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福井県 学校法人 福井仁愛学園 4210005000672 仁愛大学人間生活学部健康栄養学科 越前市大手町３字１－１ 昼間 ４年 75 H21

公立大学法人 滋賀県立大学 3160005005678
滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学
科

彦根市八坂町２５００ 昼間 ４年 30 H 18

学校法人 龍谷大学 1130005004288 龍谷大学　農学部　食品栄養学科 大津市瀬田大江町横谷1番５ 昼間 ４年 80 H 27

学校法人 同志社 7130005004258
同志社女子大学生活科学部食物栄養科
学科管理栄養士専攻

京都市上京区今出川通寺町西入玄武町６０２ 昼間 ４年 80 S 44

学校法人 京都女子学園 9130005004297 京都女子大学家政学部食物栄養学科 京都市東山区今熊野北日吉町３５ 昼間 ４年 120 H 12

学校法人 大和学園 5130005004251 京都栄養医療専門学校管理栄養士科 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町１８－３９ 昼間 ４年 40 H 12

学校法人 光華女子学園 1130005004230
京都光華女子大学健康科学部健康栄養
学科

京都市右京区西京極葛野町３８ 昼間 ４年 80 H 14

公立大学法人 京都府公立大学法人 9130005006665 京都府立大学生命環境学部食保健学科 京都市左京区下鴨半木町１－５ 昼間 ４年 25 H 14

学校法人 大手前学園 5120005004616
大手前栄養学院専門学校衛生専門課程
管理栄養学科

大阪市中央区大手前２－１－８８ 昼間 ４年 80 H 14

学校法人 樟蔭学園 5122005000041
大阪樟蔭女子大学学芸学部健康栄養学
科管理栄養士専攻

東大阪市菱屋西４－２－２６ 昼間 ４年 120 H 14

学校法人 相愛学園 3120005004683 相愛大学人間発達学部発達栄養学科 大阪市住之江区南港中４－４－１ 昼間 ４年 80 H 18

公立大学法人 大阪市立大学 5120005010077
大阪市立大学生活科学部食品栄養科学
科

大阪市住吉区杉本３－３－１３８ 昼間 ４年 35 H 18

公立大学法人 大阪府立大学 4120105003782
大阪府立大学地域保健学域総合リハビリ
テーション学類栄養療法学専攻

羽曳野市はびきの３－７－３０ 昼間 ４年 25 H 15

学校法人 大阪青山学園 7120905003475 大阪青山大学健康科学部健康栄養学科 箕面市新稲２－１１－１ 昼間 ４年 80 H 17

学校法人 金蘭会学園 9120905001361 千里金蘭大学生活科学部食物栄養学科 吹田市藤白台５－２５－１ 昼間 ４年 80 H 15

学校法人 玉手山学園 4122005001858
関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄
養学科

柏原市旭ヶ丘３－１１－１ 昼間 ４年 80 H 15

学校法人 羽衣学園 3120105000277
羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学
科

堺市西区浜寺南町１－８９－１ 昼間 ４年 70 H 17

学校法人 帝塚山学院 9120005004703
帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学
科管理栄養士課程

堺市南区晴美台４－２－２ 昼間 ４年 80 H 18

学校法人 武庫川学院 4140005015819
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養
学科

西宮市池開町６－４６ 昼間 ４年 200 S 43

学校法人 行吉学園 1140005002290
神戸女子大学家政学部管理栄養士養成
課程

神戸市須磨区東須磨青山２－１ 昼間 ４年 140 S 43

学校法人 睦学園 7140005002285
兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学
科

加古川市平岡町新在家２３０１ 昼間 ４年 80 H 13

学校法人 園田学園 2140005010895
園田学園女子大学人間健康学部食物栄
養学科

尼崎市南塚口町７－２９－１ 昼間 ４年 80 H 14

学校法人 甲子園学院 4140005015793 甲子園大学栄養学部栄養学科 宝塚市紅葉ガ丘１０－１ 昼間 ４年 120 S 44

学校法人 神戸学院 5140005002213 神戸学院大学栄養学部栄養学科 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８ 昼間 ４年 95 S 43

学校法人 松蔭女子学院 4140005002230
神戸松蔭女子学院大学人間科学部生活
学科食物栄養専攻

神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１ 昼間 ４年 60 H 17

公立大学法人 兵庫県立大学 4140005021197
兵庫県立大学環境人間学部
環境人間学科食環境栄養課程

姫路市新在家本町１-１-１２ 昼間 ４年 35 H21

学校法人 帝塚山学園 1150005000640 帝塚山大学現代生活学部食物栄養学科 奈良市学園南３－１－３ 昼間 ４年 120 H 18

学校法人 近畿大学 2122005000036 近畿大学農学部食品栄養学科 奈良市中町３３２７－２０４ 昼間 ４年 70 H 10

学校法人 冬木学園 5150005003846 畿央大学健康科学部健康栄養学科 北葛城郡広陵町馬見中４－２－２ 昼間 ４年 70 H 15

国立大学法人 奈良女子大学 2150005002173
奈良女子大学生活環境学部食物栄養学
科

奈良市北魚屋東町 昼間 ４年 35 H 17
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福井県 学校法人 福井仁愛学園 4210005000672
仁愛女子短期大学生活科学学科食物
栄養専攻

