
②幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例を実施する保育士養成施設一覧

通し 指定保育士養成施設名 履修 開始時期 募集時期 受講期間 URL

番号 形態 平日昼間 平日夜間 週末 集中講義 全体 1教科当たり

1 北海道 オホーツク社会福祉専門学校
こども未来学科

通信制 平成26年4月 12月2日～3月31日 3ヶ月程度 ○ 40,000 10,000 http://www.kurihara.ac.jp

2 北海道 こども学舎 通信制 平成26年4月 ①2月1日～6月30日
②2月1日～12月20日

・レポートは随時開始
・スクーリング授業

以下日程の内、2日間
①7月30日～8月11日
②1月6日～1月14日

○ 80,000 20,000 http://www.kodomo-gakusha.jp/

3 宮城県 東北福祉大学 通信制 平成26年4月 4月生 1月6日～4月19日
10月生 7月1日～10月20日

数ヶ月～1年 ○ 88,000 12,000 http://www.tfu.ac.jp/

4 福島県 福島学院大学短期大学部 昼間 平成26年4月 随時 週1ｺﾏ
半期～通年

○ 110,000 10,000～20,000 http://www.fukushima-college.ac.jp/

夜間 平成26年4月 随時 週1ｺﾏ
半期～通年

○ 100,000 10,000～20,000

5 栃木県 國學院大學栃木短期大学　人
間教育学科　子ども教育フィー
ルド

昼間 平成26年4月 6月1日～6月30日 - ○ ○ 48,000 12,000 http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai

6 栃木県 宇都宮共和大学子ども生活学
部

昼間 平成26年4月 2月1日～2月末日
8月1日～8月末日

4月1日～9月30日
10月1日～3月31日

○ - 20,000 http://www.kyowa-u.ac.jp

7 群馬県 大泉保育福祉専門学校 通信制 平成26年4月 平成26年1月～3月 6ヶ月 ○ 100,000 乳児保育50,000
その他20,000

http://www.oizumihosen.ac.jp

8 群馬県 育英短期大学　保育学科 昼間 平成26年4月予定 平成26年4月中旬予定 平成26年7月予定 ○ ○ 80,000 20,000 http://www.ikuai-g.ac.jp

9 群馬県 高崎健康福祉大学人間発達
学部子ども教育学科

昼間 平成26年8月 5月9日～5月30日 20日程度 ○ 40,000 10,000 http:/www.takasaki-u.ac.jp

（注１）募集時期、受講期間、受講料等は予定も含まれ、表記の内容が各保育士養成施設ごとに異なるので、申込にあたっては各保育士養成施設に確認してください。また、検討中などを「-」表示にしていますので、詳細は各保育士養成施設にお問い合わせください。

（注２）開始時期や受講期間が決まっている保育士養成施設を一覧化しています。この一覧にない保育士養成施設については、詳細が決まり次第、厚生労働省に連絡され、当省においてこの一覧に掲載します。この一覧にない保育士養成施設をお調べになる場合は、次の
リンク先をご覧下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku_youseikou.pdf

都道府県 受講時間帯 受講料(円)
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10 千葉県 聖徳大学短期大学部通信教
育部保育科

通信制 平成26年4月 平成25年12月20日
～平成26年4月30日

6ヶ月程度 ○ 80,000～100,000 - http://www.seitoku.jp/tk/

11 千葉県 聖徳大学通信教育部児童学
部児童学科

通信制 平成26年4月 平成25年12月20日
～平成26年4月30日

6ヶ月程度 ○ 80,000～100,000 - http://www.seitoku.jp/tk/

12 千葉県 千葉敬愛短大学　初等教育科 昼間 平成26年4月 - 4月:13日･27日
5月:11日･25日
6月:8日･22日
7月:6日･27日
10月:5日･19日
11月:2日･16日･30日
12月:14日･21日

○ 96,000 24,000 http://www.chibakeiai.ac.jp/

13 東京都 明星大学教育学部教育学科
（通信教育課程）

通信制 平成26年4月 12月20日～4月23日
6月24日～10月18日

3ヶ月程度～ ○ 98,000 6,500（1単位あたり） http://www.meisei-u.ac.jp/dce/

14 東京都 武蔵野大学 昼間 1月18日 12月25日～1月15日
※平成26年度は別途募集

2カ月程度 ○ 80,000 25,000 http://www.musashino-u.ac.jp/

15 東京都 帝京短期大学 通信制 平成26年4月 2月上旬～4月中旬 半年～1年 ○ - 10,000～12,000 http://www.teikyo-jc.ac.jp

