
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出願締切：平成 31年 6月 1日（土）まで 

受講期間：平成 31年 6月 23日（日）～9月 21日（土） 

 

 

武蔵野大学 社会連携センター 

  

平成３１年度 

保育士資格取得特例講座＜実務経験者対象＞ 

募 集 要 項 

認定こども園法の改正により、平成 27 年 4 月より「幼保連携型認定こども園」が創設されました。 

「幼保連携型認定こども園」には幼稚園教諭及び保育士資格の両方をもつ「保育教諭」の配置が

義務付けられます。 

 

これに伴い、実務経験（3 年かつ 4,320 時間以上）を有する幼稚園教諭の方を対象として、一定の

講座を受講するだけで保育士資格を取得できる「特例措置」が設けられました。 

 

本学においても、この「特例措置」に対応する講座を開講いたします。 

 

また、本講座は、履修証明プログラムとして開講します。 

４科目パックで履修し、修了した方には学校教育法に基づく履修証明書を交付します。 



■受講資格（以下の全てを満たしていること）   

 １．基礎資格 
   幼稚園教諭の免許を有していること。 
 
 ２．実務経験 
  ① 以下の学校・施設における勤務経験があること。 
   ・幼稚園     ・認定こども園  ・保育所  ・特別支援学校幼稚部 
   ・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、一定の基準の集団により、 
    継続的に保育を行う施設） 

 
  ② ①の施設での勤務が 3 年以上かつ勤務時間の合計が 4,320 時間以上であり、施設の設

置者から実務証明の発行が可能であること。 
  
    
 
 

■募集定員                

 各科目 100 名（申込順。定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

 

■開講科目と日程※土・日開講       

科目名称 担当教員 授業形態 単位 日程 

総合ガイダンス 受講に際しての説明・質疑応答 等   6/23(日) 10：00～ 
E ラーニング 
ガイダンス E ラーニング利用に際しての説明・質疑応答等 6/23(日) 16：20～ 

福祉と養護 野島 正剛 講義 2 8/4(日) ～ 
子ども家庭支援論 五十嵐 元子 Ｅラーニング 2 7/1(月)  ～ 

保健と食と栄養 及川 静 
南  貴子 Ｅラーニング 2 7/1(月)  ～ 

乳児保育 榎田 二三子 演習 2 6/23(日)  ～ 
特別講座Ⅰ～Ⅴ 9/21(土) 

  各科目 10:40～16：10、特別講座 9：00～17:50   ※日程、時間は変更になる場合があります。 
 

■開講方法                

 ・講義 ・演習：武蔵野キャンパスの教室での開講となります。 
・Ｅラーニング：インターネットを利用した映像学習となります。 

 

■会場                   

 武蔵野キャンパス （東京都西東京市新町 1-1-20） 

※実務経験を充足しているかどうかについては、必ずお申し込みの前に勤務先、 
または勤務地の教育委員会等へご確認ください。 



■受講料                 

４科目パック   60,000 円（授業料、テキスト代、証明書発行手数料を含む） 
１科目      20,000 円（          〃          ） 
【教育訓練給付金】 本講座の全課程（4 科目パック）を修了し、要件を満たした方には、厚生 

労働省から教育訓練給付金として、1 名当たり講座受講料の 20％が給付 
されます。 

■受講までの流れ            

 １．募集期間 
   ～平成 31 年 6 月 1 日（土） 
 
 ２．受講までの流れ 
  （１）WEB 登録  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２） 書類の送付 

    申込書類一式を以下の送付先までお送りください。 
 

① 受講申込書 
     上記の申込画面 http://www.musashino-u.ac.jp/mu/lifelong/tokurei/h31_order.pdf 

より、ダウンロードできます。 
    ②証明写真 2 枚 (縦 4cm×3cm : 1 枚は履歴書に貼付し、もう 1 枚は同封してください。) 
    ③幼稚園免許状の写し（記載事項全て） 

   ④幼稚園教諭免許状の氏名と現在の氏名が異なる場合は戸籍謄本、または戸籍抄  
    本の写し（コピーを郵送。受験申請時には原本の提出が必要となります。） 
   ※特例講座の受講申込では実務証明書の提出は必要ありません。（受験申請時には 
    必要となります。） 
   ※③及び④の提出に日数がかかる場合は、ご連絡ください。 
 

    
 
 

 
（３）受講の手引き・払込取扱票の受領～ご入金 

   受講にあたり、選考等はありません。定員に達し次第、締め切らせていただきます。 
本学において、書類確認後、「受講の手引き」及び「払込取扱票」をお送りいたしま

す。期日までにご入金をお願いいたします。 
※一度納入いただいた受講料は、返還できませんのでご注意ください。 

 （４）受講 

【WEB 登録方法】 
① 武蔵野大学生涯学習講座ホームページより 
 http://lifelongstudy.musashino-u.ac.jp/site/course/detail/3639/ 
 の申込画面で、日程等ご確認ください。 
② お申し込み › に進み、必要事項を入力します。 

  ◆本学の生涯学習システムを初めて利用される方は、画面にしたがい、会員登録を行っ

てください。 

  ◆既に本学の生涯学習システムに登録されている方は、ログインしてお進みください。 

【送付先】 
〒202-8585 
東京都西東京市新町 1-1-20 

  武蔵野大学 社会連携センター「保育士資格取得特例講座」担当宛 



   「受講の手引き」に記載してある教室に、直接お越しください。 
受講者証及びテキストは、授業初日にお渡しいたします。 
 

【参考】保育士資格取得手続き    

 保育士資格取得の流れは、次のとおりです。詳細は、全国保育士養成協議会 
（電話：03-3590-5561 / Fax：03-3590-5593 / E-mail：shiken@hoyokyo.or.jp） 

     にご確認ください。 
 
 
 
 

 
 
 

□□交通アクセス            

武蔵野大学 武蔵野キャンパス 
駐車場はございませんので、以下の公共の交通機関をご利用ください。 

路線 最寄り駅 最寄り駅から武蔵野キャンパスまでのアクセス 

JR 中央線 

吉祥寺駅 北口 1 番乗場よりバス 15 分 「武蔵野大学」下車 

三鷹駅 北口 3 番乗場よりバス 10 分 「武蔵野大学」下車 

武蔵境駅 北口 3 番乗場よりバス 7 分  「武蔵野大学」下車 

京王井の頭線 吉祥寺駅 北口 1 番乗場よりバス 15 分 「武蔵野大学」下車 

西武新宿線 田無駅 
徒歩 15 分 

北口 5 番乗場よりバス 5 分 「至誠学舎東京前」下車 徒歩 5 分 

西武池袋線 ひばりヶ丘駅 南口 1 番乗場よりバス 20 分 「至誠学舎東京前」下車 徒歩 5 分 

□□お問合わせ            

 武蔵野大学 社会連携センター 

〒202-8585  東京都西東京市新町 1-1-20 
TEL：042-468-3222 ／ FAX：042-468-3211 
受付時間：平日 9：30～18：00（祝日を除く）  
     土曜 9：30～15：30（祝日を除く） 
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