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Greeting

代表取締役社長　西内 久美子

このたび、『英国チャイルドマインダー養成セミナー』についての資料請求をして
いただき、誠にありがとうございます。
NCMA,Japanでは、厚生労働省のガイドラインに準拠し、家庭的保育に特化し
た専門知識と技術を学べる通学および通信講座の教育を提供しています。
当校では、優良な家庭的保育者を目指す５つのポイントとなる『安全の確保』・『健
康と衛生管理』・『発達（学習）支援』・『達成と楽しみ』・『福祉の充実』といった、実
践に役立つメソッドを基礎から総合的に学べます。この独自のメソッドは、英国政
府の資金で英国NCMAが開発したものであり、日本においては、1996年より
NCMA,Japanが独占使用権を認められ、2014年からは英国ICM（英国NCMA
は変革を遂げ新たな組織となった為）との連携により提供しています。
更にNCMA,Japanは、チャイルドマインダーの専門研修を修了され、資格を生か
して働く人 を々サポートしています。
少子高齢時代を迎え、従来の保育制度だけでは子育て支援が十分に機能しない
事態が発生しています。21世紀の日本の子育て環境は、日々目まぐるしく変化し
ており、チャイルドマインダーの活躍の場が大きく広がっています。家庭的保育者
の「量と質」が求められる中、安心安全な家庭的保育を実現できる質の高いチャイ
ルドマインダーを日本の社会に多く輩出することを目的として専念しています。
次世代の子どもたちの育成に、深くかかわるプロフェッショナルな職業である
チャイルドマインダーの世界へ、皆様が、その第一歩を踏み出していただけるよう、
お願い申しあげます。
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英国では100年以上の歴史があり、家庭外保育を必要としている全英の
7１％の子育て家庭が利用しています。
ひとりのチャイルドマインダーが保育できる子どもの定員は1名から5名まで

（年齢による）。子育て家庭の育児･教育方針に沿い、安全で安心な保育を
提供する職業です。

NCMA,Japanで、
資格取得後は、

こんな活躍の場があります

NPO法人 日本チャイルドマインダー協会
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NCMA,Japanの「英国チャイルドマインダー養成セミナー」をまねた業者が他にありますので、ご注意ください。

チャイルドマインダーの職業的地位の確立と普及、そして質の向上を目的とし
て、’99年6月に設立。日本における子どもの健全育成に寄与するチャイルドマイン
ディングシステムの認知度アップのため、地方自治体と契約して、保育ママ（家庭
福祉員）の専門研修や家庭的保育者によるグループ保育（小規模保育）を展開。

チャイルドマインダーとは、
英国発家庭的保育のスペシャリストです。

～NCMA,Japanは、NPO法人 日本チャイルドマインダー協会の認定校です～

チャイルドマインダーって、何？
0 歳から12 歳未満の子どもを対象に、英国で発祥した
家庭の中で少人数の子どもを保育する専門職業です。

!

自宅やマンションなどで、家庭と両立しながら保育。数人
のチャイルドマインダー同志で、グループ保育を行うこと
が可能です。

在宅保育のプロとして

「子ごころサイト（https://www.kogokoro.jp）」登録制度で
利用者との契約を後押しします。契約したお客様の家や指
定された場所で子どもを保育します。

訪問保育のプロとして

各企業と提携。多数のNCMA,Japan修了のチャイルドマイン
ダーが、訪問保育で働いています。
・（株）JTBベネフィット ・（株）ベネフィット・ワン
・リゾートソリューション（株） ・（株）リラックスコミュニケーションズ
・（株）イーウェル

企業の福利厚生サービス
として訪問保育で働く

共働き家庭の増加、核家族化・都市化の進展などの社会変化に
伴い、国や地方自治体の保育施策として、チャイルドマインダーを
活用した「家庭的保育」や「小規模保育」が広がっています。

