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出願期間

千葉県教育委員会

問合せ

過去の選考問題
千葉県文書館にて、平成30年

度実施以降の問題と解答の閲

覧・コピーが可能です。

【千葉県文書館】

行政資料室

〒260-0013

千葉市中央区中央4-15-7

電話 043-223-2658

令和３年度採用選考 変更点及び新たな取組

教職教養筆答問題の改善

障害者特別枠での

選考を行っています
身体障害者手帳、精神障害

者保健福祉手帳、療育手帳

を所有し、児童生徒の教育

に意欲のある方を対象に、

選考を実施しています。志

願手続きについては、実施

要項で確認してください。

待遇

（１）初任給（新卒の場合） R1実績 （２）賞与

（３）勤務条件

〇厚生事業
人間ドックや各種検診の受診補助等の健康管理及び宿泊施設・

保養施設、指定遊園施設の利用補助、また、各種セミナー等を

行っています。

福利厚生（共済・互助会）

〇主な給付
療養の給付・傷病手当金・育児休業手当金等の短期給付と、

老齢・障害・遺族厚生年金等の長期給付があります。教職員

が安心して勤務できるように、種々の給付を行っています。

小学校 肝付 教諭

（鹿児島県出身）

□期末手当
□勤勉手当 年２回（６月、12月）

年２回（６月、12月）

□勤務条件
□休日等

１週間に38時間45分
土・日曜日、祝日、年末・年始
年次休暇（20日）、療養休暇、看護休暇、特別休暇
（夏季、慶弔、結婚、出産、育児、ボランティア等に
よる休暇）、育児休業等。
※千葉県と千葉市では休暇の名称や内容に違いがあ
るものもあります。

□休暇等

【令和元年度実施の採用選考結果】

ちばの教員採用候補者選考の情報をツイッターで発信

しています。採用選考に係る様々な情報が届きます。

ぜひ、ご活用ください。

小・中・高等学校 特別支援学校
修士課程修了 267,613円 279,063円
大学卒 242,569円 252,951円
短期大学卒 217,057円 226,348円
初任給には、給与＋教職調整額＋地域手当＋教員特別手当を含む。地
域手当は、千葉県採用者の場合で算出し、特別支援学校は給与の調整
額を含む。
※通勤手当、扶養手当、住居手当なども支給されます。
※待遇は千葉県と千葉市で異なります。

