
【松山東雲短期大学】　幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表　

  　幼稚園免許所有者には、筆記試験２科目「教育原理」、「保育の心理学」及び実技試験「保育実習実技」が免除されます。
試験免除科目の有無をご自身でご確認の上、「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」をお申込みください。
なお、免除科目に相当する本学設置科目の修得状況がご不明の場合は、事前に「学業成績・単位取得証明書」をお申し込みください。
以下の読替え表をご確認ください。本学への入学年度により、読替えは異なります。

2020（R2)～
※平成13年厚生労働省告示

第198号による

2019（H31)
※平成13年厚生労働省告示

第198号による

2011（H23）～2018（H30）
※平成13年厚生労働省告示

第198号による

2010（H22）
※平成13年厚生労働省告示

第198号による

2009（H21）～2005（H17）
※平成13年厚生労働省告示

第198号による

2004（H16）～2002（H14）
※平成13年厚生労働省告示

第198号による

2001（H13）～2000（H12）
※平成3年厚生省告示

第121号による

1999（H11）～1997（H9）
※平成3年厚生省告示

第121号による

1996（H8）～1995（H7）
※平成3年厚生省告示

第121号による

1994（H6）～1992（H4）
※平成3年厚生省告示

第121号による

1991（H3)
※昭和45年厚生省告示

352号による

社会福祉　（講義２） 社会福祉　（講義２） 社会福祉　（講義２） 社会福祉　（講義２） 社会福祉Ⅰ　（講義２） 社会福祉Ⅰ　（講義２） 社会福祉Ⅰ　（講義２） 社会福祉Ⅰ　（講義２） 社会福祉Ⅰ　（講義２）

相談援助（演習１） 社会福祉援助技術Ⅰ（演習１） 社会福祉援助技術Ⅰ（演習１） 社会福祉援助技術（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２）

子ども家庭福祉（講義）２単位 子ども家庭福祉（講義２） 子ども家庭福祉（講義２） 児童家庭福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２） 児童福祉　（講義２）

子ども家庭支援論(講義）２単位 子ども家庭支援論（講義２） 子ども家庭支援論（講義２） 家庭支援論　（講義２） 家族援助論　（講義２） 家族援助論　（講義２） 家族援助論　（講義２） × × × × ×

子どもの保健（講義）２単位 子どもの保健（講義２） 子どもの保健（講義２） 子どもの保健Ⅰ　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健　（講義４） 小児保健Ⅰ　（講義４）

子どもの健康と安全（演習）１単位 子どもの健康と安全（演習１） 子どもの健康と安全（演習１） 子どもの保健Ⅱ　（演習１） × × × × × × × ×

子どもの食と栄養 子どもの食と栄養（演習）２単位 子どもの食と栄養（演習２） 子どもの食と栄養（演習２） 子どもの食と栄養　（演習２） 小児栄養　（演習２） 小児栄養　（演習２） 小児栄養　（演習２） × × × × ×

保育原理（講義）２単位 保育原理（講義２） 保育原理（講義２） 保育原理　（講義２） 保育原理　（講義４） 保育原理　（講義４） 保育原理　（講義４） 保育原理　（講義４） 保育原理　（講義４） 保育原理　（講義４） 保育原理　（講義４） 保育原理Ⅰ　（講義４）

乳児保育Ⅰ（講義）２単位 乳児保育Ⅰ（講義２） 乳児保育Ⅰ（講義２）　新設 × × × × × × × × ×

乳児保育Ⅱ（演習)１単位 乳児保育Ⅱ（演習１） 乳児保育Ⅱ（演習１） 乳児保育　（演習２） 乳児保育　（演習２） 乳児保育　（演習２） 乳児保育　（演習２） × × × × ×

障害児保育（演習）２単位 特別支援教育（演習２） 特別支援教育（演習２） 障がい児保育（演習２) × × × × × × × ×

子育て支援（演習）１単位 子育て支援（演習１） 子育て支援（演習１） 保育相談演習　（演習１） 社会福祉援助技術Ⅱ　（演習１） 社会福祉援助技術Ⅱ　（演習１） 社会福祉援助技術　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２） 社会福祉Ⅱ　（演習２）

社会的養護Ⅰ（講義）２単位 社会的養護Ⅰ（講義２） 社会的養護Ⅰ（講義２） 社会的養護　（講義２） 養護原理　（講義２） 養護原理　（講義２） 養護原理　（講義２） 養護原理Ⅰ　（講義２） 養護原理Ⅰ　（講義２） 養護原理Ⅰ　（講義２） 養護原理　（講義２） 養護原理Ⅰ　（講義２）

社会的養護Ⅱ（演習）１単位 社会的養護Ⅱ（演習１） 社会的養護Ⅱ（演習１） 社会的養護内容　（演習１） 養護内容　（演習１） 養護内容　（演習１） 養護内容　（演習１） × × × × ×

