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佐野日本大学短期大学　総合キャリ
ア教育学科　介護福祉士養成課程

学校法人　佐野日本大学学
園

法人番号 7060005006823 佐野市高萩町1297 昼間 H10 2年 40人

宇都宮短期大学　人間福祉学科介護
福祉専攻

学校法人　須賀学園 法人番号 3060005000821 宇都宮市下荒針町長坂3829 昼間 H13 2年 20人

国際医療福祉大学　医療福祉学部医
療福祉・マネジメント学科

学校法人　国際医療福祉大
学

法人番号 6060005004332 大田原市北金丸2600-1 昼間 H14 4年 40人

群馬医療福祉大学短期大学部　医療
福祉学科介護福祉士養成課程

学校法人　昌賢学園 法人番号 1070005000806 前橋市川曲町191-1 昼間 H8 2年 40人

東京福祉大学　社会福祉学部社会福
祉学科社会福祉専攻介護福祉コース

学校法人　茶屋四郎次郎記
念学園

法人番号 9180005014003 伊勢崎市山王町2020-1 昼間 H17 4年 80人

高崎健康福祉大学　健康福祉学部社
会福祉学科介護福祉コース

学校法人　高崎健康福祉大
学

法人番号 1070005002397 高崎市中大類町37-1 昼間 H19 4年 40人

十文字学園女子大学　人間生活学部
人間福祉学科社会福祉・介護福祉
コース

学校法人　十文字学園 法人番号 3013305000405 新座市菅沢2-1-28 昼間 H17 4年 20人

文京学院大学　人間学部人間福祉学
科介護福祉コース

学校法人　文京学院 法人番号 9010005002354 ふじみ野市亀久保1196 昼間 H17 4年 30人

聖徳大学　心理・福祉学部社会福祉
学科　介護福祉コース

学校法人　東京聖徳学園 法人番号 7010405001668 松戸市岩瀬550 昼間 H19 4年 20人

東京基督教大学　神学部国際キリス
ト教福祉学科　キリスト教福祉学専攻

学校法人　東京キリスト教学
園

法人番号 5040005006463 印西市内野3-301-5 昼間 H20 4年 8人

城西国際大学　福祉総合学部福祉総
合学科介護福祉コース

学校法人　城西大学 法人番号 8010005002339 東金市求名1 昼間 H20 4年 40人

淑徳大学短期大学部　健康福祉学科
介護福祉専攻

学校法人　大乗淑徳学園 法人番号 7011405000197 板橋区前野町6-36-4 昼間 H3 2年 40人

日本社会事業大学　社会福祉学部福
祉援助学科介護福祉コース

学校法人　日本社会事業大
学

法人番号 9012705000091 清瀬市竹丘3-1-30 昼間 H4 4年 25人

山野美容芸術短期大学　美容総合学
科現代美容福祉専攻

学校法人　山野学苑 法人番号 6011005000391 八王子市鑓水530 昼間 H11 2年 40人

大妻女子大学　人間関係学部　人間
福祉学科　介護福祉士養成課程

学校法人　大妻学院 法人番号 6010005002308 多摩市唐木田2-7-1 昼間 H11 4年 30人

目白大学　人間学部人間福祉学科介
護福祉士課程

学校法人　目白学園 法人番号 7011105000951 新宿区中落合4-31-1 昼間 H20 4年
1年次定員なし

50人

白梅学園大学　子ども学部家族・地
域支援学科

学校法人　白梅学園 法人番号 4012705000071 小平市小川町1-830 昼間 H22 4年 40人

貞静学園短期大学　専攻科介護福祉
専攻

学校法人　貞静学園 法人番号 9010005002346 文京区小日向1-26-13 昼間 H22 1年 40人

帝京科学大学　医療科学部医療福祉
学科

学校法人　帝京科学大学 法人番号 7011805001992 足立区千住桜木二丁目2番1号 昼間 H28 4年 35人

東洋大学　ライフデザイン学部生活支
援学科　生活支援学専攻介護福祉士
コース

学校法人　東洋大学 法人番号 4010005002375 北区赤羽台1－7－11 昼間 H17 4年 40人

武蔵野大学　別科（介護福祉士課程） 学校法人　武蔵野大学 法人番号 4010605002551 西東京市新町1-1-20 昼間 R2 2年 40人

田園調布学園大学　人間福祉学部社
会福祉学科介護福祉専攻

学校法人　調布学園 法人番号 3010905000768 川崎市麻生区東百合丘3-4-1 昼間 H14 4年 30人

神奈川県立保健福祉大学　保健福祉
学部社会福祉学科介護福祉士コース

公立大学法人　神奈川県立
保健福祉大学

法人番号 2021005011268 横須賀市平成町1-10-1 昼間 H15 4年 20人

鶴見大学短期大学部　専攻科福祉専
攻

学校法人　総持学園 法人番号 5020005002737 横浜市鶴見区鶴見2-1-3 昼間 H15 1年 40人

和泉短期大学　専攻科介護福祉専攻 学校法人　和泉短期大学 法人番号 4021005002380 相模原市中央区青葉2-2-1 昼間 H22 1年 20人

新潟青陵大学　福祉心理学部社会福
祉学科社会福祉コース介護福祉プロ
グラム

学校法人　新潟青陵学園 法人番号 3110005000758 新潟市中央区水道町1-5939-27 昼間 H17 4年
1年次定員なし

20人

新潟青陵大学短期大学部　人間総合
学科介護福祉コース

学校法人　新潟青陵学園 法人番号 3110005000758 新潟市中央区水道町1-5939-27 昼間 H17 2年 40人

新潟医療福祉大学　社会福祉学部社
会福祉学科介護福祉コース

学校法人　新潟総合学園 法人番号 3110005001509 新潟市北区島見町1398 昼間 H18 4年 40人

山梨県立大学　人間福祉学部福祉コ
ミュニティ学科介護福祉士養成課程

公立大学法人　山梨県立大
学

法人番号 2090005002832 甲府市飯田5-11-1 昼間 H17 4年 20人

身延山大学　仏教学部仏教学科福祉
学専攻

学校法人　身延山学園 法人番号 3090005005917 南巨摩郡身延町身延3567 昼間 H17 4年 20人
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松本短期大学　介護福祉学科 学校法人　松本学園 法人番号 2100005005635 松本市笹賀3118 昼間 H5 2年 40人

飯田女子短期大学　家政学科介護福
祉専攻

学校法人　高松学園 法人番号 1100005009513 飯田市松尾代田610 昼間 H12 2年 40人

佐久大学信州短期大学部　福祉学科
介護福祉専攻

学校法人　佐久学園 法人番号 6100005002926 佐久市岩村田2384 昼間 H18 2年 25人

長野県


