
令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）の実施について 
 

 

１  面接、技能・実技試験及び専門試験（技能・実技試験）の日程について 

  試験期日・会場及び集合時間等については、試験区分・教科（科目等）によって異なります。詳細は、

別紙、日程表を確認してください。 

 ※併願により受験する者については、志願する試験区分の日程と異なる日程での受験が必要となる場

合があります。併願する試験区分・教科（科目等）による受験の有無、日程及び試験内容等を確認し

てください。 

 

２  当日の携行品等 

（１）筆記用具 

（２）受験票 

（３）専門試験（技能・実技試験）に係る携行品（運動着、運動靴、楽譜等） 

   ※詳細は、令和４年６月２日に送信済の「受験票作成依頼メール」に併せて通知した「令和５年度鳥

取県公立学校教員採用候補者選考試験 専門試験（筆記試験）の追加携行品及び専門試験（技能・

実技試験）の詳細内容と携行品について」を参照して下さい。 

（４）昼食（日程に応じ、各自で準備してください。） 

（５）上履き（鳥取県立鳥取湖陵高等学校又は鳥取県立鳥取商業高等学校で受験する者のみ） 

（６）別紙「問診表」（受付時に検温を実施します。試験当日記入の上、受付にて提出してください。） 

※試験期日が２日に渡ることにより、複数枚必要な場合は、各自で必要枚数を印刷してください。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等について 
  ○新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組として、次の点に御協力ください。 

   ・試験前１週間は、会食などの感染リスクが高い行動を避け、県境を越えた移動、不要不急の外出は

控えてください。 

   ・試験当日に発熱がある方、体調のすぐれない方、新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していな

い者、保健所から濃厚接触者として自宅待機の指示を受けている方の受験はお控えください。 

・受付時に別紙「問診票」を提出していただくとともに、検温を実施します。「問診票」は試験当日

に記入後、持参してください。 

   ・試験当日は、屋内ではマスクを着用するとともに、受付等においてアルコール消毒をお願いしま 

す。 

   ・休憩時間においても密集を避け、声を発することは慎んでください。 

・県外から来県・帰県された方は家族であっても食事の時間や場所を分けるなど家庭内での感染予防

を徹底してください。家庭内での感染予防が難しい場合は、ホテル等の宿泊施設の利用も御検討く

ださい。 

・来県前（※県外在住者の方）又は帰県後（※県内在住者の方）にＰＣＲ検査又は抗原定性検査を受

けていただくようお願いします。陰性証明書等は不要ですが、検査を受けたことがわかる記録は大

切に保管してください。  

 ＜参考＞ 

内閣官房「各都道府県の無料検査事業サイト」（https://corona.go.jp/free_inspection/） 

   鳥取県 HP「無料検査の活用について」（https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-muryou-pcr/） 

〇試験終了後の注意 

 後日、受験者の中から新型コロナウイルス感染者が確認された場合には、受験者情報を保健所に提供

する場合があります。保健所等から連絡があった際は、その指示等に従ってください。 

※試験当日に、上記に加えて新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に御協力をお願いすることが 

 あります。 
 

 

 



４ 第二次選考試験結果通知及び提出書類のための電子申請について 

  鳥取県の電子申請サービスのトップページにアクセスしてください。 

  手続き一覧から「令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者第二次選考試験結果用電子申請」を選択し

てください。その際、必ず、出願手続きで使用した利用者IDとパスワードを使用してください。受験票

に記載されている受験番号等を使用します。必要書類等はありません。 

  出願手続きの際と同様に、画面に従って必要な情報を入力し、令和４年９月９日（金）午後５時までに

申請してください。第二次選考試験結果用電子申請をされない場合、個人別の試験結果が送付されません。 

 

５ 欠席連絡について 

  第二次選考試験をやむを得ず欠席される場合は、令和４年８月２４日（水）までに、鳥取県教育委員会

事務局教育人材開発課へメール又は電話にて連絡をお願いします。 

（第一次選考試験を合格された皆様の受験を、心よりお待ちしております。） 

  〇メールでの辞退方法 

   ・メールアドレス：kyouiku-jinzai@pref.tottori.lg.jp 

・欠席連絡を受理した旨のメールを試験日までに送信します。 

・件名には「【欠席連絡】令和５年度鳥取県教員採用二次試験」、本文には、本人確認のため、①氏名、

②受験番号、③生年月日（和暦）を記載してください。 

〇電話での辞退方法 

・連絡先：０８５７－２６－７５１３ 

・本人確認のため、①氏名、②受験番号、③生年月日（和暦）を担当者にお伝えください。 

 

