保育士証を有する者の幼稚園教諭免許状取得特例コース

平成29年度 仁愛大学・仁愛女子短期大学 特別科目等履修生(保育教諭特例) 募集要項
保育士証を有する者の

幼稚園教諭免許状取得

特例コース

平成24年8月の認定こども園法の改正により、「学校および児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」
として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。この新たな「幼保連携型認定こども園」は、学校教
育と保育を一体的に提供する施設となることから、その職員となる「保育教諭」は、「幼稚園教諭免許状」と「保育
士資格」の両方を有していることが原則となります。ただし、改正認定子ども園法の施行(平成27年4月以降)から5
年間は、どちらかの免許または資格を有していれば「保育教諭」として就労が可能であるとし、この5年間の経過措
置期間中に、所持していない免許・資格を取得するようにそれぞれ特例措置が設けられました。特例では、幼稚園教
諭や保育士等の実務経験を評価することにより、もう一方の幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得に必要な単位数を
大幅に軽減しています。
なお、この経過措置は、改正認定こども園法の施行後平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間に限り適用される
ものですので、十分ご注意ください。

１．出願資格
幼稚園教諭免許状取得希望の場合、以下の基礎資格および実務経験を有していなければなりません。

取得希望の免許状

幼稚園教諭一種免許状

保育士等としての
実務経験(注)

基礎資格

免許状取得のために
必要な単位数

学士の学位を有し、かつ保育士資格を有する
こと

３年

かつ

勤務時間の合計が

保育士資格を有すること

幼稚園教諭二種免許状 (高等学校を卒業していない場合は、免許状

８単位

4,320 時間以上あること

は取得できません)

(注)実務経験･･･受講の開始時点では必要ありませんが、免許取得に必要な全ての特例教科目を履修し幼稚園教諭免許状を申
請する際には、3年かつ4,320時間以上の勤務時間(実労働時間)の実務経験を充足している必要があります。
なお、基礎資格を有する前の実務経験は含まれません。
実務経験に係る確認やご質問には、お答えすることができません。実務経験については、実務証明責任者も
しくは勤務先または勤務地の保育主管部局に必ず確認してください。
詳細は、下記ページを参照してください。
【文部科学省】
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/09/26/1339598_1.pdf
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２．授業科目、単位数、日程等
平成 27 年度から平成 28 年度までは、仁愛大学および仁愛女子短期大学共同による保育士証を有するかたを対象とした「幼
稚園教諭免許状取得 特例コース(特例科目)」を開講してまいりましたが、事情により、平成 29 年度から仁愛大学のみで開
講することとなりました。急な変更となりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、平成 29 年度からの科目日程については、下記を参照ください。
免許法施行規則に定める科目区分等
科目
各科目に含める必要事項
教職の意義及び教員の役割
教職の意義等
に関する科目

教育の基礎理論
に関する科目

本学開講目名

教育に関する社会的、制度的
又は経営的事項
（日本国憲法の内容(第26条(教育を
受ける権利))を含む）

H30

H31

7/29(土)9:00～16:10
7/30(日)9:00～16:10
8/26(土)9:00～16:10
8/27(日)9:00～16:10

教職論
(2単位)

教員の職務内容
(研修、服務及び身分保障等を含む。)

H29

定員100名

教育経営論
(2単位)
定員100名

8/ 6(日)9:00～16:10
8/20(日)9:00～16:10
9/ 9(土)9:00～16:10
9/17(日)9:00～16:10

授業料

会場

24,000円

8月又は9月に
開講予定

24,000円

教育課程論
9/16(土)9:00～16:10
10/1(日)9:00～16:10

(1単位)

教育課程の意義及び
編成の方法

12,000円

大学

定員100名
教育課程及び指導法
に関する科目

保育内容の指導法

教育の方法と技術
8月又は9月に
開講予定

(2単位)
教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の活用を含む。）

-

定員100名

子どもの発達臨床
生徒指導、教育相談及び
進路指導等に関する科目

幼児理解の理論及び方法

7/15(土)9:00～16:10
7/22(土)9:00～16:10

(1単位)

12,000円

定員100名
【授業時間】１限目 9:00～10:30／２限目 10:40～12:10／昼食休憩 12:10～13:00／３限目 13:00～14:30／４限目 14:40～16:10
○受講に当たっての注意事項
(1)最終日の最終時限は、単位認定のための筆記試験を実施します。ただし、科目によってはレポート試験の場合もありますの
で、後日公開する講義概要でご確認ください。
(2)本特例措置は改正認定こども園法施行後平成 27 年度から平成 31 年度まで５年間のみ有効であるため、その期間内に所定
単位数を修得できない場合は、本特例措置を適用して免許状･資格を取得することはできません。計画的に学習をお進めく
ださるようご注意願います。

３．出願書類
写真を４枚準備していただき、本学ホームページの「幼稚園教諭免許状取得および保育士資格取得のための特例科目のご案内」
から出願書類(①④)をダウンロードし、必要事項を記入してください。提出書類①～④を簡易書留にて郵送してください。（窓
口への直接提出はできません。）
提出書類
摘
要
本学所定用紙
写真１枚を貼付してください。
①出願票(Ａ面、Ｂ面)
※ﾀﾃ4cm×ﾖｺ3cm／３か月以内撮影／正面･上半身･脱帽／裏面に氏名を明記。
※写真のｺﾋﾟｰ、ﾌﾟﾘｸﾗ、画像を普通紙やｺﾋﾟｰ用紙に印刷したものは、書類不備になります。
②保育士証の写し

