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　過去問の解説を自分で作り、ノートにまとめてい
きました。それによって問題への理解を深めて対策
をしていきました。2次の面接や模擬授業の対策は、
校長先生や教頭先生などの先生方にお願いをして、
自分に足りない部分を確認していただき、足りない
部分を補うことができるように対策をしていきました。

　教員の仕事をしていると生徒や先生とのかかわりがとても楽し
く、自分自身も成長していると実感できると思います。努力をし
ないと自身の希望を実現することは難しいと思うので、頑張って
ください。

　高知県の採用審査に向けてたくさんの努力をしていることと思いま
す。今、全力で頑張った経験や共に高め合い競い合っている仲間が、
今後の教員としての生活の支えになります。やりきって良かったなと思
えるよう、諦めず最後まで頑張ってください。

　大学の友人に高知県出身の人が多かったからで
す。多くの高知県出身の人と関わることで高知県
民の人柄の良さに好感を持ちました。また、学生
時代に何度も高知に訪れ、自然と「ここで仕事を
してみたい」と思うようになりました。

　私は、採用試験までの見通しを持つことがとて
も重要だと思います。採用になるために、今、自
分自身が試験科目に対してどれぐらいの力を持って
いるか、現状の把握をすることが、教員採用試験
対策を効率よく進めるために大切なことではないか
と思います。

　教員として現場に立つと、大変なことが多く、
自分の力のなさを不甲斐なく感じ、つらくなる日も
多いです。しかし、子どもたちの笑顔や頑張る姿
を見ると、苦しさや辛さが吹き飛びます。子ども
たちの成長を見ると「頑張ってよかった」「教員に
なってよかった」と心から思います。

　教員として大切なのは、子どもをいかに伸ばせるかということだと思
います。でも、わからないこと、できないことがたくさんあります。相
談をすれば、管理職や指導主事、先輩の先生方が助けてくださるので
積極的に質問し、コミュニケーションをとっていくことをとても大切に
しています。

　私が中学生の時、当時ご指導くださった先生に
憧れて教員を志すようになりました。その中で、こ
れからの社会を担う高知県の子どもたちの成長に携
わり、将来必要とされる力を身に付けるための支援
をすることに大きな魅力を感じたことから、高知県
の教員を志願しました。

　私が努力したことは、人前で話すことへの苦手意
識の克服です。大学時代は模擬授業に限らず、機
会があれば積極的に人前に立って話すことを心掛
け、苦手の克服に努めました。また、現在の高知
県の子どもの姿を具体的にイメージし、その中で自
身ができることは何かを考えながら、試験勉強の目
的を意識するようにしていました。

　教職員同士で連携することの大切さ、子ども一
人ひとりに真摯に向き合うことの重要さを日々感じ
ています。子どもの前向きな成長を支援していくた
めに、日々の様子の見取りや、周りの先生方から
の助言があってこそ実現できるのだということを、
日々実感しています。

　子どもたちに寄り添い、常に前向きな言葉がけをすることを大
切にしています。普段から、子どもたち一人ひとりの表情をしっ
かりと見取り、その中で小さな変化を見逃さないようにし、毎日
を安心して過ごしてもらえるよう心掛けています。また、子どもた
ちのやる気を引き出せるような声がけを行うよう意識しています。

　まずは諦めずに進み続けることが大切ではないかと思います。
教員生活は大変なことも多いですが、共に働く周りの先生方は
優しく、困ったことは何でも相談に乗ってくださいます。また地
域の方も、子どもたちの健やかな成長を願い、温かく見守ってく
ださっています。ぜひ、高知県で一緒に先生をしましょう。

　生まれ育った高知で、これまでいろいろな方々と
深めてきた交流や経験を生徒に還元したいと思った
からです。教員を目指すようになったきっかけは、高
校の時、友人に理科の勉強を教えていて理解しても
らえたことがうれしく、教員という仕事を志望するよ
うになりました。

　仕事をするうえで、大切にしていることはコミュニケーションで
す。生徒には質問や疑問を投げかけやすくなるような環境づくり
を意識しています。先生方には支えてもらっていることが多いの
ですが、積極的に意見交換をし、わからない部分は質問するなど、
自分が役に立てることが何かないかを確認しながら、協力して仕
事に取り組んでいます。

　生徒や先生、地域の方々と多く関われるので、自
分が知らない多くのことを学べると実感しています。
大変なことは授業です。生徒が理解し、教科の内容
に興味や関心をもってもらえるように ICT、機器の活
用や発問の仕方など試行錯誤しながら行っています。

 森下 真帆 教諭南国市立
香長中学校
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現職

【現職教員等特別選考編】

　地域や自然に関する行事がたくさんあることが大きな魅力です。
今年度は宿泊学習で子どもたちと一緒に、きれいな景色を観たり、
自然に触れたりすることができました。

　高知県は、メンター研修など独自の研修があり、
若年層の育成に力を入れています。また、クラブ
活動で地域の人がボランティアで来てくれるなど、
地域とのつながりを生かした教育ができることも
特色だと思います。

　児童理解を深めるために「子どもに寄り添う」
ことを大切にしています。遊ぶときは子どもと共に
遊び、話をするときは子どもの話をきちんと聞いて
から、同じ目線で話をすることを心がけています。

　他県で教員生活を送るなかで、自分が小学生のとき過ごしたよう
に自然豊かな地域で、のびのびとした学校生活を子どもと一緒に送
りたいという思いが強くなりました。そんなとき現職教員の特別選
考があることを知り、異動のタイミングでもあったため受審しました。

　明るく元気な子どもたちと毎日過ごすことができ
て、とてもやりがいを感じます。また、子どもの
成長を間近で感じられるのも大きな魅力です。高
知県にしかない、自然や地域との関わりを感じな
がら、ぜひ一緒に高知県で働きましょう。
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子ども達が郷土へ愛着を持てるような活動や授業での取組を行っていきたいです。

中
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　高校生の頃にお世話になった養護教諭に憧れ、
養護教諭になりたいと思いました。生涯にわたっ
て子どもたちの健康を大切にしている高知県で、
子どもたちを支援していきたいと考え、志願しま
した。