保育内容総論（演習１） 保育内容総論Ⅰ （講義2） × × × × × × × ×

廃止 保育内容総論Ⅱ　（演習１） × × × × × × × ×

保育内容演習（演習）５単位

健康の指導法（演習１）
人間関係の指導法（演習１）
環境の指導法（演習１）
言葉の指導法（演習１）
表現の指導法（演習１）

健康の指導法（演習１）
人間関係の指導法（演習１）
環境の指導法（演習１）
言葉の指導法（演習１）
表現の指導法（演習１）

保育内容（健康）　（演習１）
保育内容（人間関係）　（演習１）
保育内容（環境）　（演習１）
保育内容（言葉）　（演習１）
保育内容（表現）　（演習１）

保育内容（健康）　（演習１）
保育内容（人間関係）　（演習１）
保育内容（環境）　（演習１）
保育内容（言葉）　（演習１）
保育内容（表現Ⅰ）　（演習１）
保育内容（表現Ⅱ）　（演習１）

保育内容（健康）　（演習１）
保育内容（人間関係）　（演習１）
保育内容（環境）　（演習１）
保育内容（言葉）　（演習１）
保育内容（表現Ⅰ）　（演習１）
保育内容（表現Ⅱ）　（演習１）

保育内容総論Ⅰ（演習１）
保育内容（健康）　（演習１）
保育内容（人間関係）　（演習１）
保育内容（環境）　（演習１）
保育内容（言葉）　（演習１）
保育内容（表現Ⅰ）　（演習１）
保育内容（表現Ⅱ）　（演習１）

保育内容総論Ⅰ（演習１）
保育内容（健康）　（演習１）
保育内容（人間関係）　（演習１）
保育内容（環境）　（演習１）
保育内容（言葉）　（演習１）
保育内容（表現Ⅰ）　（演習１）
保育内容（表現Ⅱ）　（演習１）

保育内容総論Ⅰ（演習１）
心身の健康Ⅰ（演習１）
心身の健康Ⅱ（演習１）
環境とのかかわりⅠ（演習１）
環境とのかかわりⅡ（演習１）
感性と表現Ⅰ（演習１）
感性と表現Ⅱ（演習１）

保育内容総論Ⅰ（演習１）
心身の健康（演習２）
環境とのかかわり（演習２）
感性と表現（演習２）

保育内容総論（演習１）
心身の健康（演習２）
環境とのかかわり（演習２）
感性と表現（演習２）

保育内容Ⅰ（演習２）
保育内容Ⅱ（演習２）
保育内容Ⅲ（演習２）

保育内容の理解と方法（演習）４単位

音楽Ⅰ（保育内容の理解と方法Ⅰ）（演習２）
図画工作（保育内容の理解と方法Ⅲ）（演習１）
体育（保育内容の理解と方法Ⅳ）（演習１）

音楽Ⅰ（保育内容の理解と方法Ⅰ）（演習２）
図画工作Ⅰ（保育内容の理解と方法Ⅲ）（演習１）
体育Ⅰ（保育内容の理解と方法Ⅴ）（演習１）

音楽Ⅰ（保育表現技術Ⅰ）　（演習２）
図画工作Ⅰ（保育表現技術Ⅲ）　（演習１）
図画工作Ⅱ（保育表現技術Ⅳ）　（演習１）
体育Ⅰ（保育表現技術Ⅵ）　（演習１）
体育Ⅱ（保育表現技術Ⅶ）　（演習１）

音楽Ⅰ（演習2）
図画工作Ⅰ（演習１）
図画工作Ⅱ（演習１）
体育Ⅰ（演習１）

音楽Ⅰ（器楽）（演習１）
音楽Ⅰ（声楽・理論）（演習１）
図画工作Ⅰ（平面）（演習１）
図画工作Ⅰ（立体）（演習１）
体育Ⅰ（演習１）

音楽Ⅰ（器楽）（演習１）
音楽Ⅰ（声楽・理論）（演習１）
図画工作Ⅰ（平面）（演習１）
図画工作Ⅰ（立体）（演習１）
体育Ⅰ（演習１）

音楽Ⅰ（器楽）（実技１）
音楽Ⅰ（声楽・理論）（実技１）
図画工作Ⅰ（平面）（実技１）
図画工作Ⅰ（立体）（実技１）
体育Ⅰ（演習１）
体育Ⅱ（演習１）

音楽Ⅰ（器楽）（実技１）
音楽Ⅰ（声楽・理論）（実技１）
図画工作Ⅰ（平面）（実技１）
図画工作Ⅰ（立体）（実技１）
体育Ⅰ（演習１）
体育Ⅱ（演習１）

音楽Ⅰ（実技２）
図画工作Ⅰ（実技２）
体育Ⅰ（演習１）
体育Ⅱ（演習１）

音楽（演習２）
図画工作（演習２）
体育（演習２）

音楽Ⅰ（演習２）
図画工作Ⅰ（演習２）
体育（演習２）

保育士試験免除科目を証明するためには、その科目に対応する養成施設における教科目すべての単位を取得している必要があります。 ［PAI-2021］

【改正後】
保育士試験
免除科目

指定保育士養成施設で修得した教科目
告示別表による教科目

（入学年度別）松山東雲短期大学の設置科目名

社会福祉 社会福祉（講義）２単位 社会福祉（講義２）
社会福祉（講義２）
（相談援助の内容を含む）

保育内容総論（演習１）

子ども家庭福祉

子どもの保健

保育原理

社会的養護

保育実習理論

保育内容総論（演習）１単位


