
令和４年度採用試験の概要

詳細は実施要項で確認してください。

（今年度の主な変更点）

グループワーク・実技試験の不実施

全職種・校種・教科（科目）でグループワーク・実技試験を行いません。

第１次選考の教職に関する専門教育科目の試験時間・配点変更

第１次選考試験の試験項目「教職に関する専門教育科目」の試験時間，配点を変更します。

試験時間 配点

35分 50点

選考区分の変更

スポーツ実績のある者を対象とした特別選考を実施しません。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
来年度の広島県，広島市教員採用試験の概要について説明いたします。最初に主な変更点等を説明します。まず，選考区分についてです。スポーツ実績のある者を対象とした特別選考を実施しません。次に試験の内容等の変更についてです。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためグループワークを実施しません。また実技試験も実施しません。第一次選考試験で教職に関する専門教育科目の試験時間を35分間，配点を50点にします。



令和４年度採用試験の概要

第２次選考で模擬授業面接を実施

養護教諭を含む全職種・校種・教科（科目）の第２次選考試験で，模擬授業と面接を合わせた
模擬授業面接を実施します。

詳細は実施要項で確認してください。

（今年度の主な変更点）

模擬授業終了後そのまま同じ試験場で，模擬授業の内容等への質問も含めた面接を行います。

児童生徒役
試験委員

面接委員

受験者

受験者

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて新たに実施する試験項目です。養護教諭を含む全職種・校種・教科（科目）の第２次選考試験で，模擬授業と面接を合わせた模擬授業面接を実施します。試験のイメージですが，まず左側の図にあるように教室で模擬授業・あるいは場面指導を行います。続いて同じ会場で右側のように模擬授業の内容への質問も含めた面接を行います。



令和４年度採用試験の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底

対策の詳細は隋時，ホームページで公開します。確認してください。

（留意点）

（１）新型コロナウイルス感染症罹患者等の受験について
○新型コロナウイルス感染症などに罹患し治癒していない方
○自宅等での待機を指示されている方
○①発熱，②軽度であっても咳などの風邪の状況が続く，③強いだるさ（倦怠感），④息
苦しさ（呼吸困難）のいずれかの症状があって新型コロナウイルス感染が疑われる方

➡当日の受験を控えてください。

（２）会場入場時の手指消毒，体温測定及び移動等について
○試験当日の朝，自宅で体温測定。
○会場入場の際に手指消毒，体温測定。
○試験会場においては一定の間隔をあけて行動。
○服装，雨具等，当日の気温の上昇，天候の変化に対応できる準備。
○携帯用手指消毒アルコールをもっている場合は，持参可。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて留意点，新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底についてです。大きなポイントとしては「（１）新型コロナウイルス感染症罹患者等の受験について」に示すように，新型コロナウイルス感染症罹患者等については，受験を控えてください。（２）以降のその他の対策については実施要項に示していますので，受験者をはじめとする教員採用試験に関わる全ての方の安全を確保するために対策の内容について実施要項をしっかりとご確認ください。また，ホームページでも公開をする予定ですので，ホームぺージもしっかりとご確認ください。



令和４年度採用試験の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底

対策の詳細は隋時，ホームページで公開します。確認してください。

（留意点）

（３）入退室時等の消毒について
○各試験場，控室に入室する際は，その都度，手指消毒。
○筆記試験後に机，椅子等の消毒について，指示しますので協力してください。

（４）マスクの着用等
○マスクは，鼻と口の両方を確実に覆うように着用。
○写真照合の際には，係員の指示に従い，マスクを一時的に外してください。

（５）その他
○試験場は換気のため，適宜，窓やドア開放。室温変化に対応できるよう服装を準備。
○感染拡大防止のため，必要に応じてその情報を関係機関に提供します。
※（２）～（４）について，特別な配慮が必要な場合は，
➡出願時，合理的配慮記入欄に記入してください。

※なお，合理的な配慮を記入していない方が，係員の指示に従わない場合は，不正行為
とみなしそれ以降の受験を認めないことがあります。その場合，それまで受験した全ての
試験項目の結果が無効となります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて（５）その他の赤字をご覧ください。感染対策に関わって配慮が必要な場合は，出願時，合理的配慮記入欄に具体的な内容を記入してください。なお，赤字で示しているとおり合理的な配慮を記入していない方が，係員の指示に従わない場合は，不正行為とみなしそれ以降の受験を認めないことがあります。その場合，それまで受験した全ての試験項目の結果が無効となります。



