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 　※特例制度の詳細は以下の文部科学省のホームページでご確認ください。

　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm

 ④ 認定こども園である認可外保育施設

 ② 幼保連携型認定こども園

 ⑦ 指導監督基準を満たす認可外保育施設

 　　（小規模保育施設及び事業所内保育施設(利用定員6名以上)を含む)
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　(1) 保育士資格を有する方。

  (2) 以下の施設で「３年以上かつ4320 時間以上（4320 時間は実労働時間）」実務経験を有する方（実

　　　 務経験は複数施設における合算も可）。　講座申し込み時に証明書を提出する必要はありませんが、

　　 　ご自身で勤務施設に必ずご確認ください。（本学では実務経験に関するお問い合わせにはお答えで

　　 　きません。）

 ③ 認可保育所

　認定こども園法の改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。その職員である「保

　育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることを原則

　としています。新たな「幼保連携型認定こども園制度」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園

 ⑤ 公立の認可外保育施設（小規模保育施設及び事業所内保育施設(利用定員6名以上)を含む)

 ⑥ 幼稚園に併設される認可外保育施設

 ① 幼稚園(専ら幼児の保育に従事する職員)

　教諭」となることのできる経過措置を設けることとなりました。これを受け本学では「保育教諭」の人材確

　保の一助となるべく、保育士資格のみ有する方の幼稚園教諭の免許状取得が促進されるよう幼稚園教

　諭免許取得特例講座を開設します。

【特例制度の対象者】 (1)・(2)のいずれにも該当する方を対象としています。

　法では、施行後５年間は「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

開設の趣旨



3 講座日程

単位数

小川 1 8月7日(月) 8月8日(火)

田辺 1 8月21日(月) 22日(火)

石田 1 8月24日(木) 25日(金)

八木 1 8月9日(水) 10日(木)

※講座内容については、5頁の「講座内容一覧」をご参照ください。

4 授業時間 5 　受講定員

　授業時間については、各日とも以下の時間となります。

定員

受付 8:30 ～ 20名

１時限 9:10 ～ 10:40 20名

休憩 10:40 ～ 10:55 20名

２時限 10:55 ～ 12:25 20名

休憩 12:25 ～ 13:15

３時限 13:15 ～ 14:45

休憩 14:45 ～ 15:00

４時限 15:00 ～ 16:30

7 受講料

お振込先指定口座

口座種別 口座番号

当座預金 1025039

・受講料(テキスト代含む)の収納証明書（振込み控）を必ず「申込み書」所定の欄に貼付してください。

・教育課程の意義及
び編成の方法

幼児教育課程総論

特例教科目名

時間

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

幼児理解
(教育相談を含む)

開講日

教育課程及び指導法
に関する科目

科目区分
各教科に含める

必要事項
特例教科目名

学校法人　四天王寺学園

時間 特例教科目名

幼児教育課程総論

保育方法論

6 　会場

幼児理解(教育相談を含む)

大阪第一支店

2

12,000円

銀行名 支店名 口座名義

三井住友銀行

・教育の方法及び技
術(情報機器及び教
材の活用を含む。) 保育内容の理論と方法

(表現活動・音楽)

保育方法論

205円

テキスト代

0

幼児教育課程総論

12,000円幼児理解(教育相談を含む)

12,000円保育内容の理論と方法(表現活動・音楽)

保育方法論

保育内容の理論と方法(表現活動・音楽)

2,376円

0

四天王寺大学4号館
（大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1)

受講料

12,000円



8 履修認定試験及び履修認定の評価基準

9 履修認定及び証明書の送付

　履修認定試験において合格基準に達した方には、当該講座の「学力に関する証明書(附則第10項) (幼

 一種免、幼二種免)　」を講座終了後１カ月以内に発送します。

10 幼稚園免許の取得について

　特例制度に定める必要科目・単位を修得することにより所定の科目・単位を修得後、各自で教育職員

　②「実務に関する証明書」、③その他都道府県教育委員会が定める必要書類を提出する必要があります。

　※教育職員検定申請手続きについては、都道府県教育委員会にご自身でご確認ください。

11 受講申し込みについて

　1 ハガキ又は封書(「特例講習」と朱書)で「幼稚園免許取得特例講座受講」・科目名・電話番号を記入し

　   (5/1以降の消印有効)本学へ送付、先着順の受付となります、定員超過後着分については、受講不

    可の連絡をします。

　2 本学から受講申込書等送付

　3 受講料振込み等、必要な手続き済み書類を本学へ送付して受講申し込み確定。

　   受講申し込み書及び受講料入金確認次第、受講案内、受講票等を郵送します。

書類郵送先

　〒583-8501

　大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1 　四天王寺大学　エクステンションセンター　宛

12 受講に関する注意事項

【遅刻・早退・欠席等について】

　原則として、遅刻・早退・欠席は認められません。（遅刻・早退・欠席される場合は必ずご連絡ください。）

　連絡先：四天王寺大学　エクステンションセンター 電話072-956-3345

【その他】

　（１）大学構内の喫煙場所は限られています。

　（２）携帯電話、その他アラームが鳴るものは、受講中はマナーモードにするか、電源をお切りください。

　（３）貴重品の紛失等に関しまして本学は一切の責任を負いかねます。各自の責任において管理してく

　　ださい。

　（４）昼食は各自ご持参ください。本学食堂の利用可能です。

       育委員会、現職の保育士でない方は居住地の都道府県教育委員会)でご相談ください。
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    ※注:課程認定大学等で修得した単位を教育職員検定受験申請に使用可能か不可能かについては、

