
京都府教育庁管理部教職員人事課



校種等
令和４年度
募集数

名簿登
載者数

倍率

小学校・特別支援学校小学部 １２０名程度 １５５名 ３．０

中学校・特別支援学校中学部 ７５名程度 ７９名 ５．８

高等学校・特別支援学校高等部 １５０名程度 １３２名 ４．７

特別支援学校 ６５名程度 ６５名 ２．４

養護教諭（小、中、高、特別支援学校） １０名程度 １７名 ５．５

栄養教諭（小、中、特別支援学校） 若干名 ３名 ８．３

スペシャリスト特別選考 若干名 ８名 ３．１

障害者特別選考 若干名 ０名 -

名簿登載者総数 420名程度 ４５９名 ４．０



校種等
令和５年度
募集数

令和４年度
募集数

小学校・特別支援学校小学部 １２０名程度 １２０名程度

中学校・特別支援学校中学部 ８０名程度 ７５名程度

高等学校・特別支援学校高等部 １１０名程度 １５０名程度

特別支援学校 ５０名程度 ６５名程度

養護教諭（小、中、高、特別支援学校） １０名程度 １０名程度

栄養教諭（小、中、特別支援学校） 若干名 若干名

スペシャリスト特別選考 若干名 若干名

障害者特別選考 若干名 若干名

名簿登載者総数 ３７０名程度 ４２０名程度



採用校種等 実施教科等

中学校
特別支援学校中学部

国語、社会、数学、理科、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭、
外国語（英語）

高等学校
特別支援学校高等部

国語、地理歴史・公民、数学、理科、
保健体育、美術、外国語（英語）、
情報、家庭、農業、工業、商業、福祉



主な変更点

原則インターネット出願

一般教養試験の出題分野を見直し、教職教養試験
に変更

一部の校種・教科等の専門教科試験の解答時間を
90分から70分へ変更

一部試験免除の区分、対象が変更

 ｢情報｣に関する加点を新設

スペシャリスト特別選考の受験資格が変更

中学校美術、家庭志願者が高等学校を第２希望選
択可に変更

北部採用枠に中学校美術、高校地理歴史・公民、
高校理科、高校美術を追加



一般教養試験の出題分野を見直し、
教職教養試験に変更

一般教養分野と教職教養分野から出題していま
したが、一般教養分野からの出題をなくし、教
職教養分野からの出題のみとします。

全体の問題数は同程度とし、解答時間はこれま
でと同様に40 分間です。

【教職教養分野】

教育課程、教育法規、教育心理、人権教育、生
徒指導、特別支援教育等



一部の校種・教科等の専門教科試験について
解答時間の変更

一部の職種・教科について、解答時間を90 分間
から70 分間に変更し、出題数も縮減します。

【70 分間に変更する教科等】

※今年度募集がない教科も含んでいます。

中学校 音楽・美術・保健体育・技術・家庭

高等学校 保健体育・音楽・美術・書道・家庭・
情報・農業・工業・商業・水産・福祉

養護教諭

栄養教諭



スペシャリストⅠ
理科 保健体育（中学校・高等学校）

スペシャリストⅡ
情報、農業、工業（高等学校のみ）



小中連携推進枠とは
小中学校両方の専門性を備え、両方の学校で
力を発揮したいという意欲のある方を募集す
るものです。
採用後は小中学校どちらかに配置となり、小
中学校間の異動がある。

募集教科
小学校、中学校（数学、理科、技術、英語）



北部採用枠は採用予定人数に対して内数となります。

※北部地域において、採用後10年間程度勤務できる方

校種 教科 採用予定人数 北部採用枠

小学校
特別支援学校小学部

- 120名程度 20名以内

中学校
特別支援学校中学部

国語、社会、数学、理科、
美術、外国語（英語）

80名程度 10名以内

高等学校
特別支援学校高等部

国語、地歴公民、数学、理
科、美術、外国語（英語）

110名程度 10名以内

特別支援学校 - 50名程度 15名以内



それぞれの校種で一般採用枠、
北部採用枠（中学校・高等学校で教科の指定あり）、
小中連携推進枠（小学校・中学校で教科の指定あり）

※ 養護教諭、栄養教諭については一般採用枠のみ

小学校

中学校 高等学校

特別支援学校

第２希望

第
２
希
望

美術、家庭のみ第２希望
に高校を選択可能



５ 加点措置
対象 加点措置 加点

（１）

小
中【数学、理科、
技術、外国語（英
語）】

小中連携推進枠を希望する方
（出願した段階で加点しますので、加点希望欄に○をする必要はありませ
ん。）

５点

（２） 小（第1希望のみ）
中学校又は高等学校いずれかの外国語（英語）普通免許状を有する方（令
和５年３月31日までに取得見込みの方を含む。） ５点

（３） 小・中・高
特別支援学校の普通免許状（領域は問わない）を有する方（令和５年３月
31日までに取得見込みの方を含む。） ５点

（４） 高（情報除く）
高等学校受験者（情報を除く）で、高等学校情報普通免許状を有する方
（令和５年３月31日までに取得見込みの方を含む。） ５点

（５） 小・中・高
英語資格等所有者（小学校、中学校、高等学校受験者のみ）令和２年４月
１日から出願時点において別表の資格を有する方。ただし、英語検定につ
いては、令和２年３月31日以前のものも可。

