
1 

 

 

令和５年度 神戸市立学校園教員採用候補者選考試験の実施 

－募集人数合計は昨年同様 370名（正規 260名、任期付 110 名）－ 

   
令和５年度（令和４年度実施）神戸市立学校園教員採用候補者選考試験を６月 25日（土）より実施し

ます。また、神戸市育児休業代替任期付教員の選考試験もあわせて実施します。 
 
 

１．スケジュール 

出願受付（電子申請のみ） 

適性検査 

４月 20日（水）10時～５月 20日（金）17時まで 

６月 17日（金）～６月 27日（月）12時（正午）まで 

第１次選考筆記試験 ６月 25日（土） 

第１次選考面接試験 ７月９日（土）～７月 17日（日） 

第１次選考結果発表 ８月上旬 

第２次選考 ８月 16日（火）～９月２日（金） 

第２次選考結果発表 10月上旬 
 

２．実施要項の公開（配布）及び出願受付について 

 実施要項の公開（配布） 

①インターネットでの公開：４月 12日（火）より公開 

【公開場所】 

神戸市立学校教員採用候補者選考試験ホームページ（ダウンロード可能）  

https://www.city.kobe.lg.jp/a55153/shise/shokuinsaiyou/kyouiku/saiyou.html 

②窓口での配布：４月 13日（水）より順次配布予定 

【配布場所】 

教育委員会事務局内教職員課、市役所（１号館及び４号館の 1階案内コーナー）、 

神戸市総合教育センター１階受付、各区役所、各区支所等、神戸市東京事務所 

※郵送を希望する場合 

角２返信用封筒（切手貼付・1 部の場合は 210 円、宛先記入）を同封して、以下の宛先ま

で請求してください。なお、要項の内容はインターネットにて公開するものと同じです。 

 

 

 
 

 出願受付 

【受付期間】 ４月 20日（水）10時～５月 20日（金）17時 

【出願方法】神戸市立学校教員採用候補者選考試験ホームページ 

（https://www.city.kobe.lg.jp/a55153/shise/shokuinsaiyou/kyouiku/saiyou.html）から 

「兵庫県電子申請共同運営システム」にアクセスし、手続きを行ってください。手 

続きの詳細については、実施要項をご確認ください。 

〒６５０－００４４ 神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号 

神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター４階 

神戸市教育委員会事務局 総務部教職員課（任用担当） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a55153/shise/shokuinsaiyou/kyouiku/saiyou.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a55153/shise/shokuinsaiyou/kyouiku/saiyou.html
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３．採用選考の資格要件 

（１）選考区分の出願に必要な普通免許状の所有者又は取得見込みの者（令和５年４月１日まで） 

令和５年４月以降有効な免許状に限る。（免許を取得していても期限が到来している場合は採用を取り消すこ 

とがあります。）ただし、文部科学省が実施する教員資格認定試験による免許状取得見込みの者を除く。 

（２）昭和 38年４月２日以降に生まれた者 

（３）地方公務員法第 16条の欠格条項及び学校教育法第９条の欠格事由に該当しない者 

（４）平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者（心身耗弱を原因とする 

者を除く） 
 

４．出願区分及び出願要件  

選考の種別 出願区分 

（１）一般選考 

一般区分 

特
例
措
置
区
分 

現職教員区分 

社会人経験者区分 

臨時的任用教員区分 

任期付合格者区分 

前年度１次合格者区分 

大学等推薦区分 

（２）障害者特別選考 一般選考に準拠 

（３）離職者を対象とした特別選考  

 

（１）一般選考 

 ＜一般区分＞ 

一般選考を志願する者のうち、上記「３．採用選考の資格要件」を満たし、「特例措置区分の出

願要件」を満たさない者、及び特例措置区分の出願要件を満たしているが区分適用を希望しない者

を対象とする区分。 

 ＜特例措置区分＞ 

一般選考を志願する者のうち、上記「３．採用選考の資格要件」を満たし、且つ、各区分の出願 

要件に該当する者を対象とする区分。※各区分における出願要件は下記の＜参考＞を参照。 

 

（２）障害者特別選考   

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳等の交付を受けている者を対象とする 

選考。出願する選考区分・教科は問いません。 

 