　1次試験では、とにかく1問でも多く点数をとれ
るよう、繰り返したくさんの問題を解きました。2
次試験では、大学の先生や友人に模擬授業や面接
を見ていただいたり、アドバイスをいただいたりし
ながら、何度も練習をしました。学校ボランティア
や部活動など、様々な経験をしてきたことが、面接
でいかせたと思います。

　たくさんの人に支えていただいていることを強く
感じています。子どもたちには毎日元気をもらい、
周りの先生方にはいろいろなことを教えていただ
いています。子どもの心身の健康を支えていける
よう、1 人職であるという自覚と責任をもって仕事
をしていきたいと思います。

　周りの人とコミュニケーションをとることを大切にしていま
す。子どもの心身の変化を敏感に感じ取るためには、日ご
ろの様子を把握しておく必要があると思います。そのため、
子どもと日常生活の様々な場面でコミュニケーションをとった
り、周りの先生方に子どもの様子を教えていただいたりしな
がら、子どもの変化に素早く気付けるように意識しています。

　教員採用試験に向けて不安な
こともたくさんあると思います
が、勉強していることやこれま
での経験、そして、これからの
経験が教員採用試験にも、その
後の教員生活にもいかせると思
います。自分を信じていろいろ
なことにチャレンジしながら、最
後まで頑張ってください。
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　生徒の実態を読み取る目を育てたり、適切な支援
をしたりするためには、まだまだ研鑽が足りないと悩
むこともありますが、周囲の先生方に支えていただ
いています。そんな先生方や保護者の方と生徒の
ちょっとした成長を一緒に喜ぶ瞬間はとても楽しく、
もっと頑張ろうと思うと同時に、教師になって良かっ
たと感じています。

　誰に対しても敬意をもって対応することを大切にしています。
子どもに寄り添い、信頼関係を築くことがより良い学びに繋がっ
ていくと信じています。また、生徒の些細な変化を見逃さず、
気づいたことを周囲の先生方や保護者の方と共有することで、
適切な支援ができると思い、大切にしています。

　採用試験に向けて大変なことや不安な
こと、くじけそうになることもあると思い
ます。しかし、ここが踏ん張りどころです。
様々な思いを経験することも、将来を担
う子どもたちに寄り添って指導していく上
で、大切なことだと思います。自然豊かで、
人と人との繋がりを大切にする県民性の
高知県で、ぜひ一緒に先生をしましょう。

　期限付講師として障害のある子ども達と日々を過
ごす中で、子どもたちと共に試行錯誤しながら自らも
成長できることに喜びを感じ、一人ひとりの力を伸ば
せる教員になりたいと強く思いました。そして、教員
をするのであれば、生まれ育った高知県でこれからを
担う子どもたちの力になりたいと思い、志望しました。

　１次試験では専門教養の配点が高く、音楽の幅
広い知識が出題されるため、特に力を入れて勉強し
ました。また、実技審査の練習も並行して行いました。
２次試験では、所属校での日々の授業で、生徒一人
ひとりが分かる授業を考え、自分の授業を見直し、
改善しようと取り組みました。また、学習指導要領
を読むことは、今でも役立っています。

特
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 伊藤 衣未 教諭高知県立
中村特別支援学校

生徒一人ひとりの力を伸ばし、
社会の中で生きていく力を

身につけられるようにしたいです。
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がら、子どもの変化に素早く気付けるように意識しています。

　教員採用試験に向けて不安な
こともたくさんあると思います
が、勉強していることやこれま
での経験、そして、これからの
経験が教員採用試験にも、その
後の教員生活にもいかせると思
います。自分を信じていろいろ
なことにチャレンジしながら、最
後まで頑張ってください。

養
護教諭

 橋本 理香 養護教諭
いの町立
吾北中学校

安心感を与
えられる

養護教諭に
なりたいで

す。

仕事をするうえで
、

大切にしていること
は

コミュニケーション
です。

　生徒の実態を読み取る目を育てたり、適切な支援
をしたりするためには、まだまだ研鑽が足りないと悩
むこともありますが、周囲の先生方に支えていただ
いています。そんな先生方や保護者の方と生徒の
ちょっとした成長を一緒に喜ぶ瞬間はとても楽しく、
もっと頑張ろうと思うと同時に、教師になって良かっ
たと感じています。

　誰に対しても敬意をもって対応することを大切にしています。
子どもに寄り添い、信頼関係を築くことがより良い学びに繋がっ
ていくと信じています。また、生徒の些細な変化を見逃さず、
気づいたことを周囲の先生方や保護者の方と共有することで、
適切な支援ができると思い、大切にしています。

　採用試験に向けて大変なことや不安な
こと、くじけそうになることもあると思い
ます。しかし、ここが踏ん張りどころです。
様々な思いを経験することも、将来を担
う子どもたちに寄り添って指導していく上
で、大切なことだと思います。自然豊かで、
人と人との繋がりを大切にする県民性の
高知県で、ぜひ一緒に先生をしましょう。

　期限付講師として障害のある子ども達と日々を過
ごす中で、子どもたちと共に試行錯誤しながら自らも
成長できることに喜びを感じ、一人ひとりの力を伸ば
せる教員になりたいと強く思いました。そして、教員
をするのであれば、生まれ育った高知県でこれからを
担う子どもたちの力になりたいと思い、志望しました。

　１次試験では専門教養の配点が高く、音楽の幅
広い知識が出題されるため、特に力を入れて勉強し
ました。また、実技審査の練習も並行して行いました。
２次試験では、所属校での日々の授業で、生徒一人
ひとりが分かる授業を考え、自分の授業を見直し、
改善しようと取り組みました。また、学習指導要領
を読むことは、今でも役立っています。

特
別支援学校

 伊藤 衣未 教諭高知県立
中村特別支援学校

生徒一人ひとりの力を伸ばし、
社会の中で生きていく力を

身につけられるようにしたいです。



 大西 祐介 教諭
香南市立
野市小学校

小
学校

　過去問の解説を自分で作り、ノートにまとめてい
きました。それによって問題への理解を深めて対策
をしていきました。2次の面接や模擬授業の対策は、
校長先生や教頭先生などの先生方にお願いをして、
自分に足りない部分を確認していただき、足りない
部分を補うことができるように対策をしていきました。

