
※両面印刷し、郵送してください。

１　全ての受験者

提出書類名 要否 確認欄 仕上確認 確認欄

出願時提出書類確認表 氏名は記入しましたか。

証明写真は貼付しましたか。

日付、氏名は記入しましたか。

「宮崎県の教員を志望した理由」は記入しましたか。

「特筆したい活動歴と実績」は記入しましたか。

「特技・趣味・資格・研究記録（卒論・ゼミ等を含む）等を
生かして取り組みたい教育活動」は記入しましたか。

「ＩＣＴを活用して取り組みたい教育活動」は記入しました
か。

「受験上、配慮すべきこと」は記入しましたか。

両面印刷されていますか。

写真票（Ａ） 証明写真は貼付しましたか。

写真票（Ｂ） 証明写真は貼付しましたか。

長形３号の封筒ですか。

３５４円分の切手を貼付しましたか。

「速達」と朱書きしましたか。

（必要数　２通） 封筒は必要数、用意しましたか。

２　一部試験免除による受験申請者

提出書類名 要否 確認欄 仕上確認 確認欄

日付、氏名は記入しましたか。

証明書類は添付されていますか。
※必要な書類は様式１に記載しています。

雇用証明書（様式２） 住所、氏名、受験番号、特別選考種別は記入していますか。

３　加点申請者

提出書類名 要否 確認欄 仕上確認 確認欄

日付、氏名は記入しましたか。

証明書類は添付されていますか。
※必要な添付書類は様式３に記載しています。

※裏面もあります。

これは見本です。出願には使用できません。

特定免許・資格等を所有する者
の加点申請書（様式３）

一部試験免除による受験申請
書（様式１）

出願時提出書類確認表

　次の「提出書類名」及び「仕上確認」について確認し、提出の用意ができている場合、各確認欄に
○印を記入の上、郵送してください。提出不要の書類について記入する必要はありません。
　全ての確認が済んだら、本人確認署名欄（裏面）に氏名を記入してください。
　なお、記入漏れ等がある場合は、受験を認めないことがありますので、十分注意してください。

