
　

　　 厚生労働省指定　指定保育士養成施設
　　 文部科学大臣認定　職業実践専門課程

　　 学校法人　瓶井学園　日本メディカル福祉専門学校

  こども福祉学科

福祉マインドをもつ　保育士を目指そう !!2 年間で　子ども・子育て支援の　プロフェッショナルを目指す ‼

        　　　　　 2022 年度

入学案内
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高等学校（3 年）等を卒業された方入学要件

    「子ども・子育て支援」の
　　　　　　　スペシャリストになろう !!

保育士の仕事は、子ども達の成長・発達に携わることのできる仕事であり、とてもやりがいのあ
る仕事です。
 本校では、現場経験豊富な講師から、実践に即した内容を学ぶことができます。きめ細かな指導によ
り、就職までしっかりサポートします。

また、本校では、社会福祉士の取得を目指す学生と一緒に授業を受けることから、「福祉」について
の学びを深め、様々な現場で活躍する保育士を目指します。

本校の教育方針

アドミッション・ポリシー
本校の教育理念や特色を十分に理解し、専門知識及び技術を習得し、社会に貢献で
きる資質を持つ人材を求める。

（1）医療・福祉分野への学習意欲、探究心、向上心がある人
（2）医療・福祉分野で働くために必要な倫理観・協調性を持つ人
（3）専門知識や技術を身につけ、社会に貢献したいと考える人

カリキュラム・ポリシー
実践的な専門技術教育とともに、人間形成の一部を担いアイデンティティの確立に
寄与するという理念のもと、実践力に富み、広い視野を持った、真に良識のある人
材を育成する。

ディプロマ・ポリシー
カリキュラム・ポリシーに基づき設定された授業科目及び単位数を取得し、専門的
な知識・技能を有するとともに、豊かな教養と広い見識を備えた者に卒業を認定する。
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卒業後の進路サポート　

学費のサポート　

児童養護施設等
　・児童養護施設　遙学園
　・児童養護施設　聖家族の家
　・児童養護施設　四恩学園
　・児童心理治療施設　ひびき　等

主な就職先（抜粋） ★児童福祉施設からも多くの求人が学校に届いています。安心してください。

1 年生から担任による
就職活動のアドバイス

保育現場を知り尽くす
講師からの就職情報と指導

文部科学大臣認定の
専門学校

本校卒業後のキャリアアップ
＜大学への編入＞
本校卒業すると、「専門士」を取得できるために、大学への 3 年次
編入※をすることが可能です。　※個人にて入学手続きをしていただく必要があります。

＜社会福祉士資格の取得＞
社会福祉士資格の取得のためには、本校卒業後に児童福祉施設等で
の相談援助の実務経験を 2 年以上積んだ後、社会福祉士一般養成施
設を修了することで社会福祉士国家試験受験資格を取得し、国家試
験に合格する必要があります。

本学への進学を希望する意欲ある学生を対象として、奨学金制度があります。
選考される授業料等を一部免除する制度です。

対象となる方 免除額 免除内容内訳
指定校推薦入試、学校推薦入試
事業所推薦入試
社会人・リカレント入試、AO 入試合格者

40 万円
入学金　　　　20 万円
1 年次授業料　10 万円
2 年次授業料　10 万円

その他に
・高等教育の修学支援制度
・保育士修学資金貸付制度
・専門実践教育訓練給付金（該当者のみ）
・日本学生支援機構奨学金　
　等があります

就職
進学

+ + ＝

　 こども福祉学科がめざす 「３つの力」
①保育の実践技術力　

現場経験豊富な講師により、保育実践に
必要な技術の習得を目指します。②人間力・適応力

本科では、様々な年齢の学生と
一緒に授業を受けることになり
ます。学びの中で、多様な考え
方や価値観を理解する機会を得
られます。 ③助け合う力

目標に向かってクラスメイトと
ともに助け合う力を育みます。

 卒業と同時に取得
保育士資格

専門士
幼稚園教諭免許※

　　※条件を満たす必要があります

　社会福祉士養成でも関西屈指の実績 !!　だからこそ強い児童福祉施設への就職

保育所・認定こども園
　・大阪市立保育所　　　・アソカ学園　　　・マザーシップ上新庄保育園
　・京都市立保育所　　　・夙川あすなろ保育園　・吹田くすのきこども園
　・神戸市立保育所　　　・鳥飼さつき園　　　　・かんらんこども園　等　
　・豊中市立認定こども園　・さくら保育園
　・堺市立認定こども園　　・立売堀敬愛保育園