　教員の仕事をしていると生徒や先生とのかかわりがとても楽し
く、自分自身も成長していると実感できると思います。努力をし
ないと自身の希望を実現することは難しいと思うので、頑張って
ください。

　高知県の採用審査に向けてたくさんの努力をしていることと思いま
す。今、全力で頑張った経験や共に高め合い競い合っている仲間が、
今後の教員としての生活の支えになります。やりきって良かったなと思
えるよう、諦めず最後まで頑張ってください。

　大学の友人に高知県出身の人が多かったからで
す。多くの高知県出身の人と関わることで高知県
民の人柄の良さに好感を持ちました。また、学生
時代に何度も高知に訪れ、自然と「ここで仕事を
してみたい」と思うようになりました。

　私は、採用試験までの見通しを持つことがとて
も重要だと思います。採用になるために、今、自
分自身が試験科目に対してどれぐらいの力を持って
いるか、現状の把握をすることが、教員採用試験
対策を効率よく進めるために大切なことではないか
と思います。

　教員として現場に立つと、大変なことが多く、
自分の力のなさを不甲斐なく感じ、つらくなる日も
多いです。しかし、子どもたちの笑顔や頑張る姿
を見ると、苦しさや辛さが吹き飛びます。子ども
たちの成長を見ると「頑張ってよかった」「教員に
なってよかった」と心から思います。

　教員として大切なのは、子どもをいかに伸ばせるかということだと思
います。でも、わからないこと、できないことがたくさんあります。相
談をすれば、管理職や指導主事、先輩の先生方が助けてくださるので
積極的に質問し、コミュニケーションをとっていくことをとても大切に
しています。

　私が中学生の時、当時ご指導くださった先生に
憧れて教員を志すようになりました。その中で、こ
れからの社会を担う高知県の子どもたちの成長に携
わり、将来必要とされる力を身に付けるための支援
をすることに大きな魅力を感じたことから、高知県
の教員を志願しました。

　私が努力したことは、人前で話すことへの苦手意
識の克服です。大学時代は模擬授業に限らず、機
会があれば積極的に人前に立って話すことを心掛
け、苦手の克服に努めました。また、現在の高知
県の子どもの姿を具体的にイメージし、その中で自
身ができることは何かを考えながら、試験勉強の目
的を意識するようにしていました。

　教職員同士で連携することの大切さ、子ども一
人ひとりに真摯に向き合うことの重要さを日々感じ
ています。子どもの前向きな成長を支援していくた
めに、日々の様子の見取りや、周りの先生方から
の助言があってこそ実現できるのだということを、
日々実感しています。

　子どもたちに寄り添い、常に前向きな言葉がけをすることを大
切にしています。普段から、子どもたち一人ひとりの表情をしっ
かりと見取り、その中で小さな変化を見逃さないようにし、毎日
を安心して過ごしてもらえるよう心掛けています。また、子どもた
ちのやる気を引き出せるような声がけを行うよう意識しています。

　まずは諦めずに進み続けることが大切ではないかと思います。
教員生活は大変なことも多いですが、共に働く周りの先生方は
優しく、困ったことは何でも相談に乗ってくださいます。また地
域の方も、子どもたちの健やかな成長を願い、温かく見守ってく
ださっています。ぜひ、高知県で一緒に先生をしましょう。

　生まれ育った高知で、これまでいろいろな方々と
深めてきた交流や経験を生徒に還元したいと思った
からです。教員を目指すようになったきっかけは、高
校の時、友人に理科の勉強を教えていて理解しても
らえたことがうれしく、教員という仕事を志望するよ
うになりました。

　仕事をするうえで、大切にしていることはコミュニケーションで
す。生徒には質問や疑問を投げかけやすくなるような環境づくり
を意識しています。先生方には支えてもらっていることが多いの
ですが、積極的に意見交換をし、わからない部分は質問するなど、
自分が役に立てることが何かないかを確認しながら、協力して仕
事に取り組んでいます。

　生徒や先生、地域の方々と多く関われるので、自
分が知らない多くのことを学べると実感しています。
大変なことは授業です。生徒が理解し、教科の内容
に興味や関心をもってもらえるように ICT、機器の活
用や発問の仕方など試行錯誤しながら行っています。

 森下 真帆 教諭南国市立
香長中学校

高
等学校

 門田 耕治 教諭高知県立
春野高等学校

 岩田 壮平 教諭安芸市立
井ノ口小学校

現職

【現職教員等特別選考編】

　地域や自然に関する行事がたくさんあることが大きな魅力です。
今年度は宿泊学習で子どもたちと一緒に、きれいな景色を観たり、
自然に触れたりすることができました。

　高知県は、メンター研修など独自の研修があり、
若年層の育成に力を入れています。また、クラブ
活動で地域の人がボランティアで来てくれるなど、
地域とのつながりを生かした教育ができることも
特色だと思います。

　児童理解を深めるために「子どもに寄り添う」
ことを大切にしています。遊ぶときは子どもと共に
遊び、話をするときは子どもの話をきちんと聞いて
から、同じ目線で話をすることを心がけています。

　他県で教員生活を送るなかで、自分が小学生のとき過ごしたよう
に自然豊かな地域で、のびのびとした学校生活を子どもと一緒に送
りたいという思いが強くなりました。そんなとき現職教員の特別選
考があることを知り、異動のタイミングでもあったため受審しました。

　明るく元気な子どもたちと毎日過ごすことができ
て、とてもやりがいを感じます。また、子どもの
成長を間近で感じられるのも大きな魅力です。高
知県にしかない、自然や地域との関わりを感じな
がら、ぜひ一緒に高知県で働きましょう。