福井市天池町４３－１－１ 昼間 ２年 40 S 43

滋賀県 学校法人 純美禮学園 1160005000383 滋賀短期大学生活学科食健康コース 大津市竜が丘２４－４ 昼間 ２年 30 H21

学校法人 京都文教学園 4130005004211 京都文教短期大学食物栄養学科 宇治市槙島町千足８０ 昼間 ２年 120 S 38

学校法人 聖母女学院 3130005012470
京都聖母女学院短期大学生活科学科
食物栄養専攻

京都市伏見区深草田谷町１ 昼間 ２年 40 S 38

学校法人 成美学園 3130005009855
成美大学短期大学部生活福祉科食物
栄養専攻

福知山市西小谷ヶ丘３３７０ 昼間 ２年 35 S 45

学校法人 大和学園 5130005004251 京都栄養医療専門学校栄養士科 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町１８－３９ 昼間 ２年 140 S 49

学校法人 光華女子学園 1130005004230
京都光華女子大学健康科学部健康栄
養学科健康スポーツ栄養専攻

京都市右京区西京極葛野町３８ 昼間 ４年 40 H25

学校法人 大阪成蹊学園 9120005004777
大阪成蹊短期大学総合生活学科栄養
コース

大阪市東淀川区相川３－１０－６２ 昼間 ２年 120 S 29

学校法人 大手前学園 5120005004616 大手前栄養学院専門学校栄養学科 大阪市中央区大手前２－１－８８ 昼間 ２年 80 S 30

学校法人 大阪国際学園 2120005013982
大阪国際大学短期大学部ライフデザイ
ン総合学科栄養士コース

守口市藤田町６－２１－５７ 昼間 ２年 80 S 38

学校法人 大阪夕陽丘学園 2120005004783
大阪夕陽丘学園短期大学食物栄養学
科

大阪市天王寺区生玉寺町７－７２ 昼間 ２年 100 S 43

学校法人 村上学園 9122005000038
東大阪大学短期大学部
健康栄養学科

東大阪市西堤学園町３－１－１ 昼間 ２年 70 S 43

学校法人 谷岡学園 3122005000035
大阪女子短期大学生活科学科食物栄
養専攻栄養士コース

藤井寺市春日丘３－８－１ 昼間 ２年 60 S 43

学校法人 三幸学園 4010005002326 辻学園栄養専門学校栄養士学科 大阪市北区西天満１－３－１７ 昼間 ２年 120 S 60

学校法人 樟蔭学園 5122005000041
大阪樟蔭女子大学学芸学部健康栄養
学科
食物栄養専攻

東大阪市菱屋西４－２－２６ 昼間 ４年 40 H 19

学校法人 帝塚山学院 9120005004703
帝塚山学院大学人間科学部食物栄養
学科健康実践栄養士課程

堺市南区晴美台４－２－２ 昼間 ４年 40 H26

学校法人 兵庫栄養専門学校 7140005015816
兵庫栄養調理製菓専門学校衛生専門
課程
栄養士科

西宮市北昭和町９－３２ 昼間 ２年 150 S 25

学校法人 武庫川学院 4140005015819
武庫川女子大学短期大学部食生活学
科

西宮市池開町６－４６ 昼間 ２年 160 S 28

学校法人 行吉学園 1140005002290 神戸女子短期大学食物栄養学科 神戸市中央区港島中町４－７－２ 昼間 ２年 140 S 29

学校法人 行吉学園 1140005002290
神戸女子大学健康福祉学部健康ス
ポーツ栄養学科

神戸市中央区港島中町４－７－２ 昼間 ４年 60 H21

学校法人 みかしほ学園 7140005013464 日本栄養専門学校専門課程栄養士科 姫路市東延末２－１６５ 昼間 ２年 80 S 57

学校法人 甲子園学院 4140005015793
甲子園大学栄養学部フードデザイン学
科

宝塚市紅葉ガ丘１０－１ 昼間 ４年 80 H 24

奈良県 学校法人 佐保会学園 8150005000634
奈良佐保短期大学生活未来科
食物栄養コース

奈良市鹿野園町８０６ 昼間 ２年 50 S 42

和歌山県 学校法人 和歌山信愛女学院 1170005000903
和歌山信愛女子短期大学生活文化学
科
食物栄養専攻

和歌山市相坂７０２－２ 昼間 ２年 50 S 44
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学校法人 福井仁愛学園 4210005000672 仁愛大学　人間生活学部　子ども教育学科 越前市大手町３－１－１ 昼間 ４年 50 H 21