16 東京都 貞静学園短期大学 昼間 平成26年4月 前期生:3月3日～3月20日
後期生:8月4日～9月12日

半期又は通年 ○ 170,000 30,000 http://www.teisei.ac.jp/

17 東京都 大原医療秘書福祉保育専門
学校　こども保育学科

通信制 平成26年4月 通年 4ヶ月 ○ 36,000 9,000 http://www.o-hara.ac.jp/

18 神奈川県 鎌倉女子大学/鎌倉女子大学
短期大学部

昼間 平成26年8月
平成26年12月

- 1週間程度
(1科目あたり)

○ - - http://www.kamakura-u.ac.jp

19 静岡県 東海大学短期大学部
児童教育学科

昼間 平成26年4月 3月中旬･8月中旬 4ヶ月 ○ 51,000 36,000 http://www.sjc.u-tokai.ac.jp
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20 静岡県 浜松学院大学・浜松学院大学
短期大学部（共催実施）

昼間 平成26年
(夏季実施)

- 16日程度
(予定)

○ - - http:/www.hgu.ac.jp/

21 愛知県 名古屋芸術大学 昼間 平成26年4月 2月1日～2月28日
6月1日～8月31日

15日程度 ○ - 40,000 http://ｗｗｗ.nua.ac.jp

22 愛知県 日本福祉大学 社会福祉学部
保育課程

通信制 平成26年4月 平成25年12月1日
～平成26年8月31日

6～12ヶ月 ○ 90,000 20,000 http://www.n-fukushi.ac.jp/

23 愛知県 愛知東邦大学人間学部子ども
発達学科

昼間 通常課程科目
:平成26年4月

特例科目
:平成27年4月
※平成26年度中は通常課程科
目にて実施｡平成27年度から特
例科目を開講して実施｡

通常課程科目
3月1日～7日､9月1日～7日

特例科目
5月7日～20日

通常課程科目
:4ヶ月程度

特例科目
:4日間程度
 (1科目あたり)

○ ○ ○ 平成26年4月：
270,000

平成27年4月～：
210,000

30,000 http://www.aichi-toho.ac.jp

24 愛知県 名古屋女子大学短期大学部
保育学科

昼間 平成26年4月 前期:前年度の2月末まで
後期:当年度の8月末まで

1年程度 ○ 191,000 １単位あたり
講義科目11,000
演習科目17,000

http://www.nagoya-wu.ac.jp/

25 愛知県 名古屋文化学園保育専門学
校

夜間 平成26年4月 平成26年2月 半期(4～5ヶ月) ○ 320,000 80,000 http://www.nbunka.ac.jp/nb1/

26 愛知県 慈恵福祉保育専門学校　保育
学科

通信制 平成26年4月 11月1日～ 6ヶ月 ○ - - http://www5.ocn.ne/jp/jikei/

http://www.okazaki-u.ac.jp/（岡崎女子大学）       　　　　　　　　　　　　　   

http://www.okazaki-c.ac.jp/（岡崎女子短期大学）

28 京都府 佛教大学社会福祉学部社会
福祉学科通信教育課程／教
育学部教育学科通信教育課
程

通信制 平成26年4月 3月1日～3月25日
4月1日～4月15日

- - - - - - - http://www.bunet.jp

昼間 平成26年5月
平成26年6月
平成26年10月
平成26年11月

3月1日～4月20日
8月1日～9月20日

岡崎女子大学子ども教育学部
子ども教育学科

／岡崎女子短期大学幼児教
育学科第一部

／岡崎女子短期大学幼児教
育学科第三部

27 愛知県 40,000 10,0004ヶ月 ○ ○



②幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例を実施する保育士養成施設一覧

通し 指定保育士養成施設名 履修 開始時期 募集時期 受講期間 URL

番号 形態 平日昼間 平日夜間 週末 集中講義 全体 1教科当たり

（注１）募集時期、受講期間、受講料等は予定も含まれ、表記の内容が各保育士養成施設ごとに異なるので、申込にあたっては各保育士養成施設に確認してください。また、検討中などを「-」表示にしていますので、詳細は各保育士養成施設にお問い合わせください。

（注２）開始時期や受講期間が決まっている保育士養成施設を一覧化しています。この一覧にない保育士養成施設については、詳細が決まり次第、厚生労働省に連絡され、当省においてこの一覧に掲載します。この一覧にない保育士養成施設をお調べになる場合は、次の
リンク先をご覧下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku_youseikou.pdf

都道府県 受講時間帯 受講料(円)

29 大阪府 四條畷学園短期大学 昼間 平成27年8月 平成27年6月～7月上旬 20日 ○ 48,000 12,000 http://www.shijonawate-gakuen.ac.jp/

30 大阪府 四天王寺大学短期大学部 昼間 平成27年5月 5月1日～7月20日 30日程度 ○ 90,000 22,500 http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/

