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保育士試験について

【実技試験】 ＊下記科目から2科目選択

●音楽表現に関する技術 幼児に歌って聴かせることを想定して、課題曲の両方を弾き歌いする。
＊参考：H29年度課題曲：「こいのぼり」「1年生になったら」

●造形表現に関する技術 保育の一場面を絵画で表現する。

●言語表現に関する技術 ３歳児クラスの子どもに「３分間のお話」をすることを想定し、課題から一つの

お話を選択し、子どもが集中して聴けるようなお話を行う。
＊参考：H29年度課題：「うさぎとかめ」「おむすびころりん」「3びきのこぶた」 「にんじん、ごぼう、だいこん」

●保育士試験は国家試験です ※注意）国家試験の受験資格は高校卒業の年によって違います。

3年間で9科目+実技試験の合格で、国家資格「保育士資格」を取得することができます。

試験形式はマークシート。各科目6割で合格となり、合格科目は3年目の受験まで有効です。

＜平成27年度から試験が2回実施となり合格のチャンスが増えました＞

●試験科目

【筆記試験】

1.保育の心理学 2.保育原理 3.児童家庭福祉 4.社会福祉 5.教育原理

6.社会的養護 7. 子どもの保健 8. 子どもの食と栄養 9. 保育実習理論

●平成30年度前期 日程 筆記試験：平成30年4月21日(土) 22日(日)

実技試験：平成30年7月1日(日)



あさか保育人材養成学校 （ＡＩＣ）の特徴
●週１回（日曜日）の通学制※一部土曜日の場合もあり

仕事・学業を両立しながら効率よく学べます。通学制なので分からないところは講師にすぐに質問可能！

保育士を目指す仲間たちと一緒でモチベーションアップ！

●完全少人数制

完全少人数制で試験合格から就職まで一人ひとりをサポートしています。

授業で講師との距離が近く、授業内でも気軽に質問できるため、「分からない」を残しません。

●再受講制度（保育士養成講座受講の方は3回目の受験まで）

筆記試験に合格できなかった場合は、次年度の保育士筆記試験対策コースを追加受講料なしで受講可能！

●保育士になってから本当に必要なスキルを学べます

現場ベースの豊富なカリキュラム体制！

現職の保育園施設長をはじめ、養成校で実績のある講師を取り揃えています。

保育園実習可能。（保育士養成講座、筆記試験対策コース、保育士現場実践コースの受講生）

●就職サポート制度

都内有数の保育園から、一人ひとりに合った就職先をご紹介いたします。

●卒業後も保育士のための学びの場を優待制度にてご紹介

現役保育士として活躍後も、保育のプロとしてさらに学びたい方のために様々な実践講座を用意しています。

さらに、AIC卒業生の方は、無料、割引など優待制度にてご案内します。



保育士養成講座

保育士現場実践コース

保育士筆記試験対策コース

保育士現場実践コース

保育士筆記試験対策コース

保育士現場実践コース

受講期間：2018年1月7(日)～2018年4月15日（日）

受講期間：2018年5月13日（日）～2018年6月3日（日）

受講期間：2018年11月4日（日）～2018年12月16日（日）

保育士養成講座について （2018年1月スタート）

【保育士のための基礎講座】

【保育のあそび実践講座】

受講期間：2018年1月7日(日)～2018年12月16日（日）



『保育士筆記試験対策コース』では４か月間集中して保育士筆記試験に向け
て勉強していきます。経験豊富な講師陣が筆記試験合格をサポートします。

あさか保育人材養成学校が選ばれる理由！

●定員20名の少人数制で講師との距離が近く質問しやすい！
●週1回・週末の通学制で仕事・勉強との両立が出来る！
●学習方法を3段階に分けたプロセス式
必勝学習法で効率的に学習できる