令和４年度採用試験の概要

特別選考「夢・チャレンジ!!特別選考」を２年間限定で実施

現在，民間企業等に勤務経験のある方,教員免許が休眠状態の方等で，次の要件を満たす方
が受験できます。

詳細は実施要項で確認してください。

（昨年度までの主な変更点）

≪受験資格≫
一般選考の項に掲げる要件を満たす者であって，次のア又はイの要件のいずれかを
満たす者が受験できます。

ア平成30年４月１日以降に教員免許状更新講習を受講し，修了した者であること，

又は確実に修了する見込みの者（一般選考の項に掲げる③の要件に留意するこ
と。）であること。

イ民間企業，官公庁又は国公私立学校等において，正規職員等として，令和３年３月
31日までに通算して60月以上の勤務経験があること。

≪試験項目≫
第１次選考試験は，

教科・養護・栄養に関する専門教育科目の筆記試験のみ
となります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは，昨年度までの主な変更点を確認します。まず，昨年度から実施し始めた特別選考「夢・チャレンジ!!特別選考」を今年度，来年度の２年間限定で実施します。



令和４年度採用試験の概要

採用見込人員 1,041人程度

広島県 広島市

小学校教諭 ３１０人程度 １５０人程度

中学校教諭 １８０人程度 １２０人程度

高等学校教諭 １３０人程度 ２４人程度

特別支援学校教諭 ７０人程度 ２２人程度

養護教諭 ２０人程度 ８人程度

栄養教諭 ５人程度 ２人程度

※高等学校，特別支援学校については，広島県及び広島市ではそれぞれ
募集しない教科・科目があります。詳細は実施要項で御確認ください。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，今年度の採用見込人員ですが，合計で1,041人程度としています。校種・職種ごとの人数については，御覧のとおりです。 高等学校，特別支援学校については，教科・科目ごとの募集なので，希望する教科・科目の募集があるかどうかについては必ず実施要項で確認してください。



令和４年度採用試験の概要

平成29年度～令和３年度採用試験の状況

29年度 30年度 31年度 ２年度 ３年度

Ａ 志願者数

（人）
3,781 3,520 3,466 3,050 3,232

Ｂ 受験者数

（人）
3,506 3,203 3,062 2,763 2,786

Ｃ 登載者数

（人）
966 884 975 1,094 1,046

Ｄ 競争倍率

Ｂ／Ｃ
3.6 3.6 3.1 2.5 2.7
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，過去５年間の志願者や登載者等の状況についてです。志願者数は，例年約3,000人の方に志願していただいています。　昨年度（平成３年度）の競争倍率は，2.7倍でした。広島県・広島市では，より多くの優秀なみなさんに是非挑戦してもらいたいと考えています。　



令和４年度採用試験の概要

選考区分

受験資格は，全選考区分に共通の内容と，各選考区分毎に定めた内容
があります。実施要項２～４ページをよく読んで確認してください。

一般選考

障害のある者を対象とした特別選考（全職種，全校種，全教科）

社会人を対象とした特別選考（高等学校教諭の工業）

臨時的任用等教職経験者を対象とした特別選考（全職種，全校種，全教科）
受験前過去４年間のうち36月以上，広島県・広島市の公立学校で正規職員（実習助手に限る。），育休

任期付職員，臨時的任用職員又は非常勤講師等としての職歴（同一職種・校種・教科等）を有する者。
または，広島県・広島市の公立学校で過去に正規任用教員として通算３年以上の教職経験がある者

で，広島県・広島市の公立学校で育休任期付職員，臨時的任用職員又は非常勤講師等として，受験前
過去２年間のうち12月以上の教科（養護教諭は養護，栄養教諭は栄養）に関する教職経験（同一職種・
校種・教科等）を有する者。

現職教員を対象とした特別選考（全校種の教諭，全教科）

グローバル人材を対象とした特別選考【教職経験者（英語）】

（中学校・高等学校教諭の外国語（英語））

グローバル人材を対象とした特別選考【外国人留学生等】

（全職種，全校種，全教科）

夢・チャレンジ!!特別選考（全職種，全校種，全教科）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは選考区分等，選考について説明します。まずは，選考区分です。要件等については実施要項でご確認いただきたいのですが，例年，ミスが多い臨時的任用等教職経験者を対象とした特別選考の要件についてポイントを説明します。これは，昨年度までの過去４年間で36月以上の教職経験が有する者が対象となりますが，この教職経験で注意していただきたいことが２点ございます。一つ目は，受験しようとする校種・教科と同一の教職経験であること。もう一つは，その教職経験は教科指導について行ったものであること。学校に勤めていたといっても，様々な形態がございます。その職が教科指導に関することかどうかをしっかりと確認してください。毎年，教科指導でない職であるにも関わらず，受験願を提出し，この特別選考の受験資格がないことが判明し，試験を受けることができないということがございます。本選考を考えている方は御注意ください。