裏面に記載がある場合は裏面の写しも必要です。
保育士証記載の氏名と現在の氏名が異なる場合は戸籍抄本を添付してください。

③最終出身学校の卒業証明書

高等学校、短期大学、大学等
※受講履歴のある方は、再度提出の必要はありません。

④写真票

出願票と同じ写真を１枚貼付し、名前、受講希望の科目名、単位を記入してください。
(写真残り２枚は書類と共に郵送)

４．出願書類送付先
出願書類の送付先は次のとおりです。
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【仁愛大学】

〒915-8586 越前市大手町3-1-1

仁愛大学

学生支援センター教務課

※封筒の表には「幼稚園教諭免許状取得特例コース 出願書類在中」と朱書きしてください。

５．出願期間
出願開始日
締切日
追加募集締切日

平成 29 年 6 月 1 日（木）
平成 29 年 6 月 9 日（金）必着
平成 29 年 6 月 23 日（金）当日消印有効

※平成 29 年 6 月 9 日(金)の締切日時点で、出願者が定員を大幅に超過した特例教科目については、定員を制限(抽選)いたし
ます。
※平成 29 年 6 月 9 日(金)の締切日時点で定員に満たない特例教科目については、6 月 23 日(金) (当日消印有効)を最終締切日
として追加募集を行います。但し、最終締切日までに定員に達した特例教科目については、最終締切日を待たずに募集を
締切りますのでご了承下さい。

６．履修者の決定
●面接や試験は実施しません。
●平成 29 年 6 月 9 日(金)の締切日時点で出願者が定員を大幅に超過した特例教科目については、定員を制限(抽選)いたします。
制限(抽選)となった場合は、制限(抽選)に漏れた方のみ 6 月 19 日(月)までに制限(抽選)結果通知書を郵送します。
●定員制限(抽選)や追加募集を行う特例教科目については、仁愛大学および仁愛女子短期大学のホームページにて状況を掲
載しますので各自でご確認ください。

７．履修許可
履修許可書通知日

平成 29 年 ７ 月 10 日 (月)

履修許可者には「履修許可書」、「履修手続き案内」、「納付書」等を送付します。

８．履修手続きについて
「履修手続き案内」に授業料の納付書を同封しますので、金融機関にて期限内に納入願います。
なお、一度納入した授業料は原則として返還しません。詳細については「履修手続き案内」にてご確認ください。
授

業 料

１単位 １２，０００円

（２単位で２４，０００円）

※通常の科目等履修生は検定料5,000円と入学金8,000円の納入が必要ですが、この「特別科目等履修生」では検定料と入
学金を免除します。
※仁愛大学および仁愛女子短期大学の卒業生は、１単位の授業料の内2,000円を減免します。

９．その他
①講義概要（シラバス）は、確定次第本学ホームページに掲載します。テキスト、参考書、評価の方法等の詳細は、シラバスで
ご確認ください。
②単位を取得した場合、「学力に関する証明書(附則第 10 項）」の交付を受けることができます。交付の手続きについては、授
業を開講する大学にて説明します。
③障がいを有している方で、配慮や支援を希望される場合は事前にご連絡ください。
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【特例制度による幼稚園教諭の免許取得について】
幼稚園教諭の免許取得には、単位取得後、都道府県教育委員会に「教育職員検定」の申請をする必要があります。申請は各自
の責任において行っていただきます。詳細は、都道府県の教育委員会にお問い合わせください。（一般的には、出願調書、人
物に関する証明書、学力に関する証明書、実務に関する証明書、身体に関する証明書等によって判定されます。）
①「学力に関する証明書」…単位を取得した大学が発行します。
・本学の「保育士証を有する者の幼稚園教諭免許状取得特例コース」により修得した単位は、「教員職員検定」を受ける際
の「学力に関する証明書」に該当します。
・複数の大学で単位を取得し、併せて提出することも可能です。
②「実務に関する証明書」…勤務した施設等が発行します。
・特例制度による幼稚園教諭の免許取得には、学校・施設等における実務経験が３年以上(勤務時間の合計が4,320時間以上)
あることが必要です。産前・産後休暇、育児休業や休職期間は含まれません。また、時間数は実労働時間です。
・実務経験は、「教育職員検定」を受験するまでに満たす必要があります。
・特例制度による幼稚園教諭免許状取得コースを受けられる場合は、事前に勤務先等に特例対象として「実務証明書」を発
行できるか、また、勤務時間数について確認をしておいてください。

◆制度の概要詳細については、文部科学省または厚生労働省の下記のページをご覧ください。
【文部科学省】 認定こども園法改正に伴う幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例について
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/09/26/1339598_1.pdf
【文部科学省】 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について（通知）
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1338628.htm
【文部科学省】 幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するＱ&Ａ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339608.htm

【個人情報の取扱いについて】
提出された書類等に記載されている個人情報および履修認定試験結果等の個人情報については、個人情報保護に関する法律に
基づき、適正な管理、保護に努めます。また、ご提出いただいた個人情報は下記の目的以外には使用しません。
①教科目履修および単位認定等修学全般に関わる業務。
②教育委員会等より、単位認定に関する照会があった場合。
なお、上記以外の目的で使用させていただく必要が生じた場合には、改めて本人の同意をいただきます。

●○● 幼稚園教諭免許状取得 特例コースについての お問い合わせ 先 ●○●
〒915－8586 越前市大手町３－１－１
仁愛大学 学生支援センター教務課
TEL0778－27－2010(代表) FAX0778－27－2292
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