●模擬試験・講師に直接質問できる
解答解説会の実施

保育士筆記試験対策コース

【教科】
保育の心理学、
保育原理、
児童家庭福祉、
社会福祉、教育原理、
社会的養護、子どもの保健、
子どもの食と栄養、保育実習理論



『保育士現場実践コース【保育士のための基礎講座】』は、保育士と

して現場に出た場合に必要な「現場実践力」を身につけるための

講座です。現場の経験豊富な講師が、

保育士の仕事をする上で必要な知識、

スキル、コミュニケーション力などを、

実践的に学んでいきます。

保育士現場実践コース【保育士のための基礎講座】

実力講師による現場実践４教科

【保育力コミュニケーション】

【乳児保育】

【発達障害】

【子どもの保健と健康】



保育士現場実践コース【保育士のための基礎講座】カリキュラム（１）

保育士コミュニケーション（全12時間） 講師：松原美里

保育に関する学びを深めた後、実際に活躍をするのが保育の現場です。
知識とともに実践の中で必要なのが「動作」や「行動」であり、戸惑うことが多いのが、子ども・保護者・職員との「コ
ミュニケーション」なのではないでしょうか。かつては「見て盗む」職人技として身に着けてきたスキルですが、実践力
を要する現場において、指導が難しいのも現状です。この講座では、「やりがいある保育」の一歩として質の高い保育連
携を行うために「現場で保育者が心掛けていること」「視点」「質の高い保育のためのコミュニケーション」について、
8つの視点から学び、あなたの中に眠る保育力を引き出します。

＜プログラム＞
２日目
●一日の流れ・シフト・園のルール
●子どもへのかかわり方・信頼関係の築き方
●子どもを中心とした保育～健康・安全を守るために～
●子どもと育ち合う保育の関係性

＜プログラム＞
1日目
●保育は感情労働～子どもの気持ちに寄り添うヒント
●子どもに関わる視点「見る」「観る」「診る」～そのための在り方
●保護者への「ねがい」・かかわり方
●保育はチームワークで回っている

乳児保育（全12時間） 講師：藤城富美子

乳児保育と幼児保育の違いを理解し、０～２歳児の発達、健康・安全に配慮した保育士の対応を具体的に学
びます。また、おむつ替えの仕方や、授乳・離乳食の与え方、発達記録のとり方などは実習を行いすぐに現
場で使える力を育みます。

＜プログラム＞
１日目
●乳児保育の制度
●０～２歳児の発達と、発達を援助する保育者の対応
●身体計測の仕方と発育発達の見方と記録の仕方
●子どもによく見られる病気と対応
●子どもに多く見られる事故と予防対策

＊テキスト代は別になります。当日までにご用意下さい。

『子どもの保健・実習 すこやかな育ちをサポートするために』同文書院

＜プログラム＞
２日目
●日常生活の養護
●排泄・衛生の実践
●あそびの実践
●保護者対応



保育士現場実践コース【保育士のための基礎講座】カリキュラム（2）

発達障害（全12時間） 講師：岩澤一美

子どもの安全・安心（全6時間） 講師：馬場与志子、前島記子

発達障害は、脳の中枢神経系に何らかの機能的な問題があって起こるものとされています。文部科学省の調
査により、児童生徒のうち6.5％が発達障害とされており、教育の現場でも無視できない問題となっています。
この科目では、発達障害について基礎的な知識及び発達障害の子どもに対する適切な支援方法について学び
ます。

＜プログラム＞
１日目
●発達障害とは～定義と特徴～

LD・AD/HD・自閉症スペクトラム
●発達障害の認知特性
●具体的な支援の方法

＜プログラム＞
２日目
●ペアレントトレーニング
●ティーチ（TEACCH）
●ソーシャルスキルトレーニング（SST）
●保護者との連携

保育士は子どもの安全に対する知識と知識に裏打ちされた行動力が大切です。
健康観察から、感染症、アレルギー、ブレスチェックや緊急時の医療スタッフの到着までの対応等、
保育士が日常的な保育で子どもたちの命を守るために必要な知識を学びます。

＜プログラム＞
●子どもの保育と保健
●子どもの成長発達
●保育所における健康観察
・健康観察の意義
・健康観察の行い方
・乳幼児突然死症候群（SIDS）
・緊急事態への対応

