
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園法改正に伴う保育士資格所有者への特例により 

幼稚園教諭免許状を取得する 

－教育職員免許法施行規則附則第 10 項を適用－ 

 

保育士資格を所有している方が、保育士としての実務経験年数を基に、幼稚園教員免許状を取

得する場合はこの方法で単位を修得します。 

 

この特例に基づく幼稚園教員免許状の取得は、認定こども園法が平成 24 年 8 月に改正されたこ

とに伴い、保育士資格所有者に対して幼稚園教員免許状の取得を促進するためのものであり、平

成 27 年 4 月からの 5年間に限り適用されるものです。 

なお、この特例で定める単位を修得後、教員免許状の授与権者である都道府県教育委員会の検

定を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－認定こども園法改正（平成 24 年 8 月）のポイント－ 

 

①「幼保連携型認定こども園」が制度化された（平成 27 年 4 月施行予定）。 

②「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に行う施設。 

③「幼保連携型認定こども園」には「保育教諭」を置かなければない。 

④「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なければならない。 

⑤施行から 5 年間に限り、幼稚園教諭免許状または保育士資格のいずれかを有していれば「保

育教諭」となることができるとする経過措置を設けた。 

⑥幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するため、平成 27 年 4 月の施行から 5 年間に

限り、有していない方の免許・資格の取得要件を緩和する「特例」を設けることとした。 

＜注意＞ 

この改正は、既存の幼稚園、保育所に「幼保連携型認定こども園」への移行を義務付けるものではありませ

ん。今後も幼稚園、保育所が並存しますので、これらについては、一方の当該免許状・資格でよいことにな

ります。 

玉川大学通信教育部では「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」（平成 25

年 8 月 8日公布、施行）に基づき、入学案内書掲載の科目等履修生の募集要件に加えて、

下記による出願受付を平成 25 年度後期入学より行います。 

幼稚園教員免許状の取得をお考えの方には、内容をご確認のうえ、ご出願いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

後期入学出願受付期間：平成 25 年 7 月 1 日（月）～10 月 18 日（金）〔本学必着〕 

玉川大学通信教育部 2013 年度入学案内書 

科目等履修生募集 補遺 



●特例により幼稚園教員免許状を取得する場合の要件 

免許状 

基礎資格 

詳細は●受講資格の「基礎資格」

の項をご確認ください。 

保育士等としての実務経験 

詳細は●受講資格の「実務経験」の

項をご確認ください。 

大学において修得すること

が必要な最低単位数 

1 種免許状 

学士の学位を有すること及

び保育士となる資格を有す

ること 

3 年以上 

※勤務時間の合計が 4,320 時間以

上の場合に限る 

8 単位 

2 種免許状 

保育士となる資格を有する

こと 

※高等学校を卒業していない場

合は不可。 

3 年以上 

※勤務時間の合計が 4,320 時間以

上の場合に限る 

8 単位 

 

● 本学における履修科目 

本学開講科目 12 単位を修得することで幼稚園教員免許状を取得することが出来ます。 

※ 特例で定められている「大学において取得することが必要な最低単位数」は 8単位ですが、玉

川大学通信教育部にて現在開講されている科目にて修得する場合、科目の構成上 12 単位の修得

が必要になります。 

免許法施行規則に定める科目区分等 本学開講科目 

科 目 単位 科目コード 科目名 単位

教職の意義等に関する科目 2 以上 07801 教師論 2 

教育の基礎理論に関する科目 2 以上 07804 学校制度と社会 2 

教育課程及び指導法に関する科目 3 以上

07840 幼児教育課程論 2 

07842 幼児指導論Ⅰ 2 

07805 教育方法と技術 2 

生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 1以上 07808 幼児理解と教育相談 2 

法定科目単位合計 8 以上 本学開講科目単位合計 12 

 

● 履修方法 

 テキスト履修（入学案内書 12～14 ページ）による学習 

  ※テキスト履修では配付されたテキストを自習し、予め設定されている課題についてレポー

ト提出し、全国各地で年間 8回（延べ 14 日間）開催される科目試験を受験して単位を修得

します。 

  ※別途費用が必要になりますが、スクーリング履修（入学案内書 15～16 ページ）により、夏

季や連休、週末を利用して一定期間通学し、授業を受けて単位を修得することも可能です。 

 

 

 



● 諸費用 

 115,000 円（入学案内書 94 ページ） 

  ※学内スクーリングを受講する場合は 1科目 24,000 円、学外スクーリングを受講する場合は

1科目 31,000 円が別途受講時に必要になります。あくまでもスクーリングへの出席は任意

です。 

 