（３）離職者を対象とした特別選考 

本市での正規教員経験を有する者を対象とする選考。（退職勧奨により退職した者は、対象から 

除きます。） 
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５．募集人員 

（１）一般選考 

選 考 区 分 
募集人員 

正規教員 任期付教員 

幼稚園教諭 若干名 若干名 

小学校教諭 110名 
80 名 

小学校教諭(英語コース) 10 名 

中学校･高等学校教諭 100名 20 名 

特別支援学校教諭 30 名 ３名 

養護教諭 ５名 ５名 

栄養教諭 若干名 若干名 

計 260名 110名 

合計 370名 

 

  

 

（参考）令和４年度（令和３年度実施） 

選 考 区 分 
募集人員 合格者数 

正規教員 任期付教員 正規教員 任期付教員 

幼稚園教諭 若干名 若干名 １名 ３名 

小学校教諭 110名 
80 名 

114名 
74 名 

小学校教諭(英語コース) 10 名 ３名 

中学校･高等学校教諭 100名 20 名 94 名 15 名 

特別支援学校教諭 30 名 ３名 28 名 ４名 

養護教諭 ５名 ５名 ５名 ７名 

栄養教諭 若干名 若干名 １名 １名 

計 260名 110名 246名 104名 

合計 370名 350名 

 

選 考 区 分 
募集人員 

正規教員 任期付教員 

幼稚園教諭 若干名 

小学校教諭 
若干名 

小学校教諭(英語コース) 

中学校･高等学校教諭 若干名 

特別支援学校教諭 若干名 

養護教諭 若干名 

栄養教諭 若干名 

（２）障害者特別選考 

（３）離職者を対象とした特別選考 
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※１ 適性検査は点数化せず、面接時の参考資料とします。 

※２ 特別支援学校受験者は、選択した試験区分・教科に実技試験がある場合、その実技試験を受験します。 

 適性検査 
第１次選考 第２次選考 

筆記 面接 筆記 実技 面接 

日程 
６月 17 日(金) 

～27 日(月)正午 

６月 25 日(土) 
７月９日(土) 

～17日(日) 
８月 21 日(日) 

８月 16 日(火) 

～31 日(水) 

８月 16 日(火) 

～９月２日(金) 

一般選考 

一般区分 

適性検査 

※１ 

教職・一般教養 

専門教科 

集団面接 
教職・一般教養試

験で一定点数を

取得した者のみ

受験可 

小論文 

 

 

 

 

◎幼稚園 

◎小学校 

英語コース 

◎中高 

音楽 

美術 

保健体育 

技術 

家庭 

英語 

◎養護 

◎特支※２ 

個人面接 

現職教員 

区分 
免除 集団面接 

社会人経験者 

区分 

専門教科   集団面接 

臨時的任用教員 

区分 

専門教科 集団面接 

任期付合格者 

区分 
免除 免除 

前年度 

１次合格者 

区分 

免除 集団面接 

大学等推薦 

区分 

書類選考に 

より、免除 集団面接 

障害者特別選考 
一般選考に 

準拠 

 選択した出願区分に準拠 

（実技試験は申請により免除される場合があります。） 

離職者を対象とした 

特別選考 
   小論文  個人面接 

６．試験概要 
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７．選考内容 

（１） 第１次選考 

●筆記試験（教職・一般教養、専門教科） 令和４年６月 25日（土） 

試験会場：神戸市外国語大学  

●面接試験 令和４年７月９日（土）～７月 17日（日） 

試験会場：神戸市総合教育センター   

※教職・一般教養試験受験者のうち、一定の点数を取得した者のみ、集団面接試験を行います。    

（２） 第１次選考結果発表  令和４年８月上旬 

（３） 第２次選考      令和４年８月 16日（火）～９月２日(金) 

●筆記試験：小論文 

●実技試験：小学校英語コース…英語による質疑応答・授業場面のロールプレイ 

中学校・高等学校(音楽・美術・保健体育・技術・家庭・英語)、特別支援学校※、 

幼稚園、養護教諭…各選考区分および教科における専門実技等 

      ※志願する教科の内容に従って実施します。 

●面接試験：個人面接（模擬授業・場面指導・面接官からの質疑応答等） 

（４） 第２次選考結果発表  令和４年 10月上旬 

 