学校法人 福井仁愛学園 4210005000672 仁愛女子短期大学　幼児教育学科 福井市天池町４３－１－１ 昼間 ２年 120 S 41

学校法人 新和学園 6210005000679 福井県医療福祉専門学校 こども・介護学科 福井市高柳町１９－１０－１ 昼間 ２年 50 H 23

学校法人 滋賀学園 4160005006444 びわこ学院大学 教育福祉学部 子ども学科 東近江市布施町２９ 昼間 ４年 80 H 21

学校法人 松翠学園 6200005003443 滋賀文教短期大学 こども学科 長浜市田村町３３５ 昼間 ２年 50 H 18

国立大学法人 滋賀大学 2160005005646
滋賀大学　教育学部　学校教育教育職員養
成課程

大津市平津２－５－１ 昼間 ４年 30 H 14

学校法人 純美禮学園 1160005000383 滋賀短期大学　幼児教育保育学科 大津市竜が丘２４－４ 昼間 ２年 170 S46

学校法人 京都文教学園 4130005004211
京都文教大学　臨床心理学部　教育福祉心
理学科保育福祉心理専攻

宇治市槇島町千足８０ 昼間 ４年 50 H24

学校法人 京都文教学園 4130005004211
京都文教短期大学　幼児教育学科　幼児教
育専攻

宇治市槇島町千足８０ 昼間 ２年 250 S 46

学校法人 京都西山学園 6130005006346 京都西山短期大学　仏教学科　仏教保育専攻 長岡京市粟生西条２６ 昼間 ２年 50 H 18

学校法人 同志社 7130005004258
同志社女子大学　現代社会学部　現代こども
学科保育士養成課程

京田辺市興戸南97-1 昼間 ４年 50 H24

学校法人 佛教教育学園 5130005004243 佛教大学　社会福祉学部　社会福祉学科 京都市北区紫野北花ノ坊町９６　 昼間 ４年 120 S 43

学校法人 佛教教育学園 5130005004243 佛教大学　教育学部　教育学科 京都市北区紫野北花ノ坊町９６　 昼間 ４年 80 S 46

学校法人 佛教教育学園 5130005004243
佛教大学　社会福祉学部　社会福祉学科
通信教育課程

京都市北区紫野北花ノ坊町９６　 通信 ４年 100 S 46

学校法人 佛教教育学園 5130005004243
佛教大学　教育学部　教育学科　通信教育課
程

京都市北区紫野北花ノ坊町９６　 通信 ４年 60 H 14

学校法人 佛教教育学園 5130005004243
京都華頂大学　現代家政学部　現代家政学
科保育士養成課程

京都市東山区林下町３－４５６ 昼間 ４年 50 H 23

学校法人 佛教教育学園 5130005004243
華頂短期大学　人間健康福祉学科　保育士
養成課程

京都市東山区林下町３－４５６ 昼間 ２年 40 S 40

学校法人 佛教教育学園 5130005004243 華頂短期大学　幼児教育学科 京都市東山区林下町３－４５６ 昼間 ２年 240 S 40

学校法人 京都女子学園 9130005004297 京都女子大学 発達教育学部 児童学科 京都市東山区今熊野北日吉町３５ 昼間 ４年 105 H 12

学校法人 瓜生山学園 4130005004203 京都造形芸術大学 芸術学部 こども芸術学科 京都市左京区北白川瓜生山２－１１６ 昼間 ４年 30 H 19

学校法人 京都橘学園 4130005004293
京都橘大学 人間発達学部 児童教育学科
保育士養成課程

京都市山科区大宅山田町３４番地 昼間 ４年 100 H 19

学校法人 ノートルダム女学院 1130005004263
京都ノートルダム女子大学　生活福祉文化学
部生活福祉文化学科　保育士養成課程

京都市左京区下鴨南野々神町１番地 昼間 ４年 60 H 19

学校法人 花園学園 9130005004264 花園大学　社会福祉学部　児童福祉学科 京都市中京区西ノ壺ノ内町８－１ 昼間 ４年 80 H 21

学校法人 龍谷大学 1130005004288 龍谷大学短期大学部　こども教育学科 京都市伏見区深草塚本町 ６７ 昼間 ２年 90 S 40

学校法人 真宗大谷学園 3130005004237 大谷大学　短期大学部　幼児教育保育科 京都市北区小山上総町２０　　　　　 昼間 ２年 80 S 42

学校法人 聖母女学院 3130005012470 京都聖母女学院短期大学　児童教育学科 京都市伏見区深草田谷町１ 昼間 ２年 150 H 12

学校法人 光華女子学園 1130005004230
京都光華女子大学　こども教育学部
こども教育学科

京都市右京区西京極葛野町３８ 昼間 ４年 80 H 27

学校法人 光華女子学園 1130005004230
京都光華女子大学短期大学部　こども保育学
科

京都市右京区西京極葛野町３８ 昼間 ２年 80 H 18

社会福祉法人 京都基督教福祉会 1130005004478 京都保育福祉専門学院 保育科 京都市西京区樫原百々ケ池３ 昼間 ２年 50 S 31

学校法人 大谷学園 8120005004613 大阪大谷大学　教育学部　教育学科 富田林市錦織北３－１１－１ 昼間 ４年 120 S 63

学校法人 四天王寺学園 1120005004660
四天王寺大学 人文社会学部
人間福祉学科 保育専攻

羽曳野市学園前３－２－１ 昼間 ４年 40 H 18

学校法人 四天王寺学園 1120005004660
四天王寺大学 教育学部
教育学科 小学校・幼児保育コース

羽曳野市学園前３－２－１ 昼間 ４年 40 H 26

大阪府

保　育　士　養　成　施　設　一　覧　（１１２施設　１３０課程）

福井県

滋賀県

京都府

-88-



平成２８年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 法人番号 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業年限 入学定員 開校年度