生徒にと
って実践

的な

学びを支
援できる

ように

なりたい
と思って

います。魅力ある先生
に

なることが私
の夢です。

子ども達が郷土へ愛着を持てるような活動や授業での取組を行っていきたいです。

中
学校

　高校生の頃にお世話になった養護教諭に憧れ、
養護教諭になりたいと思いました。生涯にわたっ
て子どもたちの健康を大切にしている高知県で、
子どもたちを支援していきたいと考え、志願しま
した。

　1次試験では、とにかく1問でも多く点数をとれ
るよう、繰り返したくさんの問題を解きました。2
次試験では、大学の先生や友人に模擬授業や面接
を見ていただいたり、アドバイスをいただいたりし
ながら、何度も練習をしました。学校ボランティア
や部活動など、様々な経験をしてきたことが、面接
でいかせたと思います。

　たくさんの人に支えていただいていることを強く
感じています。子どもたちには毎日元気をもらい、
周りの先生方にはいろいろなことを教えていただ
いています。子どもの心身の健康を支えていける
よう、1 人職であるという自覚と責任をもって仕事
をしていきたいと思います。

　周りの人とコミュニケーションをとることを大切にしていま
す。子どもの心身の変化を敏感に感じ取るためには、日ご
ろの様子を把握しておく必要があると思います。そのため、
子どもと日常生活の様々な場面でコミュニケーションをとった
り、周りの先生方に子どもの様子を教えていただいたりしな
がら、子どもの変化に素早く気付けるように意識しています。

　教員採用試験に向けて不安な
こともたくさんあると思います
が、勉強していることやこれま
での経験、そして、これからの
経験が教員採用試験にも、その
後の教員生活にもいかせると思
います。自分を信じていろいろ
なことにチャレンジしながら、最
後まで頑張ってください。

養
護教諭

 橋本 理香 養護教諭
いの町立
吾北中学校

安心感を与
えられる

養護教諭に
なりたいで

す。

仕事をするうえで
、

大切にしていること
は

コミュニケーション
です。

　生徒の実態を読み取る目を育てたり、適切な支援
をしたりするためには、まだまだ研鑽が足りないと悩
むこともありますが、周囲の先生方に支えていただ
いています。そんな先生方や保護者の方と生徒の
ちょっとした成長を一緒に喜ぶ瞬間はとても楽しく、
もっと頑張ろうと思うと同時に、教師になって良かっ
たと感じています。

　誰に対しても敬意をもって対応することを大切にしています。
子どもに寄り添い、信頼関係を築くことがより良い学びに繋がっ
ていくと信じています。また、生徒の些細な変化を見逃さず、
気づいたことを周囲の先生方や保護者の方と共有することで、
適切な支援ができると思い、大切にしています。

　採用試験に向けて大変なことや不安な
こと、くじけそうになることもあると思い
ます。しかし、ここが踏ん張りどころです。
様々な思いを経験することも、将来を担
う子どもたちに寄り添って指導していく上
で、大切なことだと思います。自然豊かで、
人と人との繋がりを大切にする県民性の
高知県で、ぜひ一緒に先生をしましょう。

　期限付講師として障害のある子ども達と日々を過
ごす中で、子どもたちと共に試行錯誤しながら自らも
成長できることに喜びを感じ、一人ひとりの力を伸ば
せる教員になりたいと強く思いました。そして、教員
をするのであれば、生まれ育った高知県でこれからを
担う子どもたちの力になりたいと思い、志望しました。

　１次試験では専門教養の配点が高く、音楽の幅
広い知識が出題されるため、特に力を入れて勉強し
ました。また、実技審査の練習も並行して行いました。
２次試験では、所属校での日々の授業で、生徒一人
ひとりが分かる授業を考え、自分の授業を見直し、
改善しようと取り組みました。また、学習指導要領
を読むことは、今でも役立っています。

特
別支援学校

 伊藤 衣未 教諭高知県立
中村特別支援学校

生徒一人ひとりの力を伸ばし、
社会の中で生きていく力を

身につけられるようにしたいです。
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令和4年 令和5年

3
月
中
旬
〜
4
月
下
旬

募
集
要
項
配
布
・
採
用
説
明
会

　

  

4
月
6
日
〜
27
日

出
願
受
付

　

  

７
月
上
旬

第
１
次
審
査
結
果
通
知

　

  

9
月
下
旬

第
１
回
名
簿
登
載
者
発
表

　

  

10
月
下
旬

第
２
回
名
簿
登
載
者
発
表

人
事
異
動
発
表　

3
月
下
旬

採
用
予
定
通
知　

3
月
上
旬

　

  

1
月
下
旬

第
３
回
名
簿
登
載
者
発
表

      　

20
日
・
21
日 

面
接
審
査（
高
・
養
・
栄
・
特
支
中
高
等
）

　
　

6
日
・
7
日 

面
接
審
査（
小
・
中
・
特
支
小
等
）

　

8
月
5
日　

実
技
審
査

第
２
次
審
査

第
１
次
審
査　

6
月
18
日

　　 　 　12月11月10月 9月7月 8月6月５月4月3月 3月2月1月

１ 教員採用審査スケジュール（予定）

筆記審査

面接審査

実技審査

専門教養

模擬授業

個別面接

教科指導に必要な実技能力を審査（一部教科、時間は教科等によって異なる）

教科、領域の専門教養 ※１

人物、教養、適性、社会性、専門性等について審査（40分）
150点（100点）

150点

300点

（50点）

※２

※３

第１次審査

筆記審査

適性検査

専門教養

教職・一般教養

教科、領域の専門教養（60分）

教員として必要な教職・一般教養（60分）

内田クレペリン検査（60分）

※１　第１次審査で実施する専門教養審査の得点は、第２次審査の選考資料としても活用します。

※２　実技審査のある校種・教科については、模擬授業100点、実技審査50点とします。

※３　実技審査を実施する校種及び教科は、募集要項で確認してください。

審査内容、審査時間、配点

第２次審査

300点（150点×2）

150点

2 審査内容

合　計

小学校教諭

中学校教諭

養護教諭

栄養教諭

小 計

高等学校教諭

特別支援学校教諭

養護教諭

特別支援学校栄養教諭

小 計

校
学
中

小
・

校
学
立
県

採用者数 採用者数 採用予定者数受審者数 倍 率
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7.1