令和４年度採用試験の概要

第１次選考試験 【令和３年７月10日（土），11日（日）】

・一般選考
・障害のある者を対象
とした特別選考
・グローバル人材を対
象とした特別選考【外
国人留学生等】

・夢・チャレンジ!!特別
選考

・社会人を対象とし
た特別選考

・臨時的任用等教職
経験者を対象とした
特別選考

10日（土）実施 10日（土）実施 11日（日）実施 11日（日）実施

教職に関する
専門教育科目 ○ ― ― ―

教科・養護・栄養に関
する専門教育科目 ○ ○ ― ―

個 人 面 接 ― ― ○ ―

集 団 面 接 ― ― ― ○

選考試験結果 令和３年８月５日（木）に結果通知書投函（HPに掲載）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，第１次選考試験についてです。今年度は，７月10日（土），11日（日）に実施します。選考区分ごとの実施日，試験項目は，表のとおりです。なお，集合時刻，会場等については，受験者個々で異なっていますので，必ず受験票で御確認下さい。また，第１次選考試験の結果通知は，８月５日（木）に投函し，併せて広島県・広島市教育委員会のホームページにも掲載する予定です。



令和４年度採用試験の概要

第２次選考試験 【令和３年８月20日（金）～22日（日）】

・一般選考
・グローバル人材
を対象とした特別
選考【外国人留学
生等】

・障害のある者
を対象 とした
特別選考

・社会人を対
象とした特別
選考

・臨時的任用
等教職経験者
を対象とした
特別選考

・夢・チャレン
ジ!!特別選考

模擬授業面接 ○ ○ ○ ○ ○

個人面接 ○ ○ ○ ○ ○

選考試験結果 令和３年10月１日（金）に結果通知書投函（HPに掲載）

第１次選考試験
免除について

今年度は第１次選考試験免除はありません。今年度（令和３年
度実施）第１次選考試験に合格し，第２次選考試験を受験した
方は，来年度（令和４年度実施）の採用試験において，第２次
選考試験から受験することができます。（同一の校種・教科等
を受験する場合に限る。）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，第２次選考試験についてです。８月20日（金）から22日（日）に実施します。試験項目は，模擬授業面接，個人面接です。また，養護教諭も模擬授業面接を実施します。今年度は，第１次選考試験免除による選考を行いません。選考試験の結果は，10月１日（金）に投函し，広島県・広島市教育委員会のホームページに掲載します。



令和４年度採用試験の概要

現職教員を対象とした特別選考
グローバル人材を対象とした特別選考【教職経験者（英語）】 【令和３年８月28日（土）】

現職教員を対象とした特別選考
グローバル人材を対象とした特別
選考【教職経験者（英語）】

模 擬 授 業 ○ ○

個 人 面 接 ○ ○

選考試験結果 令和３年10月１日（金）に結果通知書投函（HPに掲載）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，現職教員を対象とした特別選考及びグローバル人材を対象とした特別選考【教職経験者（英語）】　についてです。８月28日（土）に実施します。試験項目は，ともに，模擬授業と，個人面接としています。選考試験結果の通知は，他と同様に10月１日（金）に投函し，広島県・広島市教育委員会のホームページに掲載します。



令和４年度採用試験の概要

第２次選考試験の主な評価項目

試験内容等 主な評価項目

模擬授業
面接

当日提示する資料に沿って，
学習指導案等を作成し，児童
生徒を想定した授業若しくは
場面指導を行った後，個人面
接を実施

・児童生徒の考えを引き出す発問ができ，専門的な
知識・技能など十分な指導力をもっている

・児童生徒を引き付ける表情，動作ができるなど表現
力が豊かである
・児童生徒に共感的，受容的な対応ができる

個人面接
個人面接を受験者１人につき
１回実施

・児童生徒に対する愛情，教育に対する熱意，意欲
等をもっている

・自ら進んで事にあたり，より効果的に行おうとする
意思がある

・組織の中で自己の役割を認識し，良好な人間関係
を築くことができる

※実施要項から抜粋

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，主な評価項目についてです。評価に関わって，実施要項を抜粋したものを載せております。みなさんにお願いしたいのは，採用試験があるからこういう態度で臨めばいい，ということではなく，主な評価項目に示してあることは，教員になってから真に求められるものです。今からこういった力を真に身に付けるように努力をしてほしいと思います。また，採用試験に受かって，教員になっても常に追い求めてもらいたいと思います。