大阪府 南海福祉専門学校　児童福祉
科

昼間 平成26年4月 3月1日～5月31日
7月1日～9月30日
12月1日～2月28日

20日程度 ○ ○ ○ 200,000 44,000 http://www.nansen.ac.jp

通信制 平成26年4月 1月7日～3月31日
4月1日～6月30日

7月1日～9月30日
10月1日～12月28日

3ヶ月程度 ○ ○ 120,000 16,000

32 大阪府 常磐会学園大学 昼間 (1)平成27年8月
(2)平成27年4月～
   平成27年9月～

科目等履修生
平成26年9月～平成27年2月上旬
2月出願3月下旬面接選考

(1)受講20日(その後｢幼稚園教諭免
許所有者保育士試験免除科目専修
証明書｣の発行に30日要する｡)

(2)半年

○ ○ (1)145,000
(2)105,000

(1)30,000
(2)20,000

http://www.sftokiwakai.ac.jp

33 大阪府 大阪信愛女学院短期大学子
ども教育学科

昼間 平成26年度 平成26年5月8日
～6月30日(先着順)

平成26年8月4日～8月22日 ○ ○ - 28,000
（含；登録料）

http://www.osaka-shinai.jp

34 大阪府 大阪教育福祉専門学校 昼間 平成26年7月1日 平成26年2月1日～4月30日 7月～8月 ○ ○ 120,000 30,000
http://www.osaka-shotoku.ac.jp/kyofuku/index.html

夜間 平成26年7月1日 平成26年2月1日～4月30日 7月～8月 ○ ○ 120,000 30,000

通信制 平成26年7月1日 平成26年2月1日～4月30日 7月～10月 ○ 95,000
(教科書代含む)

25,000（レポート科
目・教科書代含む）
20,000（レポート・ス
クーリング科目・教科
書代含む）

35 大阪府 日本メディカル福祉専門学校 通信制 平成26年1月 11月1日～12月27日 4ヶ月 ○ 65,000 12,000～ http;//www.nmf.ac.jp

31
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36 大阪府 大阪健康福祉短期大学 昼間 平成26年6月 2月1日～4月30日
6月1日～8月30日

16日程度
(4ヶ月間で)

○ 115,000 15,000

37 兵庫県 神戸親和女子大学発達教育
学部児童教育学科保育学コー
ス（通信教育部）

通信制 平成26年4月 1月13日～4月30日 詳細につきましては、入学要綱をご確
認ください。

- - - - 125,000 1単位あたり5,000
https://www.kobe-shinwa.ac.jp/correspondence/

38 兵庫県 近畿大学豊岡短期大学こども
学科

通信制 平成25年10月 8月1日～11月30日 1年間程度 ○ ○ 150,000 - http://www.kindai-toyooka.jp/

39 兵庫県 近大姫路大学教育学部こども
未来学科通信教育課程

通信制 平成25年10月 平成25年度生
：8月1日～11月30日

平成26年度生
：2月1日～5月31日
  8月1日～11月30日

1年 ○ 151,020
（賠償責任保険料含

む）

- http://www.kindaikoutoku.ac.jp/

40 奈良県 帝塚山大学現代生活学部こど
も学科

昼間 平成26年4月 3月中旬 6～8月のうち、
1日4時間×4日

○ 30,000 30,000 http://www.tezukayama-u.ac.jp/

昼間 【平日昼間】
平成26年4月
平成26年9月
【集中講義】

平成26年8月
平成26.12月

- - ○ - - ○ - - http://www.shirafuji.ac.jp/gakuin/

通信制 平成26年4月
平成26年9月

- - - - - - - -

42 岡山県 岡山県立大学保健福祉学部
保健福祉学科子ども学専攻

昼間 平成26年4月 平成26年2月7日
～2月13日

通常課程の科目1科目あたり週1日で
15日(15ｺﾏ)+試験

○ - 検定料9,800
入学金18,800（県
内）、28,200（県外）
授業料１単位14,800

http://www.oka-pu.ac.jp/

43 岡山県 吉備国際大学　心理学部　子
ども発達教育学科

通信制 平成26年4月 平成25年11月25日
～平成26年3月28日

1年間 ○ ○ - テキスト科目は
1単位6,000

スクーリング科目は
１単位11,000

http://kiui.jp/pc/

44 山口県 山口福祉文化大学 昼間 平成27年4月 4月10日～5月31日 5日程度(1科目あたり) ○ 40,000 10,000 http://www.hagi.ac.jp

41 奈良県 奈良保育学院
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（注２）開始時期や受講期間が決まっている保育士養成施設を一覧化しています。この一覧にない保育士養成施設については、詳細が決まり次第、厚生労働省に連絡され、当省においてこの一覧に掲載します。この一覧にない保育士養成施設をお調べになる場合は、次の
リンク先をご覧下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku_youseikou.pdf

