
                                       

委託訓練カリキュラム 
訓練施設名 奈良佐保短期大学 

 

訓練科名 幼稚園教諭・保育士養成科 
就職先の 

職務・仕事 

幼稚園教諭 

保育士 訓練期間 
令和5年4月3日～令和7年3月31日 

（24か月） 

訓練目標 
幼稚園教諭・保育士養成カリキュラムに則り訓練を行い、ゼミナール等で専門性を磨く。また、英語等の語学履修に

よりグローバルな考え方を持つ幼稚園教諭・保育士を目指す。 

仕上がり像 
地域と国際社会を鑑みた幼稚園教諭・保育士を養成することにより、少子高齢社会や外国籍の子どもへの対応力を持

った幼稚園教諭・保育士を養成し、就職につなげる。 

領域 形態 科目の内容 科    目 時 間 

必 

修 

科 

目 

①保育の本質・ 

目的に関する科目 

 

＜教育の基礎的理

解に関する科目＞ 

講義 保育原理 保育原理 30 

講義 教育原理 教育原理 30 

講義 子ども家庭福祉 こども家庭福祉 30 

講義 社会福祉 社会福祉 30 

講義 子ども家庭支援論 こども家庭支援論 30 

講義 社会的養護Ⅰ 社会的養護Ⅰ 30 

講義 保育者論 保育・教職入門 30 

②保育の対象の理

解に関する科目 

講義 保育の心理学 学習・発達論 30 

講義 子ども家庭支援の心理学 こども家庭支援の心理学 30 

演習 子どもの理解と援助 こどもの理解と援助 30 

講義 子どもの保健 こどもの保健 30 

演習 子どもの食と栄養 こどもの食と栄養 30 

③保育の内容・ 

方法に関する科目 

 

＜領域および保育

内容の指導法に関

する科目＞ 

講義 保育の計画と評価 カリキュラム論 30 

演習 保育内容総論 保育内容総論 30 

演習 

保育内容演習 

こどもと健康Ⅱ(指導法) 30 

演習 こどもと人間関係Ⅱ(指導法) 30 

演習 こどもと環境Ⅱ(指導法) 30 

演習 こどもと言葉Ⅱ(指導法) 30 

演習 こどもと表現Ⅱ(指導法) 30 

演習 

保育内容の理解と方法 

こどもと健康Ⅰ 30 

演習 こどもと人間関係Ⅰ 30 

演習 こどもと環境Ⅰ 30 

演習 こどもと言葉Ⅰ 30 

演習 こどもと表現Ⅰ 30 

講義 乳児保育Ⅰ 乳児保育Ⅰ 30 

演習 乳児保育Ⅱ 乳児保育Ⅱ 30 

演習 子どもの健康と安全 こどもの健康と安全 30 

演習 障害児保育 特別支援教育・保育概論 30 

演習 社会的養護Ⅱ 社会的養護Ⅱ 30 

演習 子育て支援 保育教育相談支援 30 

④保育実習 実習 
保育実習Ⅰ 

保育実習Ⅰ(保育所) 80 

実習 保育実習Ⅰ(施設) 80 

演習 保育実習指導Ⅰ 保育実習指導Ⅰ 60 

 

＜教育実習＞ 

演習 教育実習指導 教育実習指導 60 

実習 教育実習(幼稚園) 
教育実習Ⅰ 80 

教育実習Ⅱ 80 

⑤総合演習 演習 保育・教育実践演習 保育・教職実践演習 30 

選

択

必

修

科

目 

保育に関する科目

（上記①～④の系

列に該当する科目） 

180時間以上 

 

演習 

 

音楽Ⅰ 30 

180 

演習 音楽Ⅱ 30 

演習 図画工作 30 

演習 体育 30 

演習 器楽演習Ⅰ 30 

演習 器楽演習Ⅱ 30 

演習 ゼミナールⅠ 60 

演習 ゼミナールⅡ 60 

保育実習 
実習 保育実習Ⅱ又は保育実習Ⅲ 保育実習Ⅱ又は保育実習Ⅲ 80 

演習 保育実習指導Ⅱ又は保育実習指導Ⅲ 保育実習指導Ⅱ又は保育実習指導Ⅲ 30 

その他の 

講座 

 

 

基礎教養 

科目 

12単位 

 

卒業必修 講義  教育方法の理論と実践 30 

選択必修 

2科目 

演習 

外国語 

英語Ⅰ 30 

60 

演習 英語Ⅱ 30 

演習 英会話 30 

演習 フランス語Ⅰ 30 

演習 フランス語Ⅱ 30 

必修 
講義 体育 （講義） 健康・スポーツ論 15 

実習 体育 （実技） 健康・スポーツ実習 30 

卒業必修 

講義 言語 国語表現法 30 

講義 自己理解・相互理解 人権と差別 30 

講義 データサイエンス 情報リテラシー 30 

就職支援 講義 キャリア キャリアデザイン 30 

 訓練時間総合計 1915 時間 

学科 495 時間 実技 1390 時間 就職支援 30 時間 

奈良佐保短期大学  

●お問合せ・見学は随時受付●    

〒630-8566 奈良市鹿野園町806 

TEL 0742-61-3858  

e₋mail info@narasaho₋c.ac.jp 

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.narasaho₋c.ac.jp 


