願書類）の交付
（１）交付期間
令和３年４月１２日（月）～５月１４日（金）
（土日・祝日を除く）
（２）交付場所
岡山市教育委員会事務局学校教育部教職員課、岡山市役所本庁舎１階総合案内、各区役所
※ 郵送による交付を希望する場合には、封筒の表に「岡山市教員採用試験実施要項請求」と朱書し、返信用封筒（240
㎜×332 ㎜の角形２号）に郵便番号、送付先住所、宛名を明記し、210 円分切手を貼ったものを同封し、岡山市教育委
員会事務局学校教育部教職員課へ請求すること。
※ 実施要項及び願書は、岡山市教育委員会事務局学校教育部教職員課のホームページからもダウンロードすることがで
きる。
８ 今後の主なスケジュール（予定）
受験願書受付期間

４月２１日（水）～５月１４日（金）
（土日・祝日を除く）

第１次試験、特別面接

７月 ３日（土）
、１０日（土）～１１日（日）

第１次試験結果通知

８月 ４日（水）

第２次試験

８月１４日（土）～１８日（水）

第２次試験結果通知

９月２４日（金）

【問合せ先】
岡山市教育委員会事務局学校教育部教職員課

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号

TEL (086)803-1563