受験願書

※受験票、健康等に関するチェック票は同封せず、試験当日に持参してください。

返信用封筒



出願時提出書類確認表裏面です。両面印刷してください。

４　特別選考試験申請者

提出書類名 要否 確認欄 仕上確認 確認欄

日付、氏名は記入しましたか。

実績を証明する書類は添付していますか。

日付、氏名は記入しましたか。

これまでの勤務や活動実績について記入しましたか。

日付、氏名は記入しましたか。

他県現職教員、他県元教員及び本県元教員を対象とした特別
選考試験自己推薦書（様式７）、雇用証明（様式８）は添付
していますか。

日付、氏名は記入しましたか。

自己推薦は記入していますか。

雇用証明書（様式８） 住所、氏名、受験番号、特別選考種別は記入していますか。

日付、氏名は記入しましたか。

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
を貼付しましたか。

受験に際し、配慮してほしいことは記入しましたか。
※特にない場合「特になし」と記入してください。

自己推薦は記入していますか。

推薦書（大学卒業予定者は様式10、教職大学院修了予定者は
様式11）は添付していますか。※厳封

本人確認署名

提出書類の要否は、出願登録の際、あなたが登録した内容により判定しています。

【登録内容】

大学卒業予定者を対象とした特
別選考試験自己推薦書兼教職
大学院修了予定者を対象とした
特別選考試験自己推薦書（様
式１２）

障がいのある者を対象とした特
別選考試験申請書（様式９）

社会人を対象とした特別選考試
験申請書（様式５）

他県現職教員、他県元教員及
び本県元教員を対象とした特別
選考試験申請書（様式６）

他県現職教員、他県元教員及
び本県元教員を対象とした特別
選考試験自己推薦書（様式７）

技能・実績申請書（様式４）

併願受験希望

（第２希望）一部試験免除による受験希望

併願（第２希望）受験教科

（第２希望）加点申請希望

受験種別

受験区分・教科（科目）

一部試験免除による受験希望

加点申請希望



写真を貼付し、裏面に日付、氏名を自署し、郵送してください。受験願書は両面印刷してください。

電話１
電話２

〒

から

まで

から から
まで まで

から から
まで まで

から から
まで まで

から から
まで まで

令和６年度　受験願書

これは見本です。出願には使えません。

所在地

職名

ふりがな

勤務先（６つ前） 職名 期間

卒業等区分卒業等年月学部・学科等学校

受
験
番
号

宮崎県教育委員会

性別受験種別

歳

受験区分・教科（科目）
※併願受験の場合「第１希望」となる

生年月日

氏名 年齢

期間

${職名７}

勤務先（３つ前） 職名 期間

${職名８}

${職名６}

勤務先（２つ前）

期間

会場

一部
免除

一部
免除

期間勤務先（７つ前）

他都道府県の教委採用試験受験（予定）
他官公庁・会社等の採用試験受験（予定）

4.0
 ㎝

加点
申請

併願（第２希望）
受験区分・教科（科目）

免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日

mail 緊急

住所

学歴

種別４

１　写真は全面に糊をつ
　け、この欄に貼ります。
２　出願前３か月以内の
　ものとします。
３　上半身、脱帽、正面
　向、本人と確認できる
　ものとします。
４　写真はカラーとしま
　す。
５　写真の裏面に、受験
　区分と氏名を黒字油性
　ペンで記入しておいて
　ください。

免
許
状

教科４

勤務先（現在） 職名 期間

種別１ 教科１ 種別２ 教科２ 種別３ 教科３

勤務先（８つ前） 職名

職名

勤務先（４つ前） 職名 期間

勤務先（１つ前） 職名 職名 期間

3.0㎝

大学院修学継続・進学のための採用延期

電話

期間 勤務先（５つ前）

第一次選考試験

加点
申請

${職名５}

職
歴



受験願書（裏面）です。両面印刷してください。

令和５年 月 日

氏名 （自署）

※記載事項に虚偽があった場合、受験及び採用を取り消すことがあります。

宮崎県教育委員会　殿

　私は、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験を受験したいので、必要書
類を添えて、お願いします。なお、地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条の規定に該当しない
こと、また、書類記載事項に誤りのないことを誓います。

受験上、配慮すべきこと

※出願登録時に入力していない
者は、手書きで記入すること。

懲戒処分歴

（ ）

年月日 処分の内容

宮崎県の教員を志望した理由
　※出願登録時に入力していない者は、手書きで記入すること。

特筆したい活動歴と実績
　※出願登録時に入力していない者は、手書きで記入すること。

特技・趣味・資格・研究記録（卒論・ゼミ等を含む）等を生かして取り組みたい教育活動
　※出願登録時に入力していない者は、手書きで記入すること。

ＩＣＴを活用して取り組みたい教育活動
　※出願登録時に入力していない者は、手書きで記入すること。



4.0
cm

教職教養 実技

※印欄は記入しないでください。

受験番号

氏名

3.0cm

１　写真は全面に糊をつ
　け、この欄に貼ります。
２　出願前３か月以内の
　ものとします。
３　上半身、脱帽、正面
　向、本人と確認できる
　ものとします。
４　写真はカラーとしま
　す。
５　写真の裏面に、受験
　区分と氏名を黒字油性
　ペンで記入しておいて
　ください。

※
出・欠

専門① 専門②

写真を貼付し、郵送してください。

令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験

写真票（Ａ）

受験区分・教科（科目） 併願（第２希望）

これは見本です。出願には使用できません。



4.0
cm

教職教養 実技

※印欄は記入しないでください。

写真を貼付し、郵送してください。

令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験

写真票（Ｂ）

受験区分・教科（科目） 併願（第２希望）

これは見本です。出願には使用できません。

受験番号

氏名

3.0cm

１　写真は全面に糊をつ
　け、この欄に貼ります。
２　出願前３か月以内の
　ものとします。
３　上半身、脱帽、正面
　向、本人と確認できる
　ものとします。
４　写真はカラーとしま
　す。
５　写真の裏面に、受験
　区分と氏名を黒字油性
　ペンで記入しておいて
　ください。