-熱性けいれん
-アレルギー
-出血

・家庭・医療機関との連携

●感染症の基礎知識、予防・対処
・よく見られる感染症
・感染症の予防対策
・正しい汚物処理の仕方

●事故防止と安全
・保育所における事故
・応急手当、救命手当



保育士現場実践コース【保育のあそび実践編】

子どもたちが園で繰り広げていく日々の遊びの中にも保育の大切な本質が埋め

こまれています。『保育士現場実践コースB【あそび・表現編】』では様々な遊び

を実践しながら、事例や実技を織り込みながら、保育現場での遊びを学びます。

豊富な現場経験を持つ講師2名が、手遊び、歌遊びはもとより、遊びの道具の

制作、運動会などの企画の仕方などまで、幅広く学習していきます。



保育士現場実践コース【保育のあそび実践編】カリキュラム

保育現場実践コース【あそび実践編】① 講師：菊地政隆

＜プログラム＞
（１日目）
はじめに（プロローグ、遊びとは）
１．遊び①（手遊び基本編）既存の手遊びを改めてやってみる
２．遊び②（手遊び発展編）オリジナルの手遊びと共に既存の手遊びを
アレンジする
３．遊び③（ふれあい遊び）保育参観でも活用できる親子の遊びを紹介
４．遊び④（ふれあい遊び）日常保育はもちろん子育て支援でも活用できる
遊びを紹介
（２日目）
１．遊び⑤（歌あそび）保育の様々なシーンにおいて楽しめる歌遊びを紹介
２．遊び⑥（集団遊び）歌遊びを含め子どもと集団で楽しめる遊びを紹介
３．遊び⑦（リズム体操）明日からすぐに踊ることのできる保育現場のリズム体操を紹介
４．遊び⑧（保育ソング）保育の様々なシーンから生まれた保育ソングを紹介

【使用教材】 まあせんせいとあそぼうシリーズのCDを中心にプリント等こちらでご用意します。

保育現場実践コース【あそび実践編】② 講師：石川睦子

＜プログラム＞
（１日目）
自分の保育指導案を見直す｡
・ふれあい遊び・歌遊び（月齢ごとにアレンジ）
・様々な 実技教材へのアレンジ
・ペープサート作成
・手袋シアター実演
・絵本実演
・☆今年の運動会 どうプロデュースする？
（２日目）
自分の保育指導案を見直す
・ふれあい遊び・歌遊び（月齢ごとにアレンジ）
・様々な実技教材へのアレンジ
・日々の遊びを 次につなげるには？
・パネルシアター作成
・エプロンシアター実演



４月の筆記試験の合格者は、７月に実技試験を受けます。

音楽・言葉・絵画表現の３つの中から２つ選択して実技試験を受けます。

当講座は、そのための実技試験対策コースです。

それぞれ専門の講師がサポートします。

※保育士養成講座には含まれていません。（オプション）

●音楽（マンツーマン指導）

・7月実技試験対策講座（予定）

●言葉

・7月実技試験対策講座（予定）

●絵画表現

・7月実技試験対策講座（予定）

保育士実技試験対策コース※オプション

（平成27年度実技試験合格率100％）



入学手続きについて

●願書受付 2017年12月8日（金）必着

●入学試験 個別面接

＊説明会で個別相談をされた方は免除となります

●支払い期日 合否通知送付後５営業日以内

●支払い方法 一括納入でお願い致します。

詳細は受講生募集要項をご覧ください。

※『保育士筆記試験対策講座』は、教育訓練給付金制度が適用されます。



講師陣 【筆記試験対策コース】

大学在学中より、障害児保育のボランティア団体（東京都北区障害児保育グループつみき）に所属。 千葉県内の精神科の病院で
「精神科ソーシャルワーカー」実習。立教大学大学院修士課程では、当時まだ日本に未導入のスクールソーシャルワークを研究し、
優秀論文賞を受賞。平成14年～平成20年、東京都社会福祉協議会主催の「保育士国家試験直前対策講座」を担当。