9.1

12.1

14.3

8.3

9.6

3.5

2.0

7.0

8.0

令和元年度実施

受審者数 倍 率

※令和3年度実施はR4.1.31現在の数値

※現職教員等特別選考を除く。

令和2年度実施

受審者数 倍 率

3 過去３年間の倍率

1020

670

198

48

1936

360

76

21

4

461

2397

112

74

10

3

199

40

25

5

1

71

270

9.1

9.1

19.8

16.0

9.7

9.0

3.0

4.2

4.0

6.5

8.9

令和3年度実施

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、審査日程や審査内容等を変更する場合があります。



第１次審査免除

第１次審査一部免除

 免除内容対象者

●高等学校教諭の指定する教科等において、その教科等と関連する職務経験が一定期間以上ある者
社会人経験による一部免除

●過去４年間のうち、本県の臨時教員として24月以上の勤務経験があり、出願時に本県の
  臨時教員として配置されている者

本県の臨時教員経験による一部免除
第１次審査における教職・一般
教養審査を免除

（1）免除制度

（4）大学院修士課程等の名簿登載期間延長
大学院修士課程（教職大学院を含む。）在籍中又は進学予定の者（受審校種・教科の専修免許状取得目的の者に限る。）が、採用候補者名
簿に登載された場合、希望により名簿登載期間を１～３年間延長できます。

（２）特別選考

●「社会人経験による一部免除」の対象者と同じ
●高等学校教諭の普通免許状を有しない者
※第１次審査における教職・一般教養審査を免除

対象者等

次に掲げる手帳等の交付を受けている者
●身体障害者手帳、都道府県知事の定める医師（指定医）もしくは産業医による診断書・意見書
●療育手帳又は知的障害者であることの判定書
●精神障害者保健福祉手帳
　※詳細は募集要項参照。受審に際して配慮を必要とする方には障害の程度に応じて対応。

障害者特別選考

小学校教諭、小・中学校養護教諭、特別支援学校教諭の受審を希望する55歳未満の者で、次のいずれかに該当する者
●現に国・公立学校の教諭等である者で、受審する職種の職務歴が３年以上ある者
●過去に国・公立学校の教諭等であった者で、受審する職種の職務歴が５年以上ある者
（ただし、出願時に、県内の国・公立学校臨時教員として配置されている者については、職務歴を３年以上とします。）
※令和4年９月及び令和5年１月実施予定、1月実施では他の校種についても募集をかける場合があります。
※一般の採用審査とは別日程で実施する面接審査（口頭試問を含む）及び応募書類（課題、実績調書等）により選考
※詳細は別途定める「現職教員等特別選考審査実施要項」参照

現職教員等特別選考

（3）加点制度 （加点得点）
5
30
15

15

10

5
20

10ア
10イ

20ア

10イ

30ア

20イ

20ウ

20ア

10イ

20ウ

20エ

15
10

ア
イ

10エ

15オ

10ウ

①司書又は司書教諭の資格
②臨床心理士の資格
③特別支援学校教諭受審者で、手話通訳士の資格
④小学校教諭受審者で、
　　　ア　中学校教諭の普通免許状（英語）
　　　イ　中学校教諭の普通免許状（英語以外）
　　　ウ　２年以上のALT（外国語指導助手（英語））経験者
　　　エ　海外大学又は青年海外協力隊若しくは在外教育施設等で、２年以上の英語を使用した海外留学・勤務経験のある者
⑤中学校教諭受審者について、次のア・イのいずれかに該当（両方に該当しても可）
　　　ア　中学校教諭の普通免許状（１つ以上の他教科）
　　　イ　小学校教諭の普通免許状
⑥特別支援学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭の普通免許状
⑦英語に関する資格（次のアからオまでのいずれか１つについて申請可）
　●中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校中学部・高等部教諭の英語の受審者
　　　ア　英検１級合格者、TOEFL iBT95点以上又はTOEIC945点以上取得者
　　　イ　英検準１級合格者、TOEFL iBT72点以上又はTOEIC785点以上取得者
　●小学校教諭、特別支援学校小学部教諭の受審者
　　　ウ　英検準１級以上合格者、TOEFL iBT72点以上又はTOEIC785点以上取得者
　　　エ　英検２級合格者、TOEFL iBT42点以上又はTOEIC550点以上取得者
　●上記以外の受審者
　　　オ　英検準１級以上合格者、TOEFL iBT72点以上又はTOEIC785点以上取得者
⑧スポーツの実績（次のアからウまでのいずれか１つについて申請可）
　　　ア　高等学校卒業以降、オリンピック（パラリンピック）、世界選手権（世界選手権に相当する障害者の大会）に日本代表として出場
　　　イ　高等学校卒業以降、アジア大会（アジア大会に相当する障害者の大会）に日本代表として出場
　　　ウ　高等学校卒業以降、国民体育大会で入賞
⑨中学校教諭の保健体育の受審者で、剣道、柔道及び相撲のうちの１つ以上について三段以上の段位取得者
⑩小学校教諭又は中学校教諭の理科の受審者について、理数系教員（ＣＳＴ）養成拠点構築プログラムを修了した者
⑪ＩＢ（国際バカロレア）教員資格認定者（次のア・イのいずれか１つについて申請可）
　　　ア　ＩＢ　ＡＣＴＬ
　　　イ　ＩＢ　ＣＴＬ
⑫国際貢献活動経験者
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」、「シニア海外ボランティア」、「日系社会青年ボランティア」、
「シニア日系社会ボランティア」として、２年の任期を満了する派遣経験者
※第１次審査及び第２次審査の合計点にそれぞれ加点します。　※取得見込みは不可。詳細は募集要項でご確認ください。