令和４年度採用試験の概要

受験手続

１ 募集校種・教科 及び 受験資格

実施要項２～４ ページを必ず確認してください。

２ 出願方法 （実施要項１１ページ参照）

原則として，「Ａ電子申請（インターネット）による出願」の方法で行ってください。
ただし，次の場合は，「Ｂ持参又は郵送による出願」の方法で出願してください。

◆パソコン，インターネット環境が整っていない場合。
◆「Ａ電子申請（インターネット）による出願」では，入力欄が不足する場合。
次のいずれかに該当する場合に入力欄が不足します。
・職歴Ａ（平成24年3月31日以前の民間企業等の職歴）が５個以上。
・職歴Ｂ（平成24年3月31日以前の広島県・広島市の正規職員歴）が３校以上。
・職歴Ｃ（平成24年4月1日以降の職歴）が13個以上
・最終学歴（高校卒業を含む）が５校以上

・教育職員免許状が６種類以上

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に受験手続についてです。まず，募集校種・教科及び受験資格については，詳細を必ず実施要項で確認してください。次に，出願方法です。原則として，電子申請で出願してください。なお，パソコンやインターネット環境が整っていない，あるいは，電子申請では入力欄が不足する場合は，持参又は郵送による出願としてください。



令和４年度採用試験の概要

受験手続

出願は，基本的に電子申請（インターネット）で行います。

パソコン等を使って，申請内容を入力し，出願します。

正しく申請できた場合には，申請と同時に申込を受け付けた旨のメールが届きます。

また，受験票はダウンロードして印刷し作成します。

「Ａ電子申請（インターネット）による出願」 について

【 個人でパソコンを持っていなくても電子申請ができる例 】

大学等で学生が使用できるパソコン（インターネット接続），プリンタがあり，メールについては，

個人のスマートフォンでメールを受けることができる人は電子申請が可能です。

【 留意事項 】

電子申請（インターネット）による出願であっても，
・英語の資格証明書の写し （ ※ 加点基準に該当する資格を有する方のみ）
・障害のある者を対象とした特別選考における手帳等の写し
の２つは持参又は郵送が必要です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
電子申請では，パソコン等を使って申請することになります。後ほど詳しく説明をしますが，電子申請できちんと送信できたか，出願ができたか不安に思われることもあるかと思いますが，正しく申請できていれば，受け付けたことを申請と同時にメールで通知します。また，受験票は受験者自身が広島県電子申請システムからダウンロードして印刷し作成していただくことになります。さて，電子申請できない場合について，個人でパソコンを持っていなくても，例えば，大学等で学生が使用できるパソコン（インターネット接続），プリンタがあり，メールについては，個人のスマートフォンでメールを受けることができるという方は，電子申請となります。大学等には，パソコン等の設備も充実してきていると聞いています。なお，プリンタがなくても，最近は，コンビニでアプリを使ってスマートフォンにあるPDFファイルを印刷することもできますので，新卒の方はほとんど，電子申請ができると考えています。また，留意事項ですが，電子申請の場合は，基本的には何かを郵送する必要はないのですが，「英語の資格証明書の写し」及び「障害のある者を対象とした特別選考における手帳等の写し」の３つは持参又は郵送が必要です。忘れないでください。



令和３年４月１２日（月）から
令和３年５月１２日（水）まで

※電子申請による出願又は，持参する場合は

令和３年５月１２日（水）１７：００まで

※郵送【簡易書留（料金に注意）】による場合は，

令和３年５月１２日（水）までの消印があるもの

令和４年度採用試験の概要

受付期間

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　願書の受付期間は，受験する方は全て５月12日（水）午後５時までとなっており，郵送の場合は５月12日（水）午後５時の消印まで有効です。　毎年度，この締め切りに間に合わず受験資格を得られない方がいらっしゃいますので，気を付けてください。　　昨年度から，原則，電子申請による出願としましたが，出願の時間をみると，締切時間まで５分を切ってから出願された方も多くいました。　インターネット環境のトラブルや，電子申請システムの不具合等により，時間を過ぎた場合においても，締め切り後の出願は認められません。　また，郵送の場合は，簡易書留扱いとする必要がありますが，それにもかかわらず，普通郵便の料金で送付したり郵便ポストから送付したりした結果，返送されて間に合わなかったケースも見受けられます。　正確かつ余裕を持った出願をお願いします。以上で，説明を終わります。
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