幼稚園教諭 2 種免許状取得が可能
　本校と通信制短期大学とのダブルスクールを行うことで、
2 年間で幼稚園教諭 2 種免許状を取得することができます。
またこの場合は、最終学歴が短期大学卒業となります。

保育高卒2022_20160402.indd   3 2021/04/02   17:06:09



スケジュール
　

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

授業

行事

　前期授業
●新入生
　オリエンテーション
●入学式
●健康診断・証明写真撮影

●校外学習

　　　　
●前期定期試験

後期授業

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

授業

行事 ●学園祭

●後期定期試験
　

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

授業

行事

前期授業
●オリエンテーション

●健康診断・証明写真撮影

●前期定期試験
　　　　 後期授業

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

授業

行事

●幼稚園教育実習
　（対象者のみ）
4 週間かつ 20 日間

●学園祭

●後期定期試験
　

　●卒業式

夏季休暇

夏季休暇

春季休暇冬季休暇

冬季休暇

在校生の声
　私は保育や社会福祉など、幅広い知識を得ることができると知り、入学を決めま
した。現場経験が豊富な先生の話が聞くことができたり、演習だけでなく、理論の
基礎もしっかりと学ぶことができ、学校生活は充実しています。
　留学生として難しいこともありますが、周りの先生方もサポートをしてくれるた
め、卒業後は大学に編入し、将来は母国で支援が必要な児童や家族の手助けとなる
相談員になれるように頑張りたいです。
　　　　　　　　　（留学生　ビジャルバ　アポンテ　フランシスコ　ホセ さん）　

保育実習指導
絵本の読み聞かせ

【2 年次】

授業期間内に保育実習（10 日間かつ 80 時間）が 2 年間で 3 回あります

校外学習
中山寺へハイキング

学園祭
ポップコーンの販売

【1 年次】

講師と学生さんとの距離が近い！

保育士を目指す皆さんの気持ちに寄り添うこと
が瓶井学園のポリシーです。担任制なので、学
生さん一人一人の個性にしっかり向き合って関
わることができます。

講義
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＜附属保育園＞
豊新かめっこ保育園

附属保育園
豊新

保育学舎 1 号館体育館（保育学舎 3 号館） 教室（保育学舎 1 号館）

調理室（保育学舎 1 号館）音楽室（保育学舎 2 号館）

月 火 水 木 金 土
①

9：05
～ 10：35

保育実習指導Ⅰ 英語 保育原理 障害者に対する支援と
障害者自立支援制度 保育実習指導Ⅰ

補講予備日

（第 1、3，5 週）②
10：45
～ 12：15

社会的養護Ⅰ 音楽Ⅰ 子どもの保健 人体の構造と
機能及び疾病

保育内容演習Ⅰ
（健康）

昼　休　憩
③

13：00
～ 14：30

保育内容総論 心理学理論と
心理的支援 乳児保育Ⅰ 図画工作Ⅰ 社会福祉

補講予備日

（第 1、3，5 週）④
14：40
～ 16：10

体育Ⅰ

履修科目

例）こども福祉学科　1 年生の時間割

教養科目
心理学理論と心理的支援
社会理論と社会システム
人体の構造と機能及び疾病
英語
体育（講義）（実技）

本質・目的に関する科目
保育原理
教育原理
子ども家庭福祉
社会福祉
子ども家庭支援論
社会的養護Ⅰ
保育者論
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
地域福祉の理論と方法

対象の理解
保育の心理学
子ども家庭支援の心理学
子どもの理解と援助

子どもの保健
子どもの食と栄養

内容・方法に関する科目
保育の計画と評価
保育内容総論
保育内容演習Ⅰ
 （健康・人間関係・環境・言葉）  
保育内容演習Ⅰ（表現）

（音楽・図画工作・体育）
音楽Ⅰ・Ⅱ
図画工作Ⅰ・Ⅱ
体育Ⅰ・Ⅱ
乳児保育Ⅰ・Ⅱ 
子どもの健康と安全
障害児保育
社会的養護Ⅱ
子育て支援

保育実習
保育所実習Ⅰ
施設実習Ⅰ
保育実習指導Ⅰ

総合演習
保育実践演習Ⅰ・Ⅱ

 