＜参考＞特例措置区分における出願要件 

特例措置区分 出願要件 

現職教員 

区分 

※１ ※２ 

次に該当する者 

 令和５年３月 31 日現在、「国立大学法人附属学校園、公立学校園」及び「私立学校園」の現職の教

諭（任用の期限を附さない常勤講師等を含む）として、継続して３年以上（休職、育児休業等により

勤務実態のない期間を除く）の勤務経験を有する者。ただし、受験する選考区分及び教科と同一の教

職経験に限る。（音楽、美術、養護、栄養については、校種不問） 

社会人経験者 

区分 

※１ 

次の①又は②に該当する者 

①  令和４年３月 31 日現在、「法人格を有する同一の民間企業」又は「同一の官公庁等」において、

平成 29年４月１日から令和４年３月 31日の間に、当該企業等に正規従業員・正規職員として、

継続して３年以上（休職、育児休業等により勤務実態のない期間を除く）の勤務経験を有する

者。ただし、上記経験のうち、国立大学法人附属学校園、公立学校園、私立学校園における教諭

（任用の期限を附さない常勤講師等を含む）としての勤務経験は除く。 

②  JICA 海外協力隊（青年海外協力隊、海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会青年海外協力

隊、日系社会海外協力隊、日系社会シニア海外協力隊）又は文部科学省から派遣された日本人学

校又は補習授業校の教員（文部科学省ＨＰに掲載の学校に限る）として、２年以上の派遣経験を

有する者。 

臨時的任用教員 

区分 

※２ ※３ 

次の①又は②に該当する者 

①  平成 31 年４月１日から令和４年３月 31 日迄の３年間に、「神戸市立学校園」にて、臨時的

任用教員として、通算２年以上の勤務経験を有する者。 

②  令和２年４月１日から令和４年３月 31日迄の２年間に、「神戸市立学校園」にて、臨時的任

用教員として、通算１年以上の勤務経験を有し、出願時においても勤務している者。 



6 

 

任期付合格者 

区分 

※４ 

次に該当する者 

 2019 年実施、令和３年度（令和２年度実施）、令和４年度（令和３年度実施）の教員採用候補者

選考において育児休業代替任期付教員として合格し、かつ辞退していない者。ただし、任期付合格

時と同一の選考区分・教科を受験する場合に限る。 

前年度１次合格者 

区分 

※４ 

次に該当する者 

令和４年度（令和３年度実施）教員採用候補者選考で、第１次選考に合格し、第２次選考を有効

に受験して不合格と判定された者。ただし、前年度１次合格時と同一の選考区分・教科を受験する場

合に限る。 

大学等推薦 

区分 

※５ 

次に該当する者 

神戸市立学校教員を第一志望とし、小学校（英語コース含む）、中学校・高等学校教諭（国語、数

学、理科、美術、技術又は家庭）、特別支援学校のそれぞれの校種の資格要件を満たす普通免許状取

得の課程認定を受けている大学、大学院又は教職大学院の学長又は学部長、研究科長が推薦する者。 

※１…第２次選考時に在職・勤務証明等を提出していただきます。在職・勤務期間等の確認ができない場合は、当該選考に 

より取得した一切の資格を失います。 

※２…現職の教諭及び臨時的任用教員には、栄養職員を含みます。 

※３…臨時的任用教員としての勤務形態（常勤か非常勤か）は問いません。（通算の年数にご留意ください。） 

※４…免除の可否は受験票送付時にお伝えします。また、出願時に、第１次選考免除要件を充足した選考試験における自 

身の受験番号を、電子申請の所定欄に入力してください。 

※５…推薦書類の内容を総合的に判断し、対象者（第１次選考の筆記試験を免除し、面接試験を実施する者）を選考しま 

す。書類選考の結果、対象者として認められない場合は、推薦無しの一般区分受験者とみなします。 

 

＜参考＞令和５年度神戸市立学校園教員採用候補者選考試験における主な変更ポイント 

（１）加点制度の拡充  

  「養護教諭」区分の受験者のうち、看護師免許を所有又は取得見込みの者に対し、希望に応じて 

第２次選考の点数に３点（300点満点中）を加点します。 

 

（２）中学校・高等学校教諭区分（保健体育）の第２次選考実技試験の縮小  

中学校・高等学校教諭区分の「保健体育」の第２次選考実技試験のうち、「水泳」及び「選択種 

目（柔道、剣道、ダンス）」を取りやめます。 

 

（３）離職者を対象とした特別選考の同時実施  

本市での正規教員経験を有する者を対象として昨年度より実施している「離職者を対象とした特 

別選考」について、一般選考と同時に実施することとします。なお、本選考は一般選考と別枠で募 

集します（募集人数：若干名）。一般選考及び障害者特別選考と重複して出願することはできませ 

ん。 


