
学校名 学部・学科名 所在地 正会員

1 014 釧路短期大学 幼児教育学科 北海道釧路市

2 065 青森明の星短期大学 子ども福祉未来学科 青森県青森市

3 042 東北女子短期大学 保育科 青森県弘前市 〇

4 048 弘前厚生学院 こども学科 青森県弘前市 ○

5 053 郡山健康科学専門学校 こども未来学科 福島県郡山市

6 040 高崎健康福祉大学 人間発達学部子ども教育学科 群馬県高崎市 〇

7 036 育英短期大学 保育学科 群馬県高崎市

8 059 東京福祉大学短期大学部 こども学科 群馬県伊勢崎市

9 037 関東短期大学 こども学科 群馬県館林市

10 064 浦和大学 こども学部こども学科 埼玉県さいたま市

11 021 川口短期大学 こども学科 埼玉県川口市

12 067 和洋女子大学 人文学部こども発達学科 千葉県市川市

13 068 和洋女子大学 家政学部家政福祉学科 千葉県市川市

14 028 千葉敬愛短期大学 現代子ども学科 千葉県佐倉市

15 056 成田国際福祉専門学校 保育士科 千葉県成田市

16 051 東京未来大学 こども心理学部こども心理学科こども保育・教育専攻東京都足立区

17 033 東京家政大学 家政学部 児童学科 育児支援専攻 東京都板橋区 〇

18 016 星美学園短期大学 幼児保育学科専攻科幼児保育専攻 東京都北区

19 026 東京成徳短期大学 幼児教育科 東京都北区 〇

20 039 有明教育芸術短期大学 子ども教育学科 東京都江東区

21 003 目白大学 人間学部子ども学科 東京都新宿区 〇

22 054 東京立正短期大学 現代ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科専攻科幼児教育専攻 東京都杉並区