第１次審査を免除
ただし、専門教養及び適性検査は、
第２次審査の選考資料として活用
するため受審が必要

4 高知県の特色ある採用制度

次のいずれかに該当する者（同一校種・教科での受審に限る）
●国・公立学校の正規の現職教員
●国・公立学校の正規の教職経験が３年以上ある元教員
●任期付教員名簿登載者で、本県の任期付教員または臨時教員として１月以上の発令を
　受けている者（任期付教員特別選考での名簿登載者を除く）
●前年度の第１次審査に合格し、本県の臨時教員として１月以上の発令を受けている者（注）
（注）令和3年度実施採用審査における第１次審査免除者は、対象にならない。
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（１）受審する職種・校種及び教科等の普通免許状を取得していること（社会人特例出願を除く）

（２）昭和4８年４月２日以降に生まれた者（現職教員等特別選考は昭和 4３年４月２日以降） 

●特別支援学校小学部…次の①と②の免許状を所有する者
①特別支援学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭の普通免許状
②小学校教諭の普通免許状
※令和３年４月以前に大学等を卒業している者については、②のみを有している者でも受審することができます。
　その場合は、採用後は早期に特別支援学校教諭の普通免許状を取得しなければなりません。

●特別支援学校中学部・高等部…次の①と②の免許状を所有する者
①特別支援学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭の普通免許状
②中学校教諭又は高等学校教諭のいずれかの普通免許状
※令和３年４月以前に大学等を卒業している者については、同一教科の中学校教諭及び高等学校教諭の両方の普通免許状を有する者に限り、
①を有していなくても受審することができます。その場合は、採用後は早期に特別支援学校教諭の普通免許状を取得しなければなりません。

5 受審資格として必要な免許状（取得見込みを含む）等

初 任 者 研 修

２年経験者研修
３年経験者研修

７年経験者研修

中堅教諭等
資質向上研修

チーム協働研修

7 研修

休暇制度など
■年次有給休暇　８日（４月～８月）20日（９月～翌年８月）［繰越あり］ ■特別休暇（結婚休暇（５日）、産前産後休暇（各８週）、配偶者出産休暇（３日）、
男性の育児参加休暇（５日）、夏期休暇（５日）、忌引きなど）■病気休暇（原則90日以内）■介護休暇（６月以内）■育児休業（子どもが３歳になるまで）など

初任給等初任給等

小・中学校教諭等

高等学校教諭等

特別支援学校
教諭等

  大学卒 207,900円

185,400円

207,900円

182,800円

207,900円

182,800円

8,316円

7,416円

8,316円

7,312円

8,316円

7,312円

2,600円

2,300円

2,600円

2,200円

2,600円

2,200円

218,816円

195,116円

218,816円

192,312円

228,171円

200,538円

9,355円

8,226円

短大卒

大学卒

短大卒

大学卒

短大卒

給料月額　 教職調整額  給料の調整額  教員特別手当  合  計

※小・中学校教諭で、特別支援学級の担任の場合は、給料の調整額が支給されます。

※

6 教員の勤務条件（令和4年4月現在）

●教職員・福利課ホームページ　https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310601/
●高知県庁本庁舎県民室 高知市丸ノ内１丁目2-20   TEL 088-823-1111
●本部教科研究センター 高知市大津乙181 高知県教育センター本館２階 TEL 088-866-3903
●東部教科研究センター 安芸市矢ノ丸1-4-36 高知県安芸総合庁舎４階 TEL 0887-34-8051
●中部教科研究センター 吾川郡いの町枝川2410-7高知県中部教育事務所１階 TEL 088-893-6597 
●西部教科研究センター 四万十市中村山手通19高知県幡多総合庁舎３階 TEL 0880-35-6251 

 

8 過去問題の閲覧（教職・一般教養、専門教養）

諸手当等（月額）支給基準に該当する場合は、次の手当が支給されます。
交通機関（電車・バス等）利用の場合　上限56,200円
交通用具（自動車・バイク等）利用の場合　上限36,800円

家賃が月額23,000円以下の場合 家賃額－12,000円
家賃が月額23,000円を超える場合
（家賃額－23,000円）×1/2＋11,000円
（100円未満切捨）（上限27,000円）

期末手当・勤勉手当（年２回）など

通勤手当

扶養手当

住居手当

その他

配偶者、父母等/6,500円　子/10,000円
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高知県外から応募される方向けのサポート情報

育児休業及び配偶者同行休業の代替に係る任期付教員採用候補者選考審査を実施します。

高知県教育委員会では、新規採用予定者からの住居等に関する相談に対応しています。
～暮らし情報の提供、住まい探しほか～
　高知県での暮らし・住まいに関する情報を知りたい方は、高知県の無料会員制度「高知家で暮らし隊」に
ご登録ください。移住・交流コンシェルジュが全力でサポートするほか、交流会などのイベント情報の
提供や移住者優遇ローンなどの特典が受けられます。詳細については、高知県 U・I ターンサポートメ
ディア「高知家で暮らす。」をご覧ください。

　正規教員の募集に併せて、育児休業または配偶者同行休業を取得する教員の代替として勤務する任期付教員の採用選考審
査を実施します。正規教員と同様の職務に従事し、任期が定められること以外、勤務条件（給与、勤務時間、休暇及び服務等）に
ついても原則として同様の扱いになります。

高知家で暮らす。



募集要項は
３月中旬
アップロード

高知県 教職員・福利課

高知県の求める教員像

募集要項の請求について 令和4年3月中旬から配布開始 令和4年度臨時教員募集について

　

　

高知県教育委員会事務局　教職員・福利課 人事企画担当
〒780-0850　高知県高知市丸ノ内1-7-52　FAX.088-821-4725

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310601/

TEL.088-821-4903

■職務内容
　期限付講師は、公立小・中学校、県立学校の補充教員として勤務
　時間講師は、県立学校の教科・科目の授業時間だけ勤務
■雇用期間
　期限付講師は、産休・育休・病休等の補充の期間（最長約１年間）
　時間講師は、最長約1年間、週あたり数時間から十数時間まで
■応募要件
　採用時において有効な教員免許状を有する人
■待遇
　公立学校職員の給与に関する条例に準じて支給します。
　期限付講師の場合…大学新卒（22歳）で基本給約20万円、その他諸手当あり
　時間講師の場合…時給約3千円
■提出期間
随時募集しています。