赤坂見附前田病院に栄養士として勤務。その後飲食関係の仕事を経て、現在は小田原短期大学非常勤講師、三幸学園東京こど
も専門学校、東京医療秘書福祉専門学校にて専任講師を務める。担当教科は子どもの食と栄養、栄養学、食育、生活支援技術、
調理実習など。管理栄養士、特定保健指導員、食育インストラクター

自身の出産と子育てを機に、親子ふれあい遊びサークル「にこにこぽっけ」を立ち上げる。現在は、幼稚園のプレクラスの担任を務
めながら、品川区児童センターの講師としても活躍。さらに、子育てアドバイザー、チャイルドマインダー、育児セラピストとして、子
育て支援活動にも従事している。幼稚園教諭の他に小学校教諭免許も取得。

橋本圭介（はしもとけいすけ） 担当：保育原理、社会的養護、児童家庭福祉

喜多野直子（きたのなおこ） 担当：こどもの食と栄養

中山麻子（なかやまあさこ） 担当：保育の心理学

大学および専門学校にて心理学講師として勤務。
保育士関連科目としては、保育の心理学、発達心理学、保育相談支援、人間関係、教育心理学、教育相談等を担当。

石川睦子（いしかわむつこ） 担当：教育原理

看護師として大学病院勤務後、看護専門学校にて基礎看護学などの講義を担当。
現在は、看護専門学校で、外部講師として講義を担当している。
また、看護大学でも国家試験対策に携わる。養護教諭1級の資格あり。

有路智恵（ありじちえ） 担当：子どもの保健



講師陣 【保育現場実践コース】 【保育士のための基礎講座】

駒澤大学社会学科心理学コース（現：心理学科）卒業。ナショナル住宅産業株式会社（現パナホーム株式会社）に入社し、温泉付リゾート分譲住
宅の販売企画、営業や都市型３階建住宅（賃貸含）の市場開発・営業に従事する。その後社会福祉士（ソーシャルワーカー）を目指して福祉業界
へ転職。夜間訪問介護・有料老人ホームスタッフ（夜勤専門）にて訪問介護サービス提供責任者として、また社会福祉法人宏隆会の特別養護老
人ホーム「舞ケ丘明静苑」において居宅介護支援事務所のケアマネージャー（介護支援専門員）として従事。その後、日本ホットハート株式会社
にて各介護事業管理者を経て、取締役に就任。総務部長/在宅介護事業・施設介護事業部長/人材育成事業部長を任せられる。現在は講師とし
て活躍中。（社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士・心理カウンセラー）

小渕 隆志（こぶちたかし） 担当：社会福祉、社会的養護、

横浜市の保育園に就職後、川崎市の児童養護施設に転職。子どもの起床・食事・通園・入浴・寝かしつけ・夜勤・園内保育・各種関係機関とのや
り取り・親指導・児童相談所とのやり取りをしながら、子どもの自立支援サポート・性教育・外部へ向けての広報活動・ボランティア窓口・園外向け
のイベント担当・実習生の指導等を行う。退職後にコーチングカウンセリングを学び、UmehanaRelationsを立ち上げ、子育て支援講座・コーチン
グ・執筆・監修(AllAbout育児の基礎知識ガイド)等を行う。事業を進める中で、保育にはコミュニケーションが重要と痛感し、2007年より保育士コ
ミュニケーション講座を主催。保育士米国認定プロフェッショナル・コーアクティブコーチ（CPCC）

松原美里（まつばらみさと） 担当：保育士コミュニケーション

保育園で看護師として20年以上勤務。その傍ら、全国保育園保健師看護師連絡会会長、日本保育保健協議会監事なども歴任し、
厚生労働省「保育所における感染症ガイドライン」検討会にも参画。全国社会福祉協議会発刊「新 保育士養成講座 子どもの保
健」第9章の執筆、「保育所保育指針」解説書検討ワーキンググループ参加経歴もあり、保育の分野にも貢献。聖学院大学にて非
常勤講師も務めるなど、保育園での勤務経験を生かし多岐に渡り活動している。全国保育園保健師看護師連絡会常任理事