６ その他 

（１）個人面接には場面指導を、集団面接にはグループワークを含みますが、詳細等については、試験当日 

に説明します。 

（２）令和４年度Ｂ登載者及び特別選考Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵの受験者は、適性検査を実施します。日程は当 

日お伝えします。 

○特別選考Ⅱ スポーツ・芸術の分野で秀でた者を対象とした選考 

○特別選考Ⅲ 現職教諭を対象とした選考 

○特別選考Ⅳ 県内公立学校の講師等を対象とした選考 

○特別選考Ⅴ 教職大学院修了者を対象とした選考 

〇特別選考Ⅵ 英語力に優れた者を対象とした小学校教諭選考 

（３）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策、又は大雨等の自然災害の発生等により、第二次選考試験の

日程等を変更する場合を含め、試験実施に関する情報は鳥取県教育委員会ホームページ及び公式

Twitterに掲載しますので、確認してください。 



試験期日 対象受験番号 受付時間（※） 試験期日 受付時間 試験期日 受付時間等

1041、1061、1071、1094、1095、1097、1100
1201、1215、1224、1225、1259、1348、1390
1437、1438、1443、1502

午前８時から
午前８時２０分まで

1159、1241、1525、1538、1601～1612
午前１１時から
午前１１時２０分まで

1202～1205、1207、1208、1218～1221、1223
1226、1234～1237、1239、1240、1251～1253
1255～1257、1274、1275、1278、1280～1282

午前８時から
午前８時２０分まで

1209、1212～1214、1216、1217、1227～1230
1232、1233、1242、1244、1245、1248～1250
1258、1264、1265、1267、1269、1273、1284
1286～1288、1290、1293

午前１２時１５分から
午前１２時３５分まで

1294、1295、1297～1299、1301、1310～1314
1316、1324～1326、1332、1334、1336、1344
1345、1347、1352～1354、1362～1367

午前８時から
午前８時２０分まで

1302～1307、1317～1322、1337～1340、1342
1343、1355～1360、1368～1373

午前１２時１５分から
午前１２時３５分まで

1374、1375、1377、1379～1381、1391～1393
1395、1400、1403、1416～1421、1426、1428
1429、1433～1435、1440、1442、1447～1450

午前８時から
午前８時２０分まで

1382～1384、1386、1388、1389、1404、1406
1409～1411、1415、1423～1425、1701～1712
1801～1803

午前１１時から
午前１１時２０分まで

1001、1004、1005、1007～1009、1021、1023
1025～1028、1043、1046～1050、1060、1063
1064、1066、1069、1072、1082、1084～1086
1088、1089、1091、1096、1098、1099、1101、
1103

午前８時から
午前８時２０分まで

1013～1016、1018、1019、1029、1034～1038
1051、1052、1054、1055、1057、1058、1074
.1076、1078～1081、1901～1910

午前１１時から
午前１１時２０分まで

1453、1455、1457、1501、1503、1504
1507～1512、1515～1520、1524、1526～1530
1533～1537、1539、1542～1547

午前８時から
午前８時２０分まで

1105、1108、1109、1112、1115、1116
1151～1154、1156～1158、1161、1164～1167
1505、1506、1513、1514、1521、1522、1531
1532、1540、1541、2221、2222、3201、3205
3210、3220、3221

午前１２時１５分から
午前１２時３５分まで

技能・実技試験（ICT活用） 専門試験（技能・実技試験）

令和４年９月２日（金）

令和４年８月２９日（月）

令和４年８月３０日（火）

鳥取県教育センター
（鳥取市湖山町北５丁目２０１）

　
　電話：０８５７－２８－２３２１

（別紙）　　　令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）日程表

面接試験、適性検査
試験会場

教科
（科目等）

試
験
区
分

面接試験、適性検査に同じ

令和４年９月１日（木）

小
学
校
教
諭

令和４年９月５日（月）

令和４年８月２８日（日）

○第一次選考試験において、併願する試験区分・教科（科目等）に合格した方は、当該試験区分・教科（科目等）によっては、別日程で専門試験（技能・実技試験）の受験が必要な場合がありますので
注意してください。

　　※集合後に、当日試験に係る諸連絡を行います。面接試験、適性検査、技能・実技試験（ＩＣＴ活用）（該当試験区分のみ）及び専門試験（技能・実技試験）（該当教科（科目等）のみ）の開始時刻は、受験者ごとに異なります。具体的な時間は
　　　 試験当日にお知らせしますが、待機時間が生じる方や終了時刻が午後５時前後になる方もありますことを御承知ください。