■詳細は高知県教育委員会事務局　教職員・福利課のホームページにて掲載

■募集要項は、以下の窓口で配布しています。
□高知県教育委員会事務局　教職員・福利課
　高知市丸ノ内1-7-52　高知県庁西庁舎2階…TEL.088-821-4903
□高知県庁本庁舎　募集要項コーナー
　高知市丸ノ内1-2-20…TEL.088-823-1111
□高知県教育センター
　高知市大津乙181…TEL.088-866-3890
□高知県東部教育事務所
　安芸市矢ノ丸1-4-36…TEL.0887-34-3591
□高知県中部教育事務所
　吾川郡いの町枝川2410-7…TEL.088-893-6166
□高知県西部教育事務所
　四万十市中村山手通19…TEL.0880-35-5981
□高知県東京事務所
　東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ダイビル７階…TEL.03-3501-5541
□高知県名古屋事務所
　愛知県名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル４階…TEL.052-251-0540
□高知県大阪事務所
　大阪府大阪市中央区本町2-6-8 センバセントラルビル1階…TEL.06-6244-4351
◆教職員・福利課のホームページからもダウンロードできます。

高知県では、様々な教育課題の解決に意欲的に取り組み、子どもたち一人ひ
とりの思いや願いを大切にし、可能性を伸ばしていこうとする人を求めてい
ます。皆さんの教育に対する情熱を、ぜひ「高知の教育」で活かしてください。

詳細は、高知県教育委員会ホームページをご覧ください。

第3期高知県教育振興基本計画〈計画期間：令和2年度～5年度（4年間）〉

基本理念 子どもの成長

チーム学校の推進

厳しい環境にある子どもへの支援や
子どもの多様性に応じた教育の充実

デジタル社会に向けた教育の推進

地域との連携・協働

就学前教育の充実

生涯学び続ける環境づくりと
安全・安心な教育基盤の確保

Ⅰ
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不登校への総合的な対応
学校における働き方改革の推進
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６つの基本方針に関わる横断的な取組

6つの基本方針

専門力 教育の専門家として、教科指導力、児童生徒に対する理解力、指導力、集団
指導力の向上に取り組む意欲のある人

使命感と誇り

社会人

 大西 祐介 教諭
香南市立
野市小学校

小
学校

　過去問の解説を自分で作り、ノートにまとめてい
きました。それによって問題への理解を深めて対策
をしていきました。2次の面接や模擬授業の対策は、
校長先生や教頭先生などの先生方にお願いをして、
自分に足りない部分を確認していただき、足りない
部分を補うことができるように対策をしていきました。

　教員の仕事をしていると生徒や先生とのかかわりがとても楽し
く、自分自身も成長していると実感できると思います。努力をし
ないと自身の希望を実現することは難しいと思うので、頑張って
ください。

　高知県の採用審査に向けてたくさんの努力をしていることと思いま
す。今、全力で頑張った経験や共に高め合い競い合っている仲間が、
今後の教員としての生活の支えになります。やりきって良かったなと思
えるよう、諦めず最後まで頑張ってください。

　大学の友人に高知県出身の人が多かったからで
す。多くの高知県出身の人と関わることで高知県
民の人柄の良さに好感を持ちました。また、学生
時代に何度も高知に訪れ、自然と「ここで仕事を
してみたい」と思うようになりました。

　私は、採用試験までの見通しを持つことがとて
も重要だと思います。採用になるために、今、自
分自身が試験科目に対してどれぐらいの力を持って
いるか、現状の把握をすることが、教員採用試験
対策を効率よく進めるために大切なことではないか
と思います。

　教員として現場に立つと、大変なことが多く、
自分の力のなさを不甲斐なく感じ、つらくなる日も
多いです。しかし、子どもたちの笑顔や頑張る姿
を見ると、苦しさや辛さが吹き飛びます。子ども
たちの成長を見ると「頑張ってよかった」「教員に
なってよかった」と心から思います。

　教員として大切なのは、子どもをいかに伸ばせるかということだと思
います。でも、わからないこと、できないことがたくさんあります。相
談をすれば、管理職や指導主事、先輩の先生方が助けてくださるので
積極的に質問し、コミュニケーションをとっていくことをとても大切に
しています。

　私が中学生の時、当時ご指導くださった先生に
憧れて教員を志すようになりました。その中で、こ
れからの社会を担う高知県の子どもたちの成長に携
わり、将来必要とされる力を身に付けるための支援
をすることに大きな魅力を感じたことから、高知県
の教員を志願しました。

　私が努力したことは、人前で話すことへの苦手意
識の克服です。大学時代は模擬授業に限らず、機
会があれば積極的に人前に立って話すことを心掛
け、苦手の克服に努めました。また、現在の高知
県の子どもの姿を具体的にイメージし、その中で自
身ができることは何かを考えながら、試験勉強の目
的を意識するようにしていました。

　教職員同士で連携することの大切さ、子ども一
人ひとりに真摯に向き合うことの重要さを日々感じ
ています。子どもの前向きな成長を支援していくた
めに、日々の様子の見取りや、周りの先生方から
の助言があってこそ実現できるのだということを、
日々実感しています。

　子どもたちに寄り添い、常に前向きな言葉がけをすることを大
切にしています。普段から、子どもたち一人ひとりの表情をしっ
かりと見取り、その中で小さな変化を見逃さないようにし、毎日
を安心して過ごしてもらえるよう心掛けています。また、子どもた
ちのやる気を引き出せるような声がけを行うよう意識しています。

　まずは諦めずに進み続けることが大切ではないかと思います。
教員生活は大変なことも多いですが、共に働く周りの先生方は
優しく、困ったことは何でも相談に乗ってくださいます。また地
域の方も、子どもたちの健やかな成長を願い、温かく見守ってく
ださっています。ぜひ、高知県で一緒に先生をしましょう。

　生まれ育った高知で、これまでいろいろな方々と
深めてきた交流や経験を生徒に還元したいと思った
からです。教員を目指すようになったきっかけは、高
校の時、友人に理科の勉強を教えていて理解しても
らえたことがうれしく、教員という仕事を志望するよ
うになりました。