藤城富美子（ふじしろふみこ） 担当：乳児保育

横浜国立大学教育学部小学校教員養成学専攻、星槎大学共生科学部専任講師
現職教員および発達障害当事者、保護者に対する講演、セミナーを講師として多数実施。

岩澤一美（いわさわかずみ） 担当：発達障害

都立墨東病院で救命医療を経験し、キッズクリニックを経て「地域医療を支え、保育保健に携わることで、保護者、保育者と共に、
子どもの健康を見守ることを生涯の仕事」として現職に。社会福祉法人東京児童協会 看護師、チャイルドボディーセラピスト

馬場与志子（ばばよしこ） 担当：子どもの安全・安心



講師陣 【保育現場実践コース】 【保育のあそび実践講座】

1976年生まれ東京都出身。祖父の代から保育施設を営む家の長男として生まれる。男性保育士の先駆けとして、複数の保育園
で保育士として働き、現在、東京都内での保育園・認定こども園を運営する社会福祉法人東京児童協会の理事・評議員・すみだ川
のほとりに笑顔咲くほいくえん園長を務める。保育教材の製作なども精力的に行い、保育のための歌のCDも多数リリース。また保
育関係の雑誌連載も多数。修紅短期大学客員准教授、東北福祉大学非常勤講師、目白大学非常勤講師、近畿大学九州短期大
学非常勤講師他。あさか保育人材養成学校校長

菊地政隆（きくちまさたか） 担当：あそび・表現編 ①

自身の出産と子育てを機に、親子ふれあい遊びサークル「にこにこぽっけ」を立ち上げる。現在は、幼稚園のプレクラスの担任を務
めながら、品川区児童センターの講師としても活躍。さらに、子育てアドバイザー、チャイルドマインダー、育児セラピストとして、子
育て支援活動にも従事している。幼稚園教諭の他に小学校教諭免許も取得。幼稚園教諭品川区「親子ふれあいあそび」講師

石川睦子（いしかわむつこ） 担当：あそび・表現編 ②



講師陣 【保育実技試験対策コース】

甲南大学卒業後、総合学習塾の幼児部を担当。平成22年より星槎教育研究所の相談員となる。チャイルドカウンセラー・家族療
法カウンセラーとして多くの様々な困難を抱えた子どもや親子を支える。日々のふれあいの中で、大人と子どもの丁寧な関係作り
の大切さを伝えている。NPO 法人星槎教育研究所、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラー、支援教育専門士

今中のり子（いまなかのりこ） 担当：言葉

私立常盤木学園高等学校音楽科を経て洗足学園大学卒業。阪神大震災義援金チャリティーコンサートへの出演、東京・仙台で大
江美沙マリンバコンサートを行うなど、幅広く活動。2007年にはCD発売記念コンサートを開催し好評を博す。また、ソロ活動のみな
らず、アンサンブルにおいてもスクールコンサートやイベント、ホテルでの演奏活動など積極的に行っている。幼稚園や小中高等学
校で吹奏楽やマーチングなど後進の指導も行いながら、2013年、乳幼児向けの『音符ビッツ教室 ピッコリーナ』を開講。音楽家、
マリンバ奏者

大江美沙（おおえみさ） 担当：音楽

大学在学中より東京都世田谷区三軒茶屋地区の「子どもの遊びと街研究会」に所属し、「再開発事業と地域社会の関わりについ
ての活動研究」を行う。卒業後はデザインプロダクションに勤務したのちフリーランスでグラフィックデザインと写真撮影を請け負う
傍ら、ASAKAアートスクールにて幼児、児童の造形教育活動を行う。現在はデザイン・写真撮影業務のほか、東京都立工芸高等学
校、総合学園ヒューマンアカデミーにて「デザイン／美術」担当の非常勤講師。近畿大学豊岡短期大学通信教育部にて「こどもと
造形」担当の非常勤講師を勤める。

喜多崎薫（きたざきかおる） 担当：造形