　認定の評価基準は、履修認定試験の点数が６０％以上（１００点満点の場合は、６０点以上）とします。

　検定を受験申請してください。教育職員検定申請時には、①本学発行の「学力に関する証明書」、

　原則としてすべての授業に出席した方を対象に、各講座の最終日に履修認定試験を実施します。履修

       「学力に関する証明書」をお持ちの上、教育委員会(保育士勤務の方は勤務施設のある都道府県教



13 不測の事態が発生した場合の授業の実施について

　以下の場合は、大学の判断により、授業時間の繰下げ、又は休講する場合がありますので、不測の事態

　（１）大阪府に暴風警報または特別警報(大雨・暴風)が発表された場合。

　　　　ただし、午前７時までに解除された場合は実施します。

　（2）その他不測の事態により、大学が休講すると判断した場合

　　　※なお、休講となった科目については、別途日程を連絡いたします

14 受講辞退（キャンセル）について

　（１）キャンセルの申し出期日は、各講座とも、講座初日（１回目）より一週間前(午後4時)です。

　     電話で、受講番号、氏名、キャンセルする教科目名を申し出てください。

　     期日を過ぎた場合、受講料の返金には応じかねます。

　   [連絡先：四天王寺大学エクステンションセンター 電話　(直)072-956-3345　(代表)　956-3181]

　（２）返金の際には、１回の申し出につき、事務手数料として１，０００円を頂戴し、その金額を差し引いた受

　　 　講料を返金します(振込み手数料はご負担願います)。

　（３）返還手続きには別途返還申請書類(FAX等にて送付します)の提出が必要となります。

15 個人情報の取り扱いについて

　   申込み書類等にご記入いただいた個人情報は、平成29年度四天王寺大学幼稚園免許取得特例講

　   座の受講に係るご連絡及び関連書類の送付以外の目的で使用することはありません。

16 駐車場について

　   学生駐車場をご利用可能です。

17 講習会場への交通アクセス

　四天王寺大学ホームページ(URL http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/)　「交通案内」をご覧ください。

18 お問い合わせ先

　   四天王寺大学 エクステンションセンター(電話 ：072-956-3345)

　  

　受講辞退の申し出が期日までにあり、所定の手続きを取っていただいた場合に限り振り込み済の受講料
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　発生の場合は、本学担当係にお問い合わせの上、講習の有無をご確認ください。

　を返金します。

　やむを得ない事情で受講を辞退される場合は、以下の手続きをしてください。



19 講座内容一覧

5

20名

４．保育実践に即して指導計画の作成の方法を理解する。

本講座では、幼稚園教育要領の改訂内容を踏まえた上で、幼稚園の保育方法の

講座内容

定員 20名

講座内容

講師 田辺　昌吾

る。

基本である「環境を通した保育」「遊びを通した総合的な指導」「個と集団を生かした

必要性の高まっている家庭・地域との連携、保幼小の連携についても理解を深め

２．幼稚園教育の目標・ねらい・内容について理解する。

小川　圭子

保育」について学び、保育方法と子ども理解との関連について理解する。また、近年

３．幼児教育課程にかかわる理論について理解する。 

特例教科目名 幼児教育課程総論 (講義・1単位)

特例教科目名 保育内容の理論と方法(表現活動・音楽) (講義・1単位)

　幼児の表現意欲を引きだし表現力を高めるには、保育者自身の豊かな感性と表

１．教育課程の意義を理解し、基礎的な理論に関する知識を修得する。

定員

　幼児教育の教育課程の意義と目的を理解し､幼児の発達に応じたｶﾘｷｭﾗﾑ編成､

講師

特例教科目名 保育方法論 (講義・1単位)

指導計画の作成について学び、体系的指導力の基本的育成を図る。具体的には、

現活動を指導できる能力が求められる。本講座では、多様な音楽表現のうち、歌唱、

器楽および身体表現に関する理論と、幼児の音楽的発達段階に合わせた指導法

について学ぶ。なお、歌唱表現では歌唱指導と伴奏法、器楽表現では楽器の奏法

石田　陽子

定員 20名

特例教科目名

定員 20名

講座内容

　本講は、教育の目的を達成する技術としての教育方法の内容、及び、その理論的

バックボーンである教育方法論史の学習も交えながら、教育方法の意義と内容に関

回の授業での学習内容を書きこみ、各自でノートを完成させ、ファイルに綴じて、各

自が行う復習・予習の資料とする。また、課題をレポート２回提出し、理解の促進を図

る。

講師 八木　成和

幼児理解(教育相談を含む) (講義・1単位)

する理解を体験的に図る授業である。本講では、「学習ノート」を配布する。これに毎

講師

と合奏の指導法、身体表現ではリトミックを含むリズム遊びなどを主とした実習を行う。

講座内容