自治体からの委託契約で
家庭的保育従事者として活躍

自宅で保育するのが不安な方には、自治体の委託先となっ
ている保育室で働く提案をしています。経験を積んで自信が
ついたら、利用者と直接契約する会員へキャリアアップしま
す。（面談、実習、登録制）

正規雇用や
パートでスキルアップ

ChildMinder





コー ス 案 内
厚生労働省ガイドライン準拠カリキュラムの
選べる4つのコースと通信講座。
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育児経験やそこから得た知識を活かし、仕事としての専門
性を学んでいただくコース。現在子育て真っ最中という方
から、子育てが一段落した方まで、多くの子育て経験者に
受講していただきたいコースです。

一般特待生コース

幼稚園、保育園、小学校での勤務経験や知識を活かし、
さらに保育の専門性を学んでいただくためのコース。充実し
たチャイルドケアを実現したいと希望されている方などに、
是非受講していただきたいコースです。
※現場経験の無い有資格者も選択出来るコースです。

特 待 生 コー ス

看護師、准看護師、保健婦の看護経験や知識を生かし、
さらに家庭的保育の専門性を学んでいただくためのコー
ス。小児科・産婦人科での勤務経験がある方には、
免除科目を設けています。資格取得後には、チャイルド
ケアのできる人材として仕事の幅が広がります。病児・
病後児保育のエキスパートとして活躍出来ます。

看 護 師 コー ス

※各コースとも、高校卒業資格を有する20歳以上の方に受講資格があります。

全15単元
全8回

受講要件／子育て経験のある方。
その他受講規約に準ずる。

全11単元
全6回

受講要件／幼稚園教諭・保育士・
小学校教諭免許取得者。その他
受講規約に準ずる。

全19単元
全11回

免除科目有り。
受講要件／看護師免許取得者。
その他受講規約に準ずる。

チャイルドマインダーについて、詳しく総合的に学べるコース。
現在お勤め中で将来的に家庭的保育のプロを目指す方、
学生の方、そして未来のお母さんにも是非受講していただき
たい、充実した内容のコースです。

全21単元
全12回

受講要件／心身ともに健康な方。
経験・資格は不問。

本 科 コ ー ス

目安は3～6ヶ月間
受講要件／経験・資格は不問。

通信講座（本科・有資格）

詳しくは6Pを
ご覧ください。

通学が不便な方に、通学と同じ内容を学習し
ていただきます。２回のスクーリング付きで、
MFAジャパン社の幼児・小児救急救護法の国
際カードも同様に取得できます。

国際的に高い評価を受けているMFAジャパン社の救急救護法の研
修を受けることができます。受講後、国際修了カードが取得できます。

8時間のカリキュラムを受講する
と取得できる、国際修了カード。
2年ごとに更新が必要。

※メディック・ファーストエイド®

の名称とロゴマークはMEDIC 
FIRST AID International,inc.
の登録商標

MFAジャパン社の救急救護法研修
幼児・小児の救急救護法。国際修了カード取得も！
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特 待 生 コ ー ス一 般 特 待 生コース