元教諭特例選考の志願要件緩和

栄養教諭選考区分の新設

新たな県外臨時会場の設置

小学校英語教育推進枠の拡大

第１次選考

千葉市教育委員会 検索

教職教養が変わります！実施時間を３０分とし、出題範囲等を

ホームページ等でわかりやすく示します。

育児・看護等で退職された方の元教諭特例選考の志願要件を

緩和します。

関西～東海地域の志願者が受験しやすい、交通の利便性の

高い会場を計画しています。

英語教育推進枠の志願要件を緩和します。

これまで個別に行っていた栄養教諭選考を教員採用候補者

選考の一つの区分として、他の区分と同様に選考を行います。

変更点及び新たな取組等、

詳しくは、実施要項をご覧ください。

令和２年７月12日（日）

令和２年４月２日（木）～５月12日（火）

志願者数 合格者数

1,985 870

中学校 17 14

321 131

615 103

426 116

355 94

125 31

56 26

739 77

73 23

一般選考 294

特別選考 38

土木造園 2 1

食品製造 3 1

園芸 9 2

畜産 1 0

電気 12 3

機械 9 2

工業化学 4 2

建設 3 2

44 9

39 3

11 1

23 5

2 1

2 2

479 157

一般選考 326

特別選考 18

6,031 1,834

校種・教科・科目

117

小　学　校

技　術

中・高共通

国　語

社　会

数　学

理　科

音　楽

美　術

保健体育

家　庭

英語　　　　

41

高等学校

農業

工業

商　業

書　道

福　祉

情　報

合　　計

水　産

看　護

特別支援教育

養護教諭

「チーバくん」



７つの施策展開の方向性

【目指すべき子どもの姿】

【教育目標】

夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ

豊かな人間性を育てる

信頼される教職員が

子どもと向き合う環境を整える
子どもの学びを支える

環境を整える

健やかな体を育てる

確かな学力を育てる

多様な教育的支援の

充実を図る

千葉県教育の基本方針

ちば！教職たまごプロジェクト

学生のための教師未来塾

初任者研修

中堅教諭等資質向上研修Ⅰ
（８～１０年目）

専門研修（２９～３０年目）

選考「長期研修」
教育専門職として資質能力を高め、本県のリーダーを育成する

ために、大学・大学院・教職大学院・企業等に派遣します。

希望研修「若い教師のため

のあすなろ塾」
若い先生の悩みや課題を解決し、

教師に求められる資質や指導力を

磨きます。

希望研修「中堅教員サポート塾」
学校運営の中核を担うミドルリーダーとしての

資質能力を高めます。

★豊かな人間性や道徳心

★確かな学力と夢や希望を持って歩んでいく姿勢

★健康・体力と困難や逆境を乗り越えていく力

★郷土と国を愛する心、日本人としての誇りと

グローバル化への対応力

★愛情と熱意にあふれた質の高い教員の育成

★地域社会全体で子どもたちを育成する体制づくり

【千葉県の教育の振興に関する大綱】

採用前研修

・人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員

・高い倫理観をもち、心身ともに健康で、明朗、快活な教員

・幅広い教養と学習指導の専門性を身に付けた教員

・幼児児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員

・組織の一員としての責任感と協調性をもち、互いに高め合う教員

小学校 東京都出身

真鍋 教諭

小学校 愛知県出身

村瀬 教諭

小学校 宮崎県出身

松下 教諭

高等学校 長野県出身

北條 教諭

小学校 千葉県出身

西郡 教諭
子どもたちは、できなかったことが

できるようになった時に、輝くような

笑顔を見せます。共に喜び合い、成長

していく姿を間近で見られることに

教員としてのやりがいを感じます。

「どうやったら私の思いが子どもたちに

伝わるのかな」と日々考えながら過ごして

います。そんな思いが子どもたちに届いた

ときには、最高の喜びが感じられます。

「おはようございます！」という子ども

たちの元気な挨拶が私のエネルギー源。

子どもたちの成長や変化を間近に見ると

「教員になれてよかった」と思います。

夢だった養護教諭として、子どもたちの

心身の成長に携われることに日々幸せを

感じています。子どもたちのかわいい

笑顔を見ると、「この子たちのために

頑張りたい！」と心から思います。

「わかった！」「できた！」と喜ぶ

笑顔が教室に溢れると、教師としての

やりがいを感じます。子どもたちと

共に学び、共に成長しながら教員生活

を送れることは幸せなことです。

大変なことも多いですが、自分が

時間をかけて準備したものに対して、

生徒たちが笑顔で活動している

ところを見ると自分はこのために

教員になったんだなと思います。

日々の生活、授業、部活動

など様々な場面で生徒と共に

考え、たくさんの事を学んで

います。

生徒の変化、成長を身近で

感じられるとてもやりがいの

ある仕事です。

特別支援学校 千葉県出身

菅井 教諭

地域社会全体で

子どもの成長を支える

ステージⅢ【充実期】

チーム学校をリードする

自覚と資質能力の向上

ステージⅡ【発展期】
ミドルリーダーとしての

自覚と資質能力の向上

ステージⅠ【成長期】

学級・教科担任等としての

自覚と資質能力の向上

２年目研修

３年目研修

中堅教諭等資質向上研修Ⅱ
（１８～２０年目）

【先生の魅力】 【働き方改革に

ついて】

嬉しいとき、怒ったとき、もっとやり

たいとき、楽しいとき…子どもたちの

コロコロ変わる表情は、私たちに

たくさんのことを教えてくれます。

なかでも、笑った顔は特別です。

子どもたちの笑顔のすぐそばに

いられる毎日に幸せを感じています。

【参考】
○校外研修 15日

○校内研修 210時間以上
（授業研究１回以上を含む）

特別支援学校 茨城県出身

増田 教諭

中学校 千葉県出身

西澤 教諭

日々変化する子どもたちの心と向き合い、

共に悩み、共に必死になれる事が幸せ

です。「仲間と支え合い、何かに没頭し

一生懸命になる姿を近くでサポートする

ことができる」こんな最高な仕事は他には

ありません。

中学校 千葉県出身

宮脇 教諭

夢が叶い高校の教員となることが

できました。日々の業務は楽なもの

ではありませんが、生徒たちの成長

や笑顔を見ると元気が貰え、また

頑張ろうという気持ちになります。

高等学校 千葉県出身

小松 教諭

「先生になる」という夢を叶え、日々充実して

います。子どもたちが初めてのことや苦手な

ことに挑戦、経験し、成長していく姿に、これ

まで何度も心を動かされました。今後も子ども

たちに寄り添い、共に成長していきたいです。

小学校 千葉県出身

立川 養護教諭

教員として働く魅力ややりがいについて、先輩の先生が教えます！