対象の理解
子どもの発達心理学
臨床心理学
教育心理学

内容・方法に関する科目
保育内容演習Ⅱ（表現）
 （音楽・図画工作・体育）
児童文化
音楽Ⅲ
図画工作Ⅲ
体育Ⅲ

保育実習
保育所実習Ⅱ
施設実習Ⅱ
保育実習指導Ⅱ・Ⅲ

必修科目

選択科目（選択必修科目を含む）

施設紹介

学校独自の科目として社会福祉系科目を選択し、学ぶことができます。

時間割
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実習スケジュール

保育所実習
・公立、私立保育所
・幼保連携型
　認定こども園　等

　　施設実習
・乳児院
・児童養護施設
・児童発達支援センター
・母子生活支援施設
・児童自立支援施設
・障害者支援施設　等

保育所実習 or 施設実習
　　将来の進路に合わせて
　　どちらかを選択。

1 回目 2 回目 3 回目附
属
保
育
園
等
見
学

実
習
先
希
望
調
査

本科の学びには、保育所実習と施設実習があります。実習を体験することにより、
多くの体験や知識を習得することができます。
そしてこの時に学んだものは、卒業後の実践に活かされます。意欲とチャレン
ジ精神をもって、積極的に学んでください。

主な実習先
保育所
・大阪市立保育所
・高槻市立保育所
　　　等の公立保育所
・保育園こどものくに
・風の子保育園
・鳥飼さつき園
　　　等の私立保育所
認定こども園
・豊中あけぼのこども園
・南ヶ丘こども園
　等の幼保連携型認定こども園

乳児院
・伊丹乳児院
・大阪水上隣保館乳児院
　

児童養護施設
・弘済みらい園
・高津学園
・聖ヨハネ学園　

児童発達支援センター
・わかくさ
・いわき生野学園キッズ広場
　とけいワニ
・淡路こども園　

母子生活支援施設
・リアン東さくら

児童自立支援施設
・阿武山学園

児童心理治療施設
・聖家族の家　児童院　
　　　　　

実 習振り返り

事前学習

実習先は、できるだけ学生の
希望に添えるように調整して
決定します。
10 日間かつ 80 時間以上、
保育現場で子どもや保育士に
ついて学びます。

「実習では何を学びたいのか」を明確にします。
また指導案、実習日誌の書き方、ピアノなど
の実技を学び、実習に備えます。

実習で学んだ内容を振り返
り、さらに課題や学びを見つ
け、次の実習や就職に向けた
準備を行います。

実習の学びについて
　実習は、事前指導から実習配属、実習中、事後指導（振り返り）まで、　一貫して学びます。

就
職

プラスα
　⇒実習態度が評価されて
　　そのまま「実習先が就職先」と　
     いうことも！

実習 合計 3 回の実習を経て、保育士へ !!
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主な実習先
保育所
・大阪市立保育所
・高槻市立保育所
　　　等の公立保育所
・保育園こどものくに
・風の子保育園
・鳥飼さつき園
　　　等の私立保育所
認定こども園
・豊中あけぼのこども園
・南ヶ丘こども園
　等の幼保連携型認定こども園

乳児院
・伊丹乳児院
・大阪水上隣保館乳児院
　

児童養護施設
・弘済みらい園
・高津学園
・聖ヨハネ学園　

児童発達支援センター
・わかくさ
・いわき生野学園キッズ広場
　とけいワニ
・淡路こども園　

母子生活支援施設
・リアン東さくら

児童自立支援施設
・阿武山学園

児童心理治療施設
・聖家族の家　児童院　
　　　　　

ミュージカル実践や
ピアノ練習

跳び箱や鉄棒の
指導方法を考える

お店屋さん
ごっこを
楽しむ

　授業はピアノ演奏や読み聞かせなどの実技や講義のほか、保育所や児童養護
施設などの施設での実習に行くための事前指導など様々な授業があります。
　どの授業も面白く、自然と勉強量が増えました。また先生とも距離が近いた
め、質問がしやすく、就職活動の際には、担任の先生をはじめ、たくさんの先
生に相談させていただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（2019 年度卒業生　小林　愛美さん）