チャイルドマインディング
01 チャイルドマインダーとはどんな存在か、何を目指すのか、など。

まずは基本的な職業倫理と理論をしっかり身につける。

02
機会の平等
あらゆる偏見をなくし、異なる生き方、個性を尊重すること、性別、地位
や職種、人種など広い範囲での差別に反対する姿勢や意思を学ぶ。

チャイルドマインダーと親との関係
03 利用者とのオープンなコミュニケーションの取り方をはじめ、保

育に関する多様なニーズと価値観について理解を深める。

児童の成長を支えるチャイルドマインダーの役割
04 教育者としての役割を理解し、子どものニーズに対応する

手法を学ぶ。

子どもの病気
05 乳幼児から学齢期までの感染症や発育期に多くみられる病気と

その症状、予防と対応について学ぶ。

ビジネスとしてのチャイルドマインディング 1・2
06 ビジネスマナー・契約書の作成方法・活動の方法など。チャイル

ドマインダーとして成功するために必要な知識を学ぶ。

日本の保育事情
09 待機児童問題や少子問題、地域の保育事情などを交え、過去、

現在、将来の保育のあり方について考察する。 16
楽しい食事
子どもの成長に必要な栄養について学ぶと共に、安全な食品の
選び方や食事の提供の仕方について学ぶ。

17
乳幼児・実習
調乳・授乳・沐浴・着替えなど、子どものケア一般を実習する。

18
日本の伝統文化
日本の行事や地域伝来の文化を次世代に伝えられるよう、幅広
く伝統文化を学ぶ。

19
遊びを想像する PART1
子どもの発達に欠かせない遊びについて学ぶ。（ペットボトルや
牛乳パックを使って子どもと遊べるおもちゃ作成の課題が出る）

20
訪問ケア
利用者の指定する場所（チャイルドマインダーが用意した保育場
所以外）で、安全に保育するために必要な事柄を学ぶ。また、個
人情報をより深く知ることのできる状況の中で、プライバシーを
侵さないために注意するべき事柄を学ぶ。

21
遊びを想像する PART2
季節や行事に合わせたコラージュづくりで表現力を学ぶ。

幼児にとっての安全な環境・応急処置
11 幼い子どものために安全で衛生的な環境をどのように整備する

かプロの手法を学ぶ。また、安全と衛生を維持する方法を子ども
に教えるときの工夫について学習する。非常時に何をすればよい
か、自分なりの対策をたてるための知識も習得する。

12
幼児
乳児期を経て、著しく成長発達する時期の子どもの発達過程を深く
理解し、成長を促すためにどのような働きかけが必要かを広く学ぶ。

チャイルドマインダーの一日
10 子どもの受け入れ前、受け入れ時・保育中・保護者が子どもを迎

えに来る時・次の保育の受け入れ準備まで、チャイルドマイン
ダーとしての日課や仕事の進め方を学ぶ。

14
しつけ
保護者の価値観や教育方針を尊重しながら、子どもへのしつけ
にどのように対応するのがよいかを追求する。

15
子どもと社会の問題現象
著しく変化する子どもを取り巻く社会現象や社会環境の変化を知り、健全な児童
育成に取り組むための手法を学ぶ。児童虐待への対応について知識を深める。

13
学齢児童
就学児童を対象にした保育の実践について手法を学ぶ。

家庭とチャイルドマインディングの両立
08 親、兄弟姉妹、夫婦、子どもなど、同居する家族の生活スタイルを

維持しながらチャイルドマインダーとしての仕事をどのように実
践したらよいかを模索する。また、さまざまな状況をふまえて、仕
事を両立するノウハウを学ぶ。

カリキュラム
本科コースはMFAと1～21の全12日間、看護師コースはMFAと1～21の全11日間（免除科目あり）、一般特待生コースは
MFAと1～15の全8日間、特待生コースはMFAと1～11の全6日間を受講することになります。
※厚生労働省のガイドライン「家庭的保育者専門研修」に準拠しています。

受講カリキュラム受講カリキュラム本科コース・看護師コース
※看護師は05・17は免除対象となります。

受講カリキュラム

01MFA・ 21 01MFA・ 15 01MFA・ 11

幼児・小児の救急救護法
MFA 人工呼吸・心肺蘇生法・止血法や一般的な急病の予防・対処の仕

方、ＡＥＤ実習やケガの予防・対処の仕方を中心とした内容を学ぶ。

自己を知る
07 自分の価値観を認め、自分の主張を持てるようになるための自己コ

ントロールについて学ぶ。さらに、仕事への誇りを持ち、責任感と信
頼感を高めるために実践する自己啓発について知識の幅を広げる。
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通学セミナーは、その場でベテラン講師に質問できることや、他の受講生と情報交換するうちに
親しくなれるなどライブならではの魅力があります。一緒に資格取得を目指す仲間や、現役の
チャイルドマインダーと交流する時間もあり、受講期間中は、有意義な体験をしていただけます。