試験期日 対象受験番号 受付時間（※） 試験期日 受付時間 試験期日 受付時間等

技能・実技試験（ICT活用） 専門試験（技能・実技試験）

（別紙）　　　令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）日程表

面接試験、適性検査
試験会場

教科
（科目等）

試
験
区
分

○第一次選考試験において、併願する試験区分・教科（科目等）に合格した方は、当該試験区分・教科（科目等）によっては、別日程で専門試験（技能・実技試験）の受験が必要な場合がありますので
注意してください。

4025、4108、4109、4112、3601、6003
午前８時から
午前８時２０分まで

4102～4106、4601
午前１１時から
午前１１時２０分まで

4107、4110、4111、4113～4115
午前８時から
午前８時２０分まで

4001、1022、1039、1243、1296、1300
午前１２時１５分から
午前１２時３５分まで

4002、4004～4007、4009
午前８時から
午前８時２０分まで

4010～4013、4016、4017
午前１２時１５分から
午前１２時３５分まで

4018～4021、4023、4024
午前８時から
午前８時２０分まで

4701～4706
午前１１時から
午前１１時２０分まで

5001、5003、5015、5021、5023、5028
午前８時から
午前８時２０分まで

5029、5033、5036、5038、5048、5101
午前１１時から
午前１１時２０分まで

5105、5106、5108、5113～5115
午前８時から
午前８時２０分まで

5119、5132、5601、5602、5701、5801
午前１１時から
午前１１時２０分まで

令和４年８月２６日（金）

面接試験、適性検査に同じ

面接試験、適性検査に同じ

令和４年８月２７日（土）

鳥取県教育センター
（鳥取市湖山町北５丁目２０１）

　
　電話：０８５７－２８－２３２１

鳥取県教育センター
（鳥取市湖山町北５丁目２０１）

　
　電話：０８５７－２８－２３２１

令和４年９月１日（木）

養
護
教
諭

令和４年８月２９日（月）

令和４年８月３０日（火）

令和４年８月２８日（日）

特
別
支
援
学
校
教
諭

　　※集合後に、当日試験に係る諸連絡を行います。面接試験、適性検査、技能・実技試験（ＩＣＴ活用）（該当試験区分のみ）及び専門試験（技能・実技試験）（該当教科（科目等）のみ）の開始時刻は、受験者ごとに異なります。具体的な時間は
　　　 試験当日にお知らせしますが、待機時間が生じる方や終了時刻が午後５時前後になる方もありますことを御承知ください。



試験期日 対象受験番号 受付時間（※） 試験期日 受付時間 試験期日 受付時間等

技能・実技試験（ICT活用） 専門試験（技能・実技試験）

（別紙）　　　令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）日程表

面接試験、適性検査
試験会場

教科
（科目等）

試
験
区
分

○第一次選考試験において、併願する試験区分・教科（科目等）に合格した方は、当該試験区分・教科（科目等）によっては、別日程で専門試験（技能・実技試験）の受験が必要な場合がありますので
注意してください。

2002、2004、2006、2009、2012、3001、3002
3004～3007

午前８時から
午前８時２０分まで

2061、2071、2081
午前１１時から
午前１１時２０分まで

2105、2106、2109、2110、2114、2115、2120
2122、2127、2128、2131、3102

午前８時から
午前８時２０分まで

2116～2119、2171、2172、2181、2182、2191
3103、3104、3107、3112、3113、3115

午前１１時から
午前１１時２０分まで

2203、2206、2209、2211、2212、2213、2220
2223、2224、3202、3203、3206、3214、3215
3217、3222、3224

午前８時から
午前８時２０分まで

2218、2219、2261、2271、2272、2273、2281
2282、3208、3209、3212、3213、3227、3229

午前１１時から
午前１１時２０分まで

2314、2317、2319～2322
午前８時から
午前８時２０分まで

2302～2304、2306～2308、2312、2325、2381
3301、3303～3306

午前１１時から
午前１１時２０分まで

中
学
校
教
諭

鳥取県教育センター
（鳥取市湖山町北５丁目２０１）

　
　電話：０８５７－２８－２３２１

令和４年８月２7日（土）

令和４年８月２7日（土）

面接試験、適性検査に同じ

理科

数学

国語

社会

令和４年８月２６日（金）

　　※集合後に、当日試験に係る諸連絡を行います。面接試験、適性検査、技能・実技試験（ＩＣＴ活用）（該当試験区分のみ）及び専門試験（技能・実技試験）（該当教科（科目等）のみ）の開始時刻は、受験者ごとに異なります。具体的な時間は
　　　 試験当日にお知らせしますが、待機時間が生じる方や終了時刻が午後５時前後になる方もありますことを御承知ください。