※
出・欠

専門① 専門②



受験票

受験番号

切取線に沿って切り取り、受験当日に持参してください。

　提出された願書等の審査において、疑義が生じる場
合、電話、メールにより連絡をする場合がありますの
で、必ず御対応ください（着信履歴がある場合、必ず折
り返し御連絡ください）。
　なお、審査の結果、申請が認められない場合がありま
すので、ご了承ください。

宮崎県教育庁教職員課　0985-26-7241
※閉庁日等職員が不在の場合は対応できません。

令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験

氏名

第一次選考試験

受験会場

１試験当日は必ず本票を携帯してください。
２試験の開始時刻は実施要項を確認してください。遅刻した場合は
受験を認めない場合があります。
３試験期間中、携帯電話等（外部との連絡機器）を使用することは
できません。
４会場校、近隣の公的機関の駐車場は使用できませんので、公共の
交通機関を利用してください。送迎の場合、会場周辺での乗降は、
交通渋滞のおそれがあるため避けてください。また、送迎目的で商
業施設等の駐車場を使用することがないようにしてください。

併願（第２希望）受験区分・教科（科目）

これは見本です。出願には使用できません。



提出の必要はありません。 （様式１）

受験番号

令和５年　　月　　日
宮崎県教育委員会　殿

氏名 （自署）

該当の免除区分に係る書類を添付のうえ、提出してください。

【臨時的任用講師等】

※改姓により提出する書類と姓が違う場合は、戸籍謄本等の写し等証明するものを添付すること。

【現職教員】

※改姓により提出する書類と姓が違う場合は、戸籍謄本等の写し等証明するものを添付すること。

【本県・他県元教員】

※改姓により提出する書類と姓が違う場合は、戸籍謄本等の写し等証明するものを添付すること。

【英語優遇措置資格を有する者】
該当する資格に係る合格証の写し又は認定証の写し等

※改姓により提出する書類と姓が違う場合は、戸籍謄本等の写し等証明するものを添付すること。

【前年度補欠者】
令和５年度（令和４年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験の第二次選考試験結果の写し
※令和５年度（令和４年度実施）の採用選考試験で受験した受験区分・教科（科目）等に限ります。

※改姓により提出する書類と姓が違う場合は、戸籍謄本等の写し等証明するものを添付すること。

これは見本です。出願には使用できません。

令和６年度　一部試験免除による受験申請書

　このたび、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験において、一部試
験免除による受験を申請します。なお、申請内容の事実に相違ありません。

受験区分・教科（科目）等

一部試験免除区分

※合計で２４月以上の勤務期間が必要です（合計で２４月以上の勤務期間が確認できれば、過去５年間全ての関係書
類を提出する必要はありません）。

※その月の任用期間が１５日以上（休職・育休期間等は除外）ある場合は、１月と数えてください。

※実習助手、学校支援員等、単独で授業を行わない者（特別支援学校教諭等以外）、学校栄養職員としての臨時的任
用は対象外である。不明な時は必ず事前に教職員課に問い合わせること。

雇用証明書（様式２）又は現任校の辞令の写し又は現任校在籍を証明できる身分証明書等の写
し。

平成30年４月１日から令和５年３月31日までの過去５年間における雇用証明書（様式２）又は該
当期間の辞令の写し又は委嘱状の写し。

※その校で２４月以上勤務している者は、原則として「雇用証明書（様式２）」を添付すること。

併願（第２希望）　受験区分・教科（科目）等

併願（第２希望）　一部試験免除区分

※他県現職教員、他県元教員及び本県元教員を対象とした特別選考試験の受験者（雇用証明書（様式８）
を提出する者）は、雇用証明書（様式２）を省略することができます。
※併願受験を希望する者で、第１希望と第２希望受験区分で書類が重複する場合、第２希望受験区分の書
類を省略することができます。