通学セミナーは、その場でベテラン講師に質問できることや、他の受講生と情報交換するうちに
親しくなれるなどライブならではの魅力があります。一緒に資格取得を目指す仲間や、現役の

セミナーフォト
NCMA,Japanの通学セミナーは、英国と同じ「ディスカッション」を大切にした
セミナーです。講師の話をノートするだけの退屈な授業ではありません。
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検定試験
毎年、チャイルドマインダー資格取得を目指して、幅広い年齢層の社会人が、受験しています。

「一発合格を目指したい・・・」
そんな受験生の声から、この講座は生まれました。

NCMA,Japanでは、検定試験の合格をサポートする
ために、対策講座を通学・通信の受講生を対象に開
催しています。模擬試験形式のプリントを使用して、
合格を狙います。

子どもの命を預かる家庭的保育の
専門職としての知識習得レベルを
チェックします。

合格点：80点以上
合格率：70％

検定試験対策講座のお申込みは、
随時ご希望者に限り受付けております。

検定試験対策講座
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開業に至るまでの準備のサポートは勿論、活動後のバッ
クアップがとてもしっかりとしているところに会員登録を
決めました。実際、保険の充実性やいつでも本部のスタッ
フの方に色々と相談ができること、他のマインダーさんと
の交流の場がもてることでとても心強く安心して活動する
ことができています！

子ども達の笑顔や利用してくださった親御さんからの
感謝の言葉に日々励まされています。少しでも多くのご
家族が笑顔でいられるお手伝いができることに喜びと
やりがいを感じ、自分の子どもや私自身も成長させて
もらっています！

笑顔が生まれるお仕事です！

チャイルドマインダーになって良かったこと NCMA,Japan会員登録利用について

後藤るみさん（34歳）　神奈川県在住

元々保育士であった為、現場復帰も考えていたのですが家
族との時間も大切にしたいという気持ちが強く悩んでいました。
そんな時に見つけたのがこの資格でした。これなら自分のスキ
ルを生かし自宅にいながらお仕事もでき、皆様のお役に立て
るかもしれない！と思い受講を決めました。

きっかけ

稼働
時間

対象
年齢

保育
形態

0歳（6ヶ月）
～12歳 1ヶ月…約160時間

在宅（個人型）

まずは仕事を得たり、続けたりするためには、バックアップをしてもらうこ
とが必要だと思いました。一人で仕事をしていても、会員登録をしたこと
で、本部スタッフさんに色 と々相談が出来たりと、とても心強いです。

毎日、子どもたちに接することが出来て、笑顔や元気をもらっていま
す。初めは泣いたりさみしそうでも、一緒に遊んでいるうちに自分に慣
れてくれて楽しく過ごしてもらっている時には、本当に嬉しく思います。

いくつになっても続けられる仕事を

チャイルドマインダーになって良かったこと

NCMA,Japan会員登録利用について

坂本美保子さん（32歳）　東京都在住

二子玉川のマンションパビリオンキッズルームにて

子どもが大好きで、いくつになっても出来る仕事だと
思ったから。

きっかけ

稼働
時間

対象
年齢

保育
形態

1～8歳 1ヶ月…約160時間

訪問（個人宅）＋施設型（マンションパビリオン 等）

資格取得後、一日も早くチャイルドマインダーとして活動をし
たかったので、すぐに会員登録をしました。すぐにお客様が決
まり訪問で活動をすることが出来るようになりました。

子どもたちと過ごすたくさんの時間が人生の勉強になって
います。保護者の方の安心するお顔や、感謝の言葉を頂け
た時は喜びを感じます。

資格を活かして、充実した毎日です

チャイルドマインダーになって良かったこと

NCMA,Japan会員登録利用について

加山裕子さん（45歳）　東京都在住

劇団四季の託児ルームがある汐留のホテルで本部スタッフと

人生を変えたくて（笑）、資格本などを読んでいる時に、チャイルド
マインダーという仕事を知りました。自分のしたいこと、できること
を考えた時に「これを仕事にしたい」と強く思うようになりました。