学校法人 四天王寺学園 1120005004660 四天王寺大学短期大学部 保育科 羽曳野市学園前３－２－１ 昼間 ２年 100 S 42

学校法人 玉手山学園 4122005001858
関西福祉科学大学　社会福祉学部　社会福祉
学科　保育士課程

柏原市旭ヶ丘３－１１－１ 昼間 ４年 50 H 19

学校法人 玉手山学園 4122005001858
関西福祉科学大学　社会福祉学部　臨床心理
学科保育士課程

柏原市旭ヶ丘３－１１－１ 昼間 ４年 50 H 23

学校法人 玉手山学園 4122005001858 関西女子短期大学　保育科 柏原市旭ヶ丘３－１１－１ 昼間 ２年 100 S 42

学校法人 金蘭会学園 9120905001361
千里金蘭大学　生活科学部　児童学科 保育士
養成課程

吹田市藤白台５－２５－１ 昼間 ４年 80 H 19

学校法人 大阪青山学園 7120905003475 大阪青山大学　健康科学部　健康こども学科 箕面市新稲２－１１－１ 昼間 ４年 80 H 20

学校法人 大阪青山学園 7120905003475 大阪青山短期大学 幼児教育・保育科 箕面市新稲２－１１－１ 昼間 ２年 100 S 43

学校法人 梅花学園 8120905000380
梅花女子大学　心理こども学部　こども学科
幼児教育・保育コース

茨木市宿久庄２－１９－５ 昼間 ４年 50 H 22

学校法人 薫英学園 5120905001695
大阪人間科学大学 人間科学部 子ども福祉学
科

摂津市正雀１－４－１ 　　　　 昼間 ４年 120 H24

学校法人 千代田学園 2120105005401 大阪千代田短期大学 幼児教育科 河内長野市小山田町１６８５　 昼間 ２年 100 S 43

学校法人 谷岡学園 3122005000035 大阪女子短期大学 幼児教育科 藤井寺市春日丘３－８－１ 昼間 ２年 100 S 50

学校法人 大阪国際学園 2120005013982 大阪国際大学短期大学部 幼児保育学科 守口市藤田町６－２１－５７ 　 昼間 ２年 150 S 51

学校法人 四條畷学園 9122005001580 四條畷学園短期大学 保育学科 大東市学園町６－４５ 昼間 ２年 100 S 57

学校法人 箕面学園 5120905003477 箕面学園福祉保育専門学校 保育科 箕面市箕面７－７－３１ 昼間 ２年 50 S 46

社会福祉法人 南海福祉事業会 4120105000524 南海福祉専門学校 児童福祉科 高石市千代田６－１２－５３ 昼間 ２年 100 S 43

社会福祉法人 大阪水上隣保館 3120905002241 大阪保育福祉専門学校 保育科 三島郡島本町山崎５－３－１０ 昼間 ２年 80 S 46

社会福祉法人 大阪水上隣保館 3120905002241 大阪保育福祉専門学校 児童福祉科 三島郡島本町山崎５－３－１０ 昼間 ３年 50 H  9

学校法人 村川学園 9120105006954 大阪健康ほいく専門学校 保育科 泉大津市東豊中町３－１－１５ 昼間 ２年 80 H 19

学校法人 相愛学園 3120005004683 相愛大学 人間発達学部 子ども発達学科 大阪市住之江区南港中４－４－１ 昼間 ４年 80 H 18

学校法人 城南学園 7120005004663 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湯里６－４－２６ 昼間 ４年 110 H 18

学校法人 城南学園 7120005004663 大阪城南女子短期大学 総合保育学科 大阪市東住吉区湯里６－４－２６ 昼間 ２年 170 S 44

学校法人 常磐会学園 5120005004707
常磐会学園大学 国際こども教育学部
国際こども教育学科 保育士養成課程

大阪市平野区喜連東１－４－１２ 昼間 ４年 100 H 19

学校法人 常磐会学園 5120005004707 常磐会短期大学 幼児教育科 大阪市平野区平野南４ー６ー７　 昼間 ２年 300 S 40

学校法人 大阪キリスト教学院 1120005004776 大阪キリスト教短期大学 幼児教育学科 大阪市阿倍野区丸山通１－３－６１ 昼間 ２年 200 H  4

学校法人 大阪成蹊学園 9120005004777 大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 大阪市東淀川区相川３－１０－６２ 昼間 ４年 100 Ｈ26