※合計で２４月以上の勤務期間が必要です（合計で２４月以上の勤務期間が確認できれば、過去全ての関係書類を提
出する必要はありません）。

※その月の任用期間が１５日以上（休職・育休期間等は除外）ある場合は、１月と数えてください。

※休職・育児休業等の期間は勤務実績の期間から除外します。

※実用英語技能検定、TOEFL及びTOEICについては、出願時に要件を満たし、かつ、第一次選考試験時に有効なものに
限ります。

雇用証明書（様式２）



提出の必要はありません。 （様式３）

受験番号

令和５年　　月　　日
宮崎県教育委員会　殿

氏名 （自署）

申請項目 点数

申請項目 点数

該当の加点区分に係る、書類を添付のうえ提出してください。
①･･･　修了証明書の写し
②～⑦･･･　免許状の写し又は、免許状取得見込証明書（必要に応じて、更新講習証明書）
⑧、⑨･･･　実施団体又は資格認定協会が発行する証明書の写し
⑩･･･　資格証明書（開封無効）又は資格を証明できる書類の原本若しくは写し
※改姓により提出する書類と姓が違う場合は、戸籍謄本等の写し等証明するものを添付すること。

※免許状取得見込証明書が取得できない場合には、免許状が取得見込みがあることを示す書類として、成績証明書等を提出してください。

⑨英検１級などのＣＥＦＲ　Ｃ１相当（文部科学省が示したもの）以上の英語力を有する者

⑥高等学校情報免許状を所有する者

⑦視覚障がい又は聴覚障がいに関する教育の領域の免許状を所有する者

⑩情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する情報処理技術者試験基本情報技術者試験合格者又は同機構が認
定するこの資格と同等以上の資格取得者

令和６年度　特定免許・資格等を所有する者の加点申請書

　このたび、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験において、特定免許・資格等を所有する
者の加点を申請します。なお、下記の事実に相違ありません。

①司書教諭資格を所有する者

⑧英検準１級などのＣＥＦＲ　Ｂ２相当（文部科学省が示したもの）以上の英語力を有する者

加点項目

受験区分・教科（科目）等

これは見本です。出願には使用できません。

⑩情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する情報処理技術者試験基本情報技術者試験合格者又は同機構が認
定するこの資格と同等以上の資格取得者

合計

②中学校英語免許状を所有する者又は高等学校英語免許状を所有する者※小学校教諭等受験者

③特別支援学校免許状を所有する者

④小学校免許状を所有する者

⑤中学校免許状を所有する者　※中学校教諭等英語を除く

加点項目

①司書教諭資格を所有する者

⑧英検準１級などのＣＥＦＲ　Ｂ２相当（文部科学省が示したもの）以上の英語力を有する者

②中学校英語免許状を所有する者又は高等学校英語免許状を所有する者

併願（第２希望）受験区分・教科（科目）等

合計

③特別支援学校免許状を所有する者

⑤中学校免許状を所有する者　※中学校教諭等英語を除く



提出の必要はありません。 （様式４）

受験番号

令和５年　　月　　日
宮崎県教育委員会　殿

氏名 （自署）

技能・実績等

※提出の際は、本紙を一番上にして、記載順に、大会等の新聞記事、賞状の写し、実績を証明す
るもの（団体の場合、その団体のメンバーであることが証明できるもの）を、クリップ等でまと
めること（ステイプラー不可）。ただし、用紙の大きさはＡ４判、片面印刷で統一すること。

　このたび、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験において、下記種
目・分野等における技能・実績の特別選考試験による受験を申請します。なお、下記の事実に相
違ありません。

受験区分・教科（科目）等

種目・分野等

技能・実績等大会等の名称

これは見本です。出願には使用できません。

令和６年度　技能・実績申請書
（スポーツ特別選考試験・芸術特別選考試験）

特別選考区分

正・補・指導者年・月



提出の必要はありません。 （様式５）

受験番号

令和５年　　月　　日
宮崎県教育委員会　殿

氏名 （自署）

１　出願する教科（科目）等に関する専門的知識や技能に関する資格や免許等

　このたび、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験において、社会人
を対象とした特別選考試験による受験を申請します。なお、下記の事実に相違ありません。