10点

（６） 小・中・高・特 ｢基本情報技術者試験｣又は｢応用情報技術者試験｣を合格した方 ５点

（７）
全校種・教科

国際貢献活動等の経験がある方
ア 国際貢献活動の経験がある方

平成29年４月１日から令和４年３月31日までの間に、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又は日系社会青年ボ
ランティアとしての活動経験が通算２年以上ある方

イ 日本人学校の勤務経験がある方
平成29年４月１日から令和４年３月31日までの間に、海外の日本人

学校において合計して３年以上の勤務経験がある方

５点

※加点の併用可（上限15点）



区分 免除する試験

1前年度合格試験 該当の筆記試験

2
大学推薦特別選考
（京都府「教師力養成講座」修了者に係る
大学推薦特別選考を含む。）

教職教養

3

中・高外国語（英語）
令和２年４月１日以降取得したものに限る

・ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 92点以上
・ＴＯＥＩＣ L＆R 860点以上取得者
・実用英語技能検定 １級合格者
※英語検定については、令和２年３月31日以前のものも可

専門

4京都府内講師等特例 教職教養

5他府県現職 教職教養及び専門
又は教職教養

４ 一部試験免除 （重複で使用可）



○原則インターネットによる出願
＜４月21日（木）正午～５月20日（金）正午＞

※出願期間終了間際はアクセスが集中するため、手
続きを完了できない恐れがありますので余裕をも
って手続きしてください

※大学推薦特別選考で出願される方も個人での出願が
必要です

第１次試験出 願 第２次試験



ア 志願する校種及び教科（科目）の普通免許状を有する方又は令和５年３月31日までに取得見
込みの方

（※１）高等学校の地理歴史・公民を志願する場合は、地理歴史及び公民の普通免許状を両
方有すること、又は令和５年３月31日までに取得見込みであること。

（※２）特別支援学校を志願する場合は、特別支援学校教諭の普通免許状に加え、小学校、中
学校及び高等学校のうちいずれかの普通免許状を有すること、又は令和５年３月31日までに
取得見込みであること。

（※３）小中連携推進枠を志願する場合は、小学校及び中学校の志願教科の普通免許状を有す
ること、又は令和５年３月31日までに取得見込みであること。

イ 昭和38年４月２日以降に生まれた方（令和５年４月１日現在の年齢が60歳未満の方）
ウ 府内どこにでも勤務できる方

ただし、北部採用枠については、北部地域（綾部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後
市、伊根町及び与謝野町）において採用後10年間程度勤務できる方

エ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第９
条のいずれにも該当しない方

オ 京都府公立学校の正規の教諭及び任用期限を付さない常勤講師でない方

一

般

選

考

ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級から６級までの方
イ 療育手帳の交付を受けている方（障害者職業センター等の公的判定機関で知的障害者と判定

された方を含む）
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
※ 第１次試験の筆記試験時（筆記試験が免除される方は面接試験時）に手帳等（原本）を持参

し確認を受けてください。
エ 一般選考の受験資格２（１）ア～オに同じ

障
害
者
特
別
選
考

受験資格



○筆記試験 ＜６月25日（土）＞
→小論文・専門教科

○面接試験 ＜７月２日（土）,３日（日）,９日（土）,10日（日）
のうち指定する１日＞

小学校、特別支援学校、他府県現職、スペシャリスト
→ 個人面接

中学校、高等学校、養護教諭、栄養教諭
→ 集団面接

○結果発表 ８月２日（火）に発表予定
（HPにも合格者の受験番号を掲載します。）

要項 p.７,８

第１次試験 第２次試験出 願



＜８月15日（月）、16日（火） ＞
実技試験（特定の校種・教科・職種）

＜８月18日（木）～ ８月24日（水） ＞
面接試験（全ての校種・教科・職種）
個人面接、教育実践力テスト（模擬授業）

＜８月20日（土） ＞
教職教養試験（全ての校種・教科・職種）
スペシャリスト特別選考を除く

○結果発表 ９月20日（火）に名簿登載予定
（HPにも名簿登載者の受験番号を掲載します。）

※教員採用の必要が生じた場合、順次この名簿の中から健康診断の
結果、勤務に支障のない方を採用します。

要項 p.８～11

第２次試験第１次試験出 願



京都府教育委員会 教職員人事課
ホームペ－ジ

URL： http://www.facebook.com/kyotofukyoinsaiyo

情報発信の充実

URL：http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/

京都府公立学校教員採用Facebook
～京都府の教育に関する情報を発信～



京都府公立学校教員採用選考試験
特設ページを開設しています。

⚫ 採用試験説明

⚫ 現職教員のインタビュー

⚫ Ｑ＆Ａ

⚫ 広報資料のダウンロード

など

アドレス：http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/?page_id=19

京都府教育委員会HP→「よくあるお問い合わせ」の「教員採用試験」

→「特設ページ」へ



教師になって、よかった
～その感動、京都府で一緒に

味わいませんか～



採用選考試験に関する
お問い合わせは・・・

京都府教育庁管理部教職員人事課人事係

電話番号 ０７５－４１４－５８０３

※新型コロナウイルスの感染状況により、試験会場や

日程、試験内容などが変更になる可能性があります。