都道府県 受講時間帯 受講料(円)

45 山口県 山口短期大学児童教育学科
幼児教育学専攻

昼間 平成26年4月 - - ○ - 13,000 http://www.yamaguchi-jc.ac.jp/

46 徳島県 徳島文理大学人間生活学部
児童学科／徳島文理大学短
期大学部保育科

昼間 平成27年4月 ･科目等履修
平成26年1月4日～3月31日
平成26年7月1日～8月31日
･集中講義
平成26年4月1日～6月30日

20日程度 ○ ○ - - http://www.bunri-u.ac.jp/

47 香川県 香川短期大学 昼間 平成26年4月 前期科目及び通年科目
<4月1日頃まで>

後期科目<8月25日頃まで>

前期<4月～8月>
後期<9月～翌年2月>

○ - 半期科目 15,000
通年科目 30,000

http://www.kjc.ac.jp/

48 愛媛県 環太平洋大学短期大学部　人
間発達学科　子ども教育専攻

昼間 平成27年4月 4月1日～7月31日 20日程度 ○ 40,000 10,000 http://www.aitan.ac.jp/

49 福岡県 近畿大学九州短期大学通信
教育部保育科

通信制 (1)平成25年10月
(2)平成26年4月

(1)10月31日まで
(2)3月1日～5月31日

養成校へ直接お問い合わせください。 - - - - 83,000 1単位あたり2,000
（スクーリングは1単位

あたり7,000）

http://www.kjc.kindai.ac.jp/

50 福岡県 大原保育医療福祉専門学校　
保育福祉学科

通信制 平成26年4月 2月1日～3月31日
6月1日～7月31日

10月1日～11月30日

4ヶ月 ○ 50,000 12,500 http://fukuoka.o-hara.ac/

51 長崎県 長崎女子短期大学幼児教育
学科

昼間 平成26年4月 平成26年2月1日～3月31日 平成26年4月～平成27年3月
集中講義の場合は5日間程度

○ ○ ○ - 23,000 http://www.nagasaki-joshi.ac.jp/

52 大分県 別府溝部学園短期大学　幼児
教育学科

昼間 平成26年4月 - 約4ヶ月程度
(週末)

5週間(集中)

○ ○ 140,000 35,000 http://www.mizobe.ac.jp/

53 大分県 東九州短期大学　幼児教育学
科

昼間 平成26年4月 平成26月3月末まで 平成26年4月～ ○ - 10,000
http://www.higashikyusyu.ac.jp/pc/index.htm

54 大分県 別府大学短期大学部　保育科
／初等教育科

昼間 平成26年4月 平成26年～平成29年各年度
6月1日～7月15日

平成26年～平成29年
各年度8月下旬

○ 120,000（予定） 30,000（予定） http://www.beppu-u.ac.jp/

55 鹿児島県 第一幼児教育短期大学　幼児
教育科

昼間 平成26年4月 2月1日～4月30日
10月1日～12月31日

約1月程度 ○ ○ ○ - - http://www.kamimura.ac.jp/



②幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例を実施する保育士養成施設一覧

通し 指定保育士養成施設名 履修 開始時期 募集時期 受講期間 URL

番号 形態 平日昼間 平日夜間 週末 集中講義 全体 1教科当たり

（注１）募集時期、受講期間、受講料等は予定も含まれ、表記の内容が各保育士養成施設ごとに異なるので、申込にあたっては各保育士養成施設に確認してください。また、検討中などを「-」表示にしていますので、詳細は各保育士養成施設にお問い合わせください。

（注２）開始時期や受講期間が決まっている保育士養成施設を一覧化しています。この一覧にない保育士養成施設については、詳細が決まり次第、厚生労働省に連絡され、当省においてこの一覧に掲載します。この一覧にない保育士養成施設をお調べになる場合は、次の
リンク先をご覧下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku_youseikou.pdf

都道府県 受講時間帯 受講料(円)

56 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 昼間 平成26年4月 平成26年3月上旬～中旬 平成26年4月～平成26年9月 ○ - 20,000 http://www.ocjc.ac.jp

57 沖縄県 学校法人　大庭学園　沖縄福
祉保育専門学校

昼間 平成26年7月 平成26年5月1日～
平成26年6月6日

3ヶ月 ○ 94,000 16,000 http://www.ooba-gakuen.ac.jp/

通信制 ①平成26年4月
②平成26年10月

①平成26年3月3日
～3月14日

②平成26年9月1日
～9月12日

6ヶ月 ○ 67,000 8,000
（演習13,000）