学校法人 大阪成蹊学園 9120005004777 大阪成蹊短期大学　幼児教育学科 大阪市東淀川区相川３－１０－６２ 昼間 ２年 240 S 46

学校法人 塚本学院 6120005004697 大阪芸術大学 短期大学部 保育学科 大阪市東住吉区矢田２－１４－１９ 昼間 ２年 100 S 30

学校法人 塚本学院 6120005004697
大阪芸術大学 短期大学部 通信教育部 保育学
科 保育コース

大阪市東住吉区矢田２－１４－１９ 通信 ３年 250 S 32

学校法人 大阪信愛女学院 1120005004784 大阪信愛女学院短期大学 子ども教育学科 大阪市城東区古市２－７－３０ 昼間 ２年 120 H 13

学校法人 大阪聖徳学園 6120005004788 大阪教育福祉専門学校 幼児教育科第１部 大阪市生野区林寺２－２１－１３ 昼間 ２年 150 S 45

学校法人 大阪聖徳学園 6120005004788 大阪教育福祉専門学校 幼児教育科第２部 大阪市生野区林寺２－２１－１３ 夜間 ３年 50 S 43

学校法人 瓶井学園 4120005004633 日本メディカル福祉専門学校　こども福祉学科 大阪市東淀川区大隅１－１－２５ 昼間 ２年 80 H 19

学校法人 瓶井学園 4120005004633 日本メディカル福祉専門学校　保育士科通信課程 大阪市東淀川区大隅１－３－１４ 通信 ３年 160 H 23

保　育　士　養　成　施　設　一　覧　（１１２施設　１３０課程）

大阪府
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平成２８年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 法人番号 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業年限 入学定員 開校年度

学校法人 大阪滋慶学園 8120005004803
大阪保健福祉専門学校　保健保育科（昼夜開
講制）

大阪市淀川区宮原１－２－４７ 昼夜間 ２年 80 H 21

学校法人 大阪滋慶学園 8120005004803 大阪保健福祉専門学校　保育士通信教育科 大阪市淀川区宮原１－２－４７ 通信 ３年 200 H 24

学校法人 大原学園 3010005002310
大原スポーツ＆保育専門学校 大阪校 保育養
成学科

大阪市淀川区西中島３丁目８番１２号 昼間 ２年 40 H25

学校法人 三幸学園 4010005002326 大阪こども専門学校 保育科 大阪市淀川区西中島５丁目７番２３号 昼間 ２年 68 H25

学校法人 モード学園 2120005004759 大阪医専　介護福祉・保育学科 大阪市北区大淀中１－１０－３ 昼間 ２年 40 H24

学校法人 未来学園 1120905001699 大阪総合福祉専門学校 総合保育学科 大阪市北区本庄東１－８－１９ 昼間 ２年 32 H26

公立大学法人 大阪府立大学 4120105003782 大阪府立大学 人間社会学部 社会福祉学科 堺市中区学園町１－１ 　　　　　　 昼間 ４年 55 S 56

学校法人 プール学院 2120005004734
プール学院大学　国際文化学部　子ども教育学
科幼稚園教員・保育士養成コース

堺市南区槙塚台４－５－１ 昼間 ４年 20 H 23

学校法人 プール学院 2120005004734
プール学院大学　教育学部　教育学科
子ども保育コース

堺市南区槙塚台４－５－１ 昼間 ４年 20 H 26

学校法人 プール学院 2120005004734 プール学院大学短期大学部 幼児教育保育学科 堺市南区槙塚台４－５－１ 昼間 ２年 90 H 18

学校法人 みどり学園 7120105003771 大阪健康福祉短期大学　子ども福祉学科 堺市堺区田出井町２－８ 昼間 ２年 80 H 18

学校法人 愛泉学園 8120105000231 堺女子短期大学　美容生活文化学科　保育士コース 堺市堺区浅香山町１－２－２０ 昼間 ２年 35 H 20

学校法人 天満学園 4120105003700 太成学院大学 人間学部 子ども発達学科 保育コース 堺市美原区平尾１０６０－１ 昼間 ４年 25 H 25

学校法人 平安女学院 1130005004271 平安女学院大学　子ども学部　子ども学科 高槻市南平台５－８１－１ 　　 昼間 ４年 90 H 18

学校法人 平安女学院 1130005004271 平安女学院大学短期大学部　保育科 高槻市南平台５－８１－１ 　　 昼間 ２年 100 S 38

学校法人 村上学園 9122005000038 東大阪大学　こども学部　こども学科 東大阪市西堤学園町３－１－１ 昼間 ４年 60 H 15

学校法人 村上学園 9122005000038 東大阪大学短期大学部 幼児教育学科 東大阪市西堤学園町３－１－１ 昼間 ２年 80 S 41

学校法人 樟蔭学園 5122005000041 大阪樟蔭女子大学　児童学部　児童学科 東大阪市菱屋西４－２－２６ 昼間 ４年 150 H 13

国立大学法人 兵庫教育大学 2140005016868
兵庫教育大学　学校教育学部　初等教育教員
養成課程

加東市下久米９４２－１ 昼間 ４年 40 H 13

学校法人 関西金光学園 8120905001899
関西福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科
子ども福祉専攻　保育士養成課程