23 043 日本体育大学 児童ｽﾎﾟｰﾂ教育学部児童ｽﾎﾟｰﾂ教育学科 東京都世田谷区

24 009 上智社会福祉専門学校 保育士科 東京都千代田区 〇

25 061 第一幼児教育専門学校 保育科 東京都豊島区

26 062 東京福祉保育専門学校 こども学科 東京都豊島区

27 050 こども教育宝仙大学 こども教育学部幼児教育学科 東京都中野区

28 022 帝京大学 教育学部初等教育学科こども教育コース東京都八王子市 〇

29 063 東京純心大学 現代文化学部　こども文化学科 東京都八王子市

30 004 聖セシリア女子短期大学 幼児教育学科 神奈川県大和市 〇

31 057 山梨学院短期大学 保育科 山梨県甲府市 〇

32 006 大垣女子短期大学 幼児教育学科 岐阜県大垣市

33 019 中部学院大学 短期大学部 幼児教育学科 岐阜県関市

認定ベビーシッター資格取得指定校　一覧
令和元年5月現在

資料５



学校名 学部・学科名 所在地 正会員

35 044 大阪キリスト教短期大学 幼児教育学科 大阪市阿倍野区

36 002 大阪総合保育大学 児童保育学部児童保育学科 大阪市東住吉区 〇

37 027 大阪城南女子短期大学 総合保育学科 大阪市東住吉区

38 058 梅花女子大学 心理こども学部こども学科 大阪府茨木市

39 066 プール学院短期大学 幼児教育保育学科 大阪府堺市

40 010 四條畷学園短期大学 保育学科 大阪府大東市 〇

41 069 四天王寺大学短期大学部 保育科 大阪府羽曳野市

42 045 東大阪大学 こども学部こども学科 大阪府東大阪市

43 046 東大阪大学短期大学部 実践保育学科 大阪府東大阪市

44 038 大阪青山大学 健康科学部子ども教育学科 大阪府箕面市 〇

45 035 大阪国際大学 短期大学部 幼児保育学科 大阪府守口市 〇

46 047 湊川短期大学 幼児教育保育学科 兵庫県三田市

47 007 聖和短期大学 保育科 兵庫県西宮市 〇

48 041 奈良佐保短期大学 地域こども学科 奈良県奈良市 〇

49 031 和歌山信愛女子短期大学 保育科 和歌山県和歌山市

50 023 くらしき作陽大学 子ども教育学部子ども教育学科 岡山県倉敷市

51 024 宇部フロンティア大学 短期大学部 保育学科 山口県宇部市 〇

52 008 高松大学 発達科学部子ども発達学科 香川県高松市

53 034 純真短期大学 こども学科 福岡市南区

54 055 西南女学院大学短期大学部 保育科 福岡県北九州市

55 049 東筑紫短期大学 保育学科 福岡県北九州市

56 015 久留米信愛短期大学 幼児教育学科 福岡県久留米市 〇

57 018 福岡こども短期大学 こども教育学科 福岡県太宰府市 〇

58 060 第一幼児教育短期大学 幼児教育科 鹿児島県霧島市
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「在宅保育」科目 シラバス    2単位  90分×15回 

 

Ⅰ．オリエンテーション    

   家庭訪問保育とは 

   家庭訪問保育者としての心得   保育マインド 

 

Ⅱ．家庭訪問保育を行うために必要な基礎的知識 

   乳幼児の生活と遊び 

   乳幼児の発達と心理 

   乳幼児の栄養と食事 

   小児保健Ⅰ・Ⅱ 

   心肺蘇生法(実技講習) 

   子ども虐待 

    

Ⅲ．居宅訪問型保育の実際 

   居宅訪問型保育の概要 

   居宅訪問型保育の保育内容 

   居宅訪問型保育の環境整備 

   居宅訪問型保育の運営 

   安全の確保とリスクマネジメント 

   居宅訪問型保育者の職業倫理と配慮事項 

   居宅訪問型保育における保護者への対応 

   特別に配慮を要する子どもへの対応 

 

Ⅳ．一般型家庭訪問保育の実際 

   一般型家庭訪問保育の業務の流れ 

   さまざまな家庭訪問保育 

 

Ⅴ．実践演習 

   保育技術(お世話編) 

   保育技術(遊び編) 

 

 

  〇居宅訪問型保育の基礎研修を受講修了済みと見なすためには 

   Ⅱ、Ⅲ、Ⅴの受講が必要。  



家庭訪問保育の体系 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの事業に従事する保育者の要件 
 

一般型家庭訪問保育 

 家庭からの依頼 認定ベビーシッター、ACSA主催の研修受講、各事業者が実施

する研修受講の推奨 法人契約 

地方自治体との連携 同上であるが、自治体の方で独自の要件がある場合はそれに

従う 

制度上の家庭訪問保育 

 

居宅訪問型保育 

保育士（または家庭的保育認定研修受講済み）であって 

居宅訪問型保育基礎研修受講済み 

＊慢性疾患児、障害児等の対応の場合は、専門研修を受講す

る必要あり 

地域子ども・子育て支

援事業における訪問型

保育 

一時預かり事業（訪問型）・延長保育事業（訪問型）： 

同上 

病児保育事業（訪問型）： 

看護師等、保育士（または家庭的保育認定研修受講済み）で

あって病児・病後児保育（訪問型）研修受講済み 

企業主導型ベビーシッ

ター利用者支援事業 

認定ベビーシッター、ACSA主催の研修受講、各事業者が実施

する研修受講の推奨 

 

一般型家庭訪問保育 

従来より民間事業者により行われて
いる事業 

〇個々の家庭からの依頼を受けて行う 

〇企業等との法人契約のもとに行う 

〇市町村・公的機関等と連携して行う事業 

（制度上の事業を除く） 

家庭訪問保育 

制度上の家庭訪問保育 

地域子ども・子育て支援事業におけ
る訪問型保育 

〇一時預かり事業（訪問型） 
〇病児保育事業 （訪問型） 
〇延長保育事業 （訪問型） 
  

居宅訪問型保育 
 子ども・子育て支援法における子ども・

子育て支援給付のうち、地域型保育事業に

位置づけられる事業。 

企業主導型ベビーシッター利用者 
支援事業 
 子ども・子育て支援法における「仕事・

子育て両立支援事業」における事業 