試験期日 対象受験番号 受付時間（※） 試験期日 受付時間 試験期日 受付時間等

技能・実技試験（ICT活用） 専門試験（技能・実技試験）

（別紙）　　　令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）日程表

面接試験、適性検査
試験会場

教科
（科目等）

試
験
区
分

○第一次選考試験において、併願する試験区分・教科（科目等）に合格した方は、当該試験区分・教科（科目等）によっては、別日程で専門試験（技能・実技試験）の受験が必要な場合がありますので
注意してください。

音楽 2404、2471、3401
午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より
会場：鳥取湖陵高等学校（会場移動）

美術 2502、2504
午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より
会場：鳥取湖陵高等学校（会場移動）

令和４年８月２7日（土） 会場：鳥取湖陵高等学校
　　　　（鳥取市湖山町北３丁目２５０）
　　　　電話：０８５７－２８－０２５０
　　　　（直接集合）
受付：午後１時から 午後１時２０分
試験：午後１時３０分より

2605、2681、3604、3607、3609～3611、3617
3622、3623

午前８時から
午前８時２０分まで

2651、2671、2672、2691
午前１１時から
午前１１時２０分まで

技術 2701、2702、3701
午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より
会場：鳥取湖陵高等学校（会場移動）

家庭 2801、2881、3801
午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後２時より
会場：鳥取湖陵高等学校（会場移動）

英語
2901、2918、2903、2905、2908、2910、2913
2917、2981、2982、3903～3908

午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午前９時３０分より
会場：鳥取湖陵高等学校（会場移動）

中
学
校
教
諭

面接試験、適性検査に同じ

面接試験、適性検査に同じ

令和４年８月２7日（土）

面接試験、適性検査に同じ

面接試験、適性検査に同じ

保健体育

面接試験、適性検査に同じ

面接試験、適性検査に同じ

面接試験、適性検査に同じ

鳥取県教育センター
（鳥取市湖山町北５丁目２０１）

　
　電話：０８５７－２８－２３２１

令和４年８月２８日（日）

令和４年８月２7日（土）

他の試験区分からの中学校教諭（英語）併願者については、次のとおり専門試験

（技能・実技試験）を実施します。

○対象者：受験番号

1071、1095、1100、1201、1259、1390
○受付：午前８時から午前８時２０分まで （鳥取県教育センター）

○専門試験（技能・実技試験）会場：鳥取湖陵高等学校（会場移動）

○試験：午前９時３０分より

〇対象者：受験番号

2605、2681、3604、3607、3609～3611、3617、3622、3623

　　※集合後に、当日試験に係る諸連絡を行います。面接試験、適性検査、技能・実技試験（ＩＣＴ活用）（該当試験区分のみ）及び専門試験（技能・実技試験）（該当教科（科目等）のみ）の開始時刻は、受験者ごとに異なります。具体的な時間は
　　　 試験当日にお知らせしますが、待機時間が生じる方や終了時刻が午後５時前後になる方もありますことを御承知ください。



試験期日 対象受験番号 受付時間（※） 試験期日 受付時間 試験期日 受付時間等

技能・実技試験（ICT活用） 専門試験（技能・実技試験）

（別紙）　　　令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）日程表

面接試験、適性検査
試験会場

教科
（科目等）

試
験
区
分

○第一次選考試験において、併願する試験区分・教科（科目等）に合格した方は、当該試験区分・教科（科目等）によっては、別日程で専門試験（技能・実技試験）の受験が必要な場合がありますので
注意してください。