受験区分・教科（科目）等

令和６年度　社会人を対象とした特別選考試験申請書

これは見本です。出願には使用できません。

２　出願する教科（科目）等に関して、これまでの勤務や活動実績について具体的に記入してく
ださい。※出願登録時に入力していない者は、手書きで記入すること。



提出の必要はありません。 （様式６）

受験番号

令和５年　　月　　日
宮崎県教育委員会　殿

氏名 （自署）

次の書類を添付のうえ、提出してください。

１　自己推薦書（様式７）

２　雇用証明書（様式８）

令和６年度　他県現職教員、他県元教員及び本県元教員を対象とした
特別選考試験申請書

これは見本です。出願には使用できません。

※受験区分・教科（科目）等と同じ教科（科目）等において、合計で２年以上の勤務期間（雇用期間から休職・育児
休業等の期間を除いた期間）が必要です（合計で２年以上の勤務期間が確認できれば、過去の関係書類全てを提出す
る必要はありません）。

※休職・育児休業等の期間は勤務実績の期間から除外します。

※その月の任用期間が１５日以上（休職・育休期間等は除外）ある場合は、１月と数えてください。

　このたび、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験において、他県現
職教員、他県元教員及び本県元教員を対象とした特別選考試験による受験を申請します。なお、
申請内容の事実に相違ありません。

受験区分・教科（科目）等

特別選考試験種別



提出の必要はありません。 （様式７）

これは見本です。出願には使用できません。

※出願登録時に自己推薦を入力していない者は、手書きで記入すること。

自己推薦書

令和６年度　他県現職教員、他県元教員及び本県元教員を対象とした
特別選考試験自己推薦書

受験区分・教科（科目）等 氏名 受験番号

特別選考試験種別



提出の必要はありません。 （様式９）

受験番号

令和５年　　月　　日
宮崎県教育委員会　殿

氏名 （自署）

※出願登録時に入力していない場合、手書きで記入すること。

これは見本です。出願には使用できません。

受験に際し、配慮してほしいこと

令和６年度　障がいのある者を対象とした特別選考試験申請書

　このたび、令和６年度（令和５年度実施）宮崎県公立学校教員採用選考試験において、障がい
のある者を対象とした特別選考試験による受験を申請します。なお、下記の事実に相違ありませ
ん。

受験区分・教科（科目）等

【身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し（氏名等が記載されている見開き
のページ全部）　貼付欄】



提出の必要はありません。 （様式１２）

これは見本です。出願には使用できません。

※出願登録時に自己推薦を入力していない者は、手書きで記入すること。

自己推薦書

令和６年度　大学卒業予定者を対象とした特別選考試験自己推薦書兼
教職大学院修了予定者を対象とした特別選考試験自己推薦書

受験区分・教科（科目）等 氏名 受験番号

特別選考試験区分



ふりがな

〒

氏名

簡

易

書

留

折

曲

厳

禁

宮
崎
県
教
育
庁
教
職
員
課

住所

出願封筒貼付用紙

受験区分・教科（科目）等

併願（第２希望）
受験区分・教科（科目）等

人
材
育
成
担
当
　
御
中

令
和
六
年
度
（
令
和
五
年
度
実
施
）

教
員
採
用
選
考
試
験
提
出
書
類
在
中

宮
崎
市
橘
通
東
一
丁
目
九
番
十
号

これは見本です。出願には使用できません。
〒８８０－８５０１



〒

様

点線で切り取って返信用封筒（長形３号サイズ）に貼付してください。

なお、以下に該当する者は必要数の封筒を用意してください。

1 ２通

2 １通

これは見本です。出願には使用できません。

特別選考試験を受験する者

一般選考試験を受験する者

　（差出人）
　〒８８０－８５０１
　宮崎市橘通東１丁目９番１０号
　宮崎県教育庁教職員課　人材育成担当
　（電話：０９８５－２６－７２４１）