赤穂市新田３８０－３ 昼間 ４年 40 H 16

学校法人 関西金光学園 8120905001899 関西福祉大学　発達教育学部　児童教育学科 赤穂市新田３８０－３ 昼間 ４年 80 H 26

学校法人 都築学園 1290005001253
神戸医療福祉大学　社会福祉学部　社会福祉
学科こども福祉コース

神崎郡福崎町高岡１９６６-５ 昼間 ４年 50 H 17

学校法人 湊川相野学園 9140005015426 湊川短期大学　幼児教育保育学科 三田市四ツ辻１４３０ 昼間 ２年 100 S 41

学校法人 芦屋学園 4140005002296 芦屋学園短期大学 幼児教育学科 芦屋市六麓荘町１４－１０　　 昼間 ２年 100 S 43

学校法人 近畿大学弘徳学園 6140005012715 近畿大学豊岡短期大学 こども学科 豊岡市戸牧１６０ 昼間 ２年 40 S 46

学校法人 近畿大学弘徳学園 6140005012715
近畿大学豊岡短期大学　通信教育部　こども学
科保育専攻

豊岡市戸牧１６０ 通信 ３年 1,800 S 48

学校法人 睦学園 7140005002285 兵庫大学 短期大学部 保育科第一部 加古川市平岡町新在家２３０１ 昼間 ２年 100 S 46

学校法人 睦学園 7140005002285 兵庫大学 短期大学部 保育科第三部 加古川市平岡町新在家２３０１ 昼夜間 ３年 80 S 50

学校法人 睦学園 7140005002285 兵庫大学 生涯福祉学部 こども福祉学科 加古川市平岡町新在家２３０１ 昼間 ４年 50 H 25

学校法人 行吉学園 1140005002290 神戸女子大学　文学部 教育学科 神戸市須磨区東須磨青山２－１ 昼間 ４年 80 H 18

学校法人 行吉学園 1140005002290 神戸女子短期大学　幼児教育学科 神戸市中央区港島中町４－７－２ 昼間 ２年 100 H 21

学校法人 親和学園 3140005002231
神戸親和女子大学 発達教育学部 児童教育学
科

神戸市北区鈴蘭台北町７－１３－１ 昼間 ４年 130 H 13

学校法人 親和学園 3140005002231 神戸親和女子大学 発達教育学部 福祉臨床学科神戸市北区鈴蘭台北町７－１３－２ 昼間 ４年 40 H 18

保　育　士　養　成　施　設　一　覧　（１１２施設　１３０課程）

兵庫県

大阪府
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平成２８年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 法人番号 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業年限 入学定員 開校年度

学校法人 親和学園 3140005002231
神戸親和女子大学 発達教育学部 児童教
育学科保育学コース（通信教育課程）

神戸市北区鈴蘭台北町７－１３－１ 通信 ４年 100 H 19

学校法人 海星女子学院 7140005002203
神戸海星女子学院大学 現代人間学部 心
理こども学科

神戸市灘区青谷町２－７－１ 昼間 ４年 50 H 19

学校法人 甲南女子学園 1140005002209 甲南女子大学　人間学部　総合子ども学科 神戸市東灘区森北町６－２－２３ 昼間 ４年 100 H 18

学校法人 松蔭女子学院 4140005002230
神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 子ども
発達学科

神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１ 昼間 ４年 80 H 21

学校法人 玉田学園 4140005002255 神戸常盤大学　教育学部　こども教育学科 神戸市長田区大谷町２ー６ー２　 昼間 ４年 80 H24

学校法人 頌栄保育学院 2140005002232 頌栄短期大学 保育科 神戸市東灘区御影山手１－１８－１ 昼間 ２年 150 S 39

社会福祉法人 野花会 4140005002395
神戸こども総合専門学院　社会福祉専門課
程　保育科

神戸市北区山田町小部東山５６－２ 昼間 ２年 50 H 20

学校法人 夙川学院 7140005015799 夙川学院短期大学　児童教育学科 神戸市中央区港島１－３－１１ 昼間 ２年 170 H 14

学校法人 獨協学園 2030005005840 姫路獨協大学 医療保健学部 こども保健学科姫路市上大野７－２－１ 昼間 ４年 50 H 18

学校法人 近畿大学弘徳学園 6140005012715
近大姫路大学　教育学部　こども未来学科
保育・幼児教育コース

姫路市大塩町２０４２－２ 昼間 ４年 45 H 20

学校法人 近畿大学弘徳学園 6140005012715
近大姫路大学  教育学部  こども未来学科
通信教育課程  保育士養成コース

姫路市大塩町２０４２－２ 通信 ４年 300 H 21

学校法人 日ノ本学園 1140005014559
姫路日ノ本短期大学 幼児教育科 保育士養
成課程

姫路市香寺町香呂８９０ 　　 昼間 ２年 40 S 49

学校法人 姫路文化学園 5140005013466 姫路福祉保育専門学校 保育こども学科 姫路市手柄１－２２ 昼間 ２年 50 H 15

学校法人 摺河学園 7140005013456
ハーベスト医療福祉専門学校　社会福祉専
門課程リトミック保育学科

姫路市南駅前町９１ー６ 昼間 ２年 50 H 20

学校法人 大原学園 3010005002310
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校 姫
路校
保育学科