6001、6004、6005、6008、6011、6012
午前８時から
午前８時２０分まで

6013、6071～6074
午前１１時から
午前１１時２０分まで

6101、6105、6106
午前８時から
午前８時２０分まで

6171、6172、6181
午前１１時から
午前１１時２０分まで

6201、6207
午前８時から
午前８時２０分まで

6208、6210、6281
午前１１時から
午前１１時２０分まで

6301、6304～6306
午前８時から
午前８時２０分まで

6361、6371、6372
午前１１時から
午前１１時２０分まで

6405、6407、6412、6413、6427、6431
午前８時から
午前８時２０分まで

6471～6474、6481
午前１１時から
午前１１時２０分まで

理科
（物理・地学）

6502、6503、6505
午前８時から
午前８時２０分まで

6602～6604、6606
午前８時から
午前８時２０分まで

6671
午前１１時から
午前１１時２０分まで

6703、6705
午前８時から
午前８時２０分まで

6771～6773、6781
午前１１時から
午前１１時２０分まで

鳥取県立鳥取商業高等学校
（鳥取市湖山町北２丁目４０１）

　電話：０８５７－２８－０１５６

高
等
学
校
教
諭

令和４年９月４日（日）

地理歴史
（日本史）

数学

令和４年９月３日（土）国語

地理歴史
（世界史）

地理歴史
（地理）

理科
（化学）

理科
（生物）

　　※集合後に、当日試験に係る諸連絡を行います。面接試験、適性検査、技能・実技試験（ＩＣＴ活用）（該当試験区分のみ）及び専門試験（技能・実技試験）（該当教科（科目等）のみ）の開始時刻は、受験者ごとに異なります。具体的な時間は
　　　 試験当日にお知らせしますが、待機時間が生じる方や終了時刻が午後５時前後になる方もありますことを御承知ください。



試験期日 対象受験番号 受付時間（※） 試験期日 受付時間 試験期日 受付時間等

技能・実技試験（ICT活用） 専門試験（技能・実技試験）

（別紙）　　　令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験（第二次選考試験）日程表

面接試験、適性検査
試験会場

教科
（科目等）

試
験
区
分

○第一次選考試験において、併願する試験区分・教科（科目等）に合格した方は、当該試験区分・教科（科目等）によっては、別日程で専門試験（技能・実技試験）の受験が必要な場合がありますので
注意してください。

6802、6807、6812、6813、6822、6824、6881
午前８時から
午前８時２０分まで

6851～6855、6871～6876
午前１１時から
午前１１時２０分まで

芸術
（音楽） 6901

午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より

芸術
（美術） 7001、7003

午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より

7103、7106、7108、7111、7117、7119
午前８時から
午前８時２０分まで

7161、7171
午前１１時から
午前１１時２０分まで

7201～7204
午前８時から
午前８時２０分まで

7261、7271、7291
午前１１時から
午前１１時２０分まで

7301、7302
午前８時から
午前８時２０分まで

7305、7306、7341
午前１１時から
午前１１時２０分まで

工業
（機械） 7401

午前８時から
午前８時２０分まで

7501、7502
午前８時から
午前８時２０分まで

7503、7504
午前１１時から
午前１１時２０分まで

7702、7703、7705
午前８時から
午前８時２０分まで

7771～7773
午前１１時から
午前１１時２０分まで

情報 7803、7804、7806、7871
午前１１時から
午前１１時２０分まで

鳥取県立鳥取商業高等学校
（鳥取市湖山町北２丁目４０１）
　電話：０８５７－２８－０１５６

令和４年９月３日（土） 8001、8004、8005、8018、8020、8401
午前８時から
午前８時２０分まで

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より

面接試験、
適性検査に同じ

受付：面接試験・適性
　　　　検査に同じ
試験：午後１時３０分より

鳥取県立鳥取商業高等学校
（鳥取市湖山町北２丁目４０１）

　電話：０８５７－２８－０１５６

高
等
学
校
教
諭

保健体育

工業
（電気・電子）

家庭

栄養教諭

令和４年９月４日（日）

商業

農業

令和４年９月３日（土）英語

　　※集合後に、当日試験に係る諸連絡を行います。面接試験、適性検査、技能・実技試験（ＩＣＴ活用）（該当試験区分のみ）及び専門試験（技能・実技試験）（該当教科（科目等）のみ）の開始時刻は、受験者ごとに異なります。具体的な時間は
　　　 試験当日にお知らせしますが、待機時間が生じる方や終了時刻が午後５時前後になる方もありますことを御承知ください。



新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

令和５年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験 

問 診 票 
記載日：令和 ４ 年   月    日 

       

以下について、「あり」または「なし」に〇印をつけて、試験当日に受付に提出してくだ
さい。 

試験当日受付にて、検温を実施します。 

 

１．本日 以下のいずれかの症状がある    （   あり   なし   ） 

・味覚・嗅覚の異常 
・息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感 
 
 

２．１週間以内に 以下のいずれかに該当する （   あり   なし   ） 

  ※該当する場合でも、PCR 検査又は抗原定性検査を受けられ、結果が陰性の場合は「なし」を 
選んでください。 

   

・新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者の方と一緒にいた 
・海外への渡航 

試験区分 
（いずれかに〇印を 
つけてください。） 

教科 
（科目等） 

受験番号 氏名 

小学校教諭  中学校教諭  
高等学校教諭 

特別支援学校教諭 
養護教諭  栄養教諭 

   

鳥取県教育委員会記入欄（受験者は記入しないでください） 
 

 

 