きっかけ

稼働
時間

対象
年齢

保育
形態

0～6歳 1ヶ月…約90時間 1ヶ月…約160時間

訪問（個人宅）＋施設型（企業内託児ルーム 等）

少人数保育の中で、子どもたちの小さな
成長や疑問に気づいて対応していけるこ
とや、お子様一人一人のペースでの保育
が出来ること。保護者の方の話をじっく
りと聞くことで、信頼関係を築いていけ
るところが魅力だと感じています。

個性を大切に、あったか保育

チャイルドマインダーになって良かったこと

口野弘子さん（34歳）　大阪府在住

保育士の仕事をしている時に、もっと一人一人のペー
スにあった保育がしたいと思い、自分の子の妊娠を機
に資格を取り、開業しました。自分の子との時間を大
切にしながら、出来る仕事だと思いました。

きっかけ

稼働
時間

対象
年齢

保育
形態

2ヶ月から
学童期まで

在宅・訪問（個人型）

開業前から相談や審査を受けることで、開業への自信と
安心がもてると思います。また、活動中の保険加入の制度
は、他ではないサポートですし、定期的に行われるブラッ
シュアップ研修会や交流会も横のつながりを広げるチャ
ンスや新しい情報を得る機会になります。

NCMA,Japan会員登録利用について
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公益団体として英国内の家庭的保育者であるチャイルドマインダー、ナニー、幼稚園教諭や学齢児童を対象とした保育・教育者のための登
録団体であり、英国政府との連携により保育・教育制度に対する提言などを行いながら、専門研修や国家職業能力資格取得のサポートを
はじめ、子育て家庭にも保育・教育サービスの情報提供などを実施している団体です。

英国
ICM
とは？

ICM-SEから

NCMA JAPANのメンバーの皆さま
CEOである西内氏が先般訪英され、チャイルドマインディングについて討議をする栄誉を得ました。
その中で、全ての子供達やチャイルドマインダーを実践する人のために、チャイルドマインディングの
質を上げることが我々の共通の目標であることを確認しました。
私は、Bea Heathと申します。英国において最初で、唯一のチャイルドマインダーの職業者団体、
Independent Childminders ‒ Social Enterprise (ICM-SE)のCEOであり、創始者です。

我々のビジョン
最高水準のケア、学習、発達を提供することで、全ての子供が可能な限り健やかな発育ができるよ
う我々のメンバーをサポートします。

我々の価値観
・メンバーの権利、福祉、開発　　・機会均等、インクルージョン
・メンバーシップの関与　　　　・高い質のサービスへのコミットメント
・登録チャイルドマインダーに権限を与え、優れた実践者の養成

西内氏との会合の中で、メンバーとしての職業意識を通して、子供の発達を促していくという我々
の共通の信条に鼓舞されるものがありました。我々は、日本における全てのチャイルドマインダー
の職業開発と専門性向上を継続的に促進しているNCMA JAPANをサポートするものです。
皆さまがメンバーを通して引き続き自己開発を進めるよう奨励します。

2014年3月　Bea Heath　CEP, ICM-SE
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〒160-0017 東京都新宿区左門町3-1 左門イレブンビル3階

NCMA,Japan
※メールでご連絡いただいた場合、お返事までに約 1～2日要します。
　また、休日にご連絡頂いたメールは休日空けのお返事になります。何卒ご了承ください。

0120-83-4511
e-mail：info@hoiku.co.jp

特定非営利活動法人日本チャイルドマインダー協会指定校 お申込・お問合せ

（土・日・祝休　メールは24時間対応）
受付時間／ 10：00 ～ 18：00

〈“無断複製”“無断転載”を禁じます〉　© NCMA,Japan All rights reserved.

は休休日日空空けけののおお返事事