姫路市白銀町６１番地 昼間 ２年 40 H 27

学校法人 関西学院 6140005015791
関西学院大学 教育学部教育学科 幼児教
育コース

西宮市岡田山７－５４ 昼間 ４年 140 S 41

学校法人 関西学院 6140005015791 聖和短期大学　保育科 西宮市岡田山７－５４ 　　　　 昼間 ２年 150 S 28

学校法人 武庫川学院 4140005015819 武庫川女子大学　文学部　教育学科 西宮市池間町６－４６ 昼間 ４年 100 H 2

学校法人 武庫川学院 4140005015819
武庫川女子大学　短期大学部　幼児教育学
科

西宮市池間町６－４６ 昼間 ２年 150 S 63

学校法人 甲子園学院 4140005015793 甲子園短期大学　幼児教育保育学科 西宮市瓦林町４－２５ 昼間 ２年 100 S 43

学校法人 濱名学院 5140005010901
関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 こ
ども学専攻教育・保育コース

尼崎市潮江１－３－２３ 昼間 ４年 90 H 17

学校法人 濱名学院 5140005010901 関西保育福祉専門学校　保育科 尼崎市昭和通１－２０－１ 昼間 ２年 140 S 33

学校法人 園田学園 2140005010895
園田学園女子大学 人間教育学部 児童教
育学科保育士養成課程

尼崎市南塚口町７－２９－１　 昼間 ４年 95 H 14

学校法人 園田学園 2140005010895
園田学園女子大学 短期大学部 幼児教育
学科

尼崎市南塚口町７－２９－１　 昼間 ２年 120 S 45

学校法人 冬木学園 5150005003846 畿央大学　教育学部　現代教育学科 北葛城郡広陵町馬見中４－２－２ 昼間 ４年 195 H 18

学校法人 西大和学園 3150005005638
白鳳女子短期大学　総合人間学科　こども
教育専攻

北葛城郡王寺町葛下１－７－１７ 昼間 ２年 130 H 14

国立大学法人 奈良教育大学 1150005002174
奈良教育大学　教育学部　学校教育教員養
成課程教育・発達専攻幼年教育専修

奈良市高畑町 昼間 ４年 15 H 19

学校法人 帝塚山学園 1150005000640 帝塚山大学　現代生活学部　こども学科 奈良市学園南３－１－３ 昼間 ４年 100 H 21

学校法人 佐保会学園 8150005000634 奈良佐保短期大学 地域こども学科 奈良市鹿野園町８０６ 昼間 ２年 100 H 13

学校法人 奈良学園 1150005003610
奈良学園大学奈良文化女子短期大学
幼児教育学科

奈良市登美ヶ丘３－１５－１ 昼間 ２年 100 S 41

学校法人 白藤学園 7150005000635 奈良保育学院 教育保育専門課程保育科 奈良市三条宮前町３－６ 昼間 ２年 50 S 28

和歌山県 学校法人 和歌山信愛女子学院 1170005000903 和歌山信愛女子短期大学 保育科 和歌山市相坂７０２－２ 昼間 ２年 100 S 43

保　育　士　養　成　施　設　一　覧　（１１２施設　１３０課程）

兵庫県

奈良県
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兵庫県 学校法人 近畿大学弘徳学園 6140005012715
近畿大学豊岡短期大学通信教育部
社会福祉士養成通信課程

豊岡市戸牧１６０ 通信 １年７月 300 H 14

社　会　福　祉　士　養　成　施　設　一　覧　（１施設　１課程）
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滋賀県 学校法人 滋賀学園 4160005006444
びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科
介護福祉士養成コース