● 受講資格 

 次の基礎資格および実務経験を充足することが必要です。 

 【基礎資格】 

幼稚園１種：学士の学位を有し、かつ、指定保育士養成施設を卒業していること、または保

育士試験に合格していること。 

幼稚園２種：高等学校卒業以上で、かつ、指定保育士養成施設を卒業していること、または

保育士試験に合格していること。 

 【実務経験】 

  １．学校・施設等における実務経験があること。 

   ①幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む）において、専ら幼児の保育に従事する職員とし

ての実務経験があること。 

    ※国立学校または公立学校の教員は所轄庁、私立学校の教員は設置する学校法人の理事

長から実務証明書の発行が可能であることが必要です。 

   ②次の施設等で保育士としての実務経験があること。 

    ・保育所 

    ・公立の認可外保育施設 

    ・認定こども園 

    ・へき地保育所 

    ・幼稚園併設型認可外保育施設 

    ・認可外保育施設（認可外保育施設指導監督基準を満たし、一定基準の集団により、継

続的に保育を行う施設） 

    ※勤務している（していた）施設の設置者から実務証明書の発行が可能であることが必

要です。 

  ２．この特例を受けるための実務経験は 3 年以上（勤務時間の合計が 4,320 時間以上）であ

ることが必要です。 

    ※実務経験は過去のものでも構いません。すでに実務経験が 3 年以上（勤務時間の合計

が 4,320 時間以上）ある場合、保育士等実務経験対象の職に現在就いていなくても履

修を認めます。 

    ※実務経験が 3 年（勤務時間の合計が 4,320 時間）に満たない場合、保育士等実務経験

対象の職に就いていて、平成 32 年 3 月までに要件を満たす予定であれば履修を認めま

す。 

 

● 募集要項 

 入学案内書 86 ページ以降、「科目等履修生」の項に準じます。 

 ○95 ページ 提出書類「入学志願書」 

   ・裏面の「履修科目届」欄には、「●本学における履修科目」の表中、「本学開講科目」を



記入してください。 

   ・裏面の「免許取得方法」欄では「その他」に○印をしてください。 

 ○95 ページ 提出書類「学籍登録票」 

表面「免許取得方法」欄は空欄、「入学目的」は幼稚園免許で 1 種であれば「33」、2 種で

あれば「32」を記入してください。 

○97 ページ 「科目等履修生必要書類（履修方法別）」 

   ・最終学校の卒業証明書（高等学校・短期大学・大学） 

＊ 高等学校・短期大学・大学を卒業後、専門学校を修了した方は専門学校の前の学

校の卒業証明書をご用意ください。 

＊ 大学院が最終学校になる場合は、大学院の修了証明書および大学の卒業証明書を

ご用意ください。 

＊ その他の学歴の方など、ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。 

   ・保育士証の写し（裏面にも記載事項がある場合は両面コピーで提出のこと） 

   ※上記の他、すでに短大・大学で相当する科目に修得単位がある場合は、出身短大・大学

が発行する「学力に関する証明書」も併せて提出してください。 

   ※提出書類に係わる【注意事項】は 97 ページに準じます。 

 

● 幼稚園教員免許状取得のための手続き 

 所定の単位を修得後、各自で授与権者である都道府県教育委員会に手続きすることになります。

必要書類については、都道府県教育委員会にご確認ください。 

勤務先等が発行する「実務証明書」および大学等の単位修得機関が発行する「学力に関する証

明書」等の書類が必要となります。 

なお、「学力に関する証明書」については複数の大学等の単位修得機関が発行するものを併せて、

用件を充足させることも可能です。 

 

● 出願前に必ずお読みください 

１．出願前に、ご自身の実務経験に係わる内容（年数・勤務時間）および実務証明書の発行につ

きまして、必ず勤務先に確認してください。 

２．玉川大学では、新たに特例に対応した特別履修コースの開設を検討しています。 

 ① 保育士資格所有者が 8単位で幼稚園教員免許状を取得するコース 

既存の科目では、科目の構成上 12 単位の修得が必要ですが、特例に対応した科目（8単位）

の開設を検討しています。なお、科目等履修生として修得した既存の科目単位と合わせて授

与申請することも可能です。 

② 幼稚園教員免許状所有者が 8単位で保育士資格を取得するコース 

現在、保育士資格取得の募集は行っていませんが、特例に対応した科目（8単位）を開設し、

募集することを検討しています。 

 特別履修コースを開設する場合は、ホームページにてお知らせします。 

 

 

 
《本件に係わる連絡先》 

玉川大学通信教育部 入学担当 TEL.042-739-8882  E ﾒｰﾙ nyugaku@adm.tamagawa.ac.jp 