　仕事をするうえで、大切にしていることはコミュニケーションで
す。生徒には質問や疑問を投げかけやすくなるような環境づくり
を意識しています。先生方には支えてもらっていることが多いの
ですが、積極的に意見交換をし、わからない部分は質問するなど、
自分が役に立てることが何かないかを確認しながら、協力して仕
事に取り組んでいます。

　生徒や先生、地域の方々と多く関われるので、自
分が知らない多くのことを学べると実感しています。
大変なことは授業です。生徒が理解し、教科の内容
に興味や関心をもってもらえるように ICT、機器の活
用や発問の仕方など試行錯誤しながら行っています。

 森下 真帆 教諭南国市立
香長中学校

高
等学校

 門田 耕治 教諭高知県立
春野高等学校

 岩田 壮平 教諭安芸市立
井ノ口小学校

現職

【現職教員等特別選考編】

　地域や自然に関する行事がたくさんあることが大きな魅力です。
今年度は宿泊学習で子どもたちと一緒に、きれいな景色を観たり、
自然に触れたりすることができました。

　高知県は、メンター研修など独自の研修があり、
若年層の育成に力を入れています。また、クラブ
活動で地域の人がボランティアで来てくれるなど、
地域とのつながりを生かした教育ができることも
特色だと思います。

　児童理解を深めるために「子どもに寄り添う」
ことを大切にしています。遊ぶときは子どもと共に
遊び、話をするときは子どもの話をきちんと聞いて
から、同じ目線で話をすることを心がけています。

　他県で教員生活を送るなかで、自分が小学生のとき過ごしたよう
に自然豊かな地域で、のびのびとした学校生活を子どもと一緒に送
りたいという思いが強くなりました。そんなとき現職教員の特別選
考があることを知り、異動のタイミングでもあったため受審しました。

　明るく元気な子どもたちと毎日過ごすことができ
て、とてもやりがいを感じます。また、子どもの
成長を間近で感じられるのも大きな魅力です。高
知県にしかない、自然や地域との関わりを感じな
がら、ぜひ一緒に高知県で働きましょう。

生徒にと
って実践

的な

学びを支
援できる

ように

なりたい
と思って

います。魅力ある先生
に

なることが私
の夢です。

子ども達が郷土へ愛着を持てるような活動や授業での取組を行っていきたいです。

中
学校

　高校生の頃にお世話になった養護教諭に憧れ、
養護教諭になりたいと思いました。生涯にわたっ
て子どもたちの健康を大切にしている高知県で、
子どもたちを支援していきたいと考え、志願しま
した。

　1次試験では、とにかく1問でも多く点数をとれ
るよう、繰り返したくさんの問題を解きました。2
次試験では、大学の先生や友人に模擬授業や面接
を見ていただいたり、アドバイスをいただいたりし
ながら、何度も練習をしました。学校ボランティア
や部活動など、様々な経験をしてきたことが、面接
でいかせたと思います。

　たくさんの人に支えていただいていることを強く
感じています。子どもたちには毎日元気をもらい、
周りの先生方にはいろいろなことを教えていただ
いています。子どもの心身の健康を支えていける
よう、1 人職であるという自覚と責任をもって仕事
をしていきたいと思います。

　周りの人とコミュニケーションをとることを大切にしていま
す。子どもの心身の変化を敏感に感じ取るためには、日ご
ろの様子を把握しておく必要があると思います。そのため、
子どもと日常生活の様々な場面でコミュニケーションをとった
り、周りの先生方に子どもの様子を教えていただいたりしな
がら、子どもの変化に素早く気付けるように意識しています。

　教員採用試験に向けて不安な
こともたくさんあると思います
が、勉強していることやこれま
での経験、そして、これからの
経験が教員採用試験にも、その
後の教員生活にもいかせると思
います。自分を信じていろいろ
なことにチャレンジしながら、最
後まで頑張ってください。

養
護教諭

 橋本 理香 養護教諭
いの町立
吾北中学校
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仕事をするうえで
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は

コミュニケーション
です。

　生徒の実態を読み取る目を育てたり、適切な支援
をしたりするためには、まだまだ研鑽が足りないと悩
むこともありますが、周囲の先生方に支えていただ
いています。そんな先生方や保護者の方と生徒の
ちょっとした成長を一緒に喜ぶ瞬間はとても楽しく、
もっと頑張ろうと思うと同時に、教師になって良かっ
たと感じています。

　誰に対しても敬意をもって対応することを大切にしています。
子どもに寄り添い、信頼関係を築くことがより良い学びに繋がっ
ていくと信じています。また、生徒の些細な変化を見逃さず、
気づいたことを周囲の先生方や保護者の方と共有することで、
適切な支援ができると思い、大切にしています。

　採用試験に向けて大変なことや不安な
こと、くじけそうになることもあると思い
ます。しかし、ここが踏ん張りどころです。
様々な思いを経験することも、将来を担
う子どもたちに寄り添って指導していく上
で、大切なことだと思います。自然豊かで、
人と人との繋がりを大切にする県民性の
高知県で、ぜひ一緒に先生をしましょう。

　期限付講師として障害のある子ども達と日々を過
ごす中で、子どもたちと共に試行錯誤しながら自らも
成長できることに喜びを感じ、一人ひとりの力を伸ば
せる教員になりたいと強く思いました。そして、教員
をするのであれば、生まれ育った高知県でこれからを
担う子どもたちの力になりたいと思い、志望しました。

　１次試験では専門教養の配点が高く、音楽の幅
広い知識が出題されるため、特に力を入れて勉強し
ました。また、実技審査の練習も並行して行いました。
２次試験では、所属校での日々の授業で、生徒一人
ひとりが分かる授業を考え、自分の授業を見直し、
改善しようと取り組みました。また、学習指導要領
を読むことは、今でも役立っています。

特
別支援学校

 伊藤 衣未 教諭高知県立
中村特別支援学校

生徒一人ひとりの力を伸ばし、
社会の中で生きていく力を

身につけられるようにしたいです。