体育　実際に体を動かしながら　　　　　　　　
　　　　　　指導方法を学ぶ！

とび箱や鉄棒を教えるのって
難しそう・・でも大丈夫！

先生が丁寧に子どもの成長に
応じた指導方法を教えてくれ
ます。

音楽　ピアノは初心者でも大丈夫！
保育現場で音楽指導をしている先生が、丁寧に教
えてくれます。1 人につき 1 台ピアノが揃ってい
るから初心者でも安心して取り組めます。　
現場で必要な内容を
楽しみながら上達を
目指します！

図画工作　保育現場ので活かせる技術
　　　　　　　が学べる !

絵画や工作は保育現場ではとても
重要です。
様々な技法を実際に体験して習得する
とともに、子どもの発達に応じた活用
の仕方を探求します。

現場経験豊富な講師陣で、
　　　　　　　　初めての人も安心！

合計 3 回の実習を経て、保育士へ !!
実技

卒業生の声
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E ‐ mail       kodomo@kamei.ac.jp
URL        　 http://kodomo‐fukushi.com/
Facebook    https://www.facebook.com/fukusi.kodomo

医療・福祉関連国家資格を受験することができる併設学科

臨床工学科
臨床工学専攻科
　臨床工学技士受験資格

社会福祉士科
社会福祉士（通信）科
　社会福祉士受験資格

精神保健福祉士（通信）科
　精神保健福祉士受験資格

学校法人 瓶井学園 
エンタテーメント・コンピュータ総合学園
文部科学省認可 CG-ARTS 協会認定 CG 教育校

 日本コンピュータ専門学校

学校法人 瓶井学園
総務省認定・経済産業省指定・厚生労働省指定・
国土交通省認定／国家試験免除校

　日本理工情報専門学校

グループ校

阪急京都線「上新庄」駅より徒歩 10 分

  ◆ JR（在来線）から
　・「大阪」駅で、阪急京都線に乗り

換え、「大阪梅田」駅より
　準急で「上新庄」駅まで 12 分。

◆新幹線から
　・Osaka Metro 御堂筋線「新大阪」

駅より「西中島南方」駅に、そこで
阪急京都線に乗り換え、準急で「南
方」駅から、 「上新庄」駅まで 10 分。

Osaka Metro 今里筋線
「だいどう豊里」駅より徒歩 5 分

　◆ Osaka Metro 各駅から
　・Osaka Metro 谷町線「太子橋今市」

駅、長堀鶴見緑地線「蒲生 4 丁目」
駅、千日前線「今里」駅、中央線「緑
橋」駅で、それぞれ今里筋線に乗り
換え、　「だいどう豊里」駅下車。

各種講座
　・就職に有利な資格を取得できる各種講座

　・介護福祉士実務者研修

　・スクールソーシャルワーカー養成講座　

・受験対策講座 
　　　　　      

        ・ 社会福祉士

　　　　 ・ 精神保健福祉士

日本メディカル福祉専門学校
（保育学舎 1 号館）

日本メディカル
福祉専門学校

（保育学舎 3 号館）

日本メディカル
福祉専門学校
（臨床学舎）

学校法人　瓶井学園　本部
日本メディカル福祉専門学校

（福祉学舎） 地下鉄
今里筋線

だいどう豊里

大桐 2 丁目
交差点

日本コンピュータ専門学校

日本メディカル福祉専門学校
（保育学舎 2 号館）

日本理工情報専門学校
関西みらい銀行

学校法人　瓶井学園

日 本 メ デ ィ カ ル 福 祉 専 門 学 校

こども福祉学科
連絡先：〒 533‐0011　大阪市東淀川区大桐 2‐6‐6

　　　　電話　06‐6329‐6553（法人代表）　06‐7492‐4009（直通）
　　　

ア ク セ ス

保育高卒2022_20160402.indd   8 2021/04/02   17:06:30