東近江市布施町２９ 昼間 ２年 60 H  6

学校法人 京都女子学園 9130005004297 京都女子大学　家政学部　生活福祉学科 京都市東山区今熊野北日吉町３５ 昼間 ４年 80 H 16

学校法人 聖母女学院 3130005012470
京都聖母女学院短期大学　生活科学科
キャリアデザイン専攻　ケアマネジメントコース

京都市伏見区深草田谷町１ 昼間 ２年 40 H 14

学校法人 花園学園 9130005004264
花園大学 社会福祉学部 社会福祉学科
福祉介護コース

京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１ 昼間 ４年 30 H 12

学校法人 佛教教育学園 5130005004243
華頂短期大学 介護学科
介護福祉士養成課程

京都市東山区林下町３－４５６ 昼間 ２年 60 S 63

学校法人 城南学園 7120005004663 大阪城南女子短期大学 専攻科介護福祉専攻 大阪市東住吉区湯里６－４－２６ 昼間 １年 60 H  1

学校法人 城南学園 7120005004663 大阪城南女子短期大学 人間福祉学科 大阪市東住吉区湯里６－４－２６ 昼間 ２年 60 H 12

学校法人 薫英学園 5120905001695
大阪人間科学大学 人間科学部 医療福祉学科
介護福祉専攻

摂津市正雀１－４－１ 　　　　 昼間 ４年 60 H 17

学校法人 羽衣学園 3120105000277 羽衣国際大学 人間生活学部 生活福祉コース 堺市西区浜寺南町１－８９－１ 昼間 ４年 20 H 17

学校法人 みどり学園 7120105003771 大阪健康福祉短期大学 介護福祉学科 堺市堺区田出井町２－８ 昼間 ２年 40 H 14

学校法人 四條畷学園 9122005001580
四條畷学園短期大学 ライフデザイン総合学科
総合福祉コース

大東市学園町６－４５ 昼間 ２年 20 H 19

学校法人 四天王寺学園 1120005004660
四天王寺大学短期大学部　生活ナビゲーション学科
ライフケア専攻

羽曳野市学園前３－２－１ 昼間 ２年 40 H 13

学校法人 千代田学園 2120105005401
大阪千代田短期大学　総合コミュニケーション学科
介護福祉コース

河内長野市小山田町１６８５ 昼間 ２年 40 H 16

学校法人 玉手山学園 4122005001858 関西女子短期大学 医療秘書学科 介護福祉コース 柏原市旭ヶ丘３－１１－１ 昼間 ２年 25 H 23

学校法人 行吉学園 1140005002290
神戸女子大学 健康福祉学部 社会福祉学科
介護福祉コース

神戸市中央区港島中町４－７－２ 昼間 ４年 40 H 18

学校法人 甲子園学院 4140005015793 甲子園短期大学 生活環境学科 介護福祉専攻 西宮市瓦林町４－２５ 昼間 ２年 40 H 11

学校法人 都築学園 1290005001253
神戸医療福祉大学 社会福祉学部 生活医療福祉学
科介護福祉コース

神崎郡福崎町高岡字塩田１９６６－５ 昼間 ４年 50 H 12

学校法人 湊川相野学園 9140005015426 湊川短期大学 人間生活学科 生活福祉専攻 三田市四ツ辻１４３０ 昼間 ２年 40 H 12

学校法人 佐保会学園 8150005000634 奈良佐保短期大学 生活未来科 生活福祉コース 奈良市鹿野園町８０６ 昼間 ２年 40 H 11

学校法人 佐保会学園 8150005000634 奈良佐保短期大学 専攻科 福祉専攻 奈良市鹿野園町８０６ 昼間 １年 30 H 15

介　護　福　祉　士　養　成　施　設　一　覧　（１８施設　２０課程）

京都府

奈良県

兵庫県

大阪府
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府　県 設置者 法人番号 学校名 課程名 所在地
昼夜通の

別
修業年限 入学定員 開講年度

福井県 公立大学法人福井県立大学 6210005005273 福井県立大学 看護福祉学部 社会福祉学科 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 昼 4年 30 H21

（学）龍谷大学 1130005004288 龍谷大学 社会学部 地域福祉学科 大津市瀬田大江町横谷1-5 昼 4年 125 H21

（学）龍谷大学 1130005004288 龍谷大学 社会学部 臨床福祉学科 大津市瀬田大江町横谷1-5 昼 4年 120 H21

（学）滋賀学園 4160005006444 びわこ学院大学 教育福祉学部　こども学科 滋賀県東近江市布施町29 昼 4年 20 H26

（学）佛教教育学園 5130005004243 佛教大学
社会福祉学部 社会福祉学科（通信教育課
程）

京都市北区紫野北花ノ坊町96 通 4年 350 H21

（学）佛教教育学園 5130005004243 佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科 京都市北区紫野北花ノ坊町96 昼 4年 270 H21

京都府立公立大学法人 9130005006665 京都府立大学 公共政策学部 福祉社会学科 京都市左京区下鴨半木町1-5 昼 4年 50 H21

（学）京都女子学園 9130005004297 京都女子大学 家政学部 生活福祉学科 京都市東山区今熊野北日吉町35 昼 4年 60 H21

（学）聖母女学院 3130005012470 聖母女学院短期大学 生活科学科 生活福祉専攻 生活福祉コース 京都市伏見区深草田谷町1 昼 2年 10 H21

（学）龍谷大学 1130005004288 龍谷大学短期大学部 社会福祉科 社会福祉コース 京都市伏見区深草塚本町67 昼 2年 80 H21

（学）綜藝種智院 5130005004235 種智院大学 人文学部 社会福祉学科 京都市伏見区向島西定請70 昼 4年 45 H21

（学）光華女子学園 1130005004230 京都光華女子大学 健康科学部 医療福祉学科 社会福祉専攻 京都市右京区西京極葛野町38 昼 4年 40 H21

（学）ノートルダム女学院 1130005004263
京都ノートルダム女子大
学

生活福祉文化学部 生活福祉文化学科 京都市左京区下鴨南野々神町1 昼 4年 100 H21

（学）立命館 9130005004289 立命館大学 産業社会学部 現代社会学科 人間福祉専攻 京都市北区等持院北町56-1 昼 4年 60 H21

（学）真宗大谷学園 3130005004237 大谷大学 文学部 社会学科 社会福祉学コース 京都市北区小山上総町 昼 4年 50 H21

（学）同志社 7130005004258 同志社大学 社会学部　社会福祉学科 京都市上京区今出川通烏丸東入 昼 4年 93 H21

（学）花園学園 9130005004264 花園大学 社会福祉学部　社会福祉学科 京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-1 昼 ４年 80 H21

（学）花園学園 9130005004264 花園大学 社会福祉学部　臨床心理学科 京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-1 昼 ４年 80 H21

（学）佛教教育学園 5130005004243 京都華頂大学
現代家政学部　現代家政学科　社会福祉学
コース

京都市東山区林下町3-456 昼 ４年 40 H23

（学）関西福祉学園 7130005004217 京都医療福祉専門学校 心理メディカル科 京都市伏見区竹田段川原町43-3 昼 2年 60 H21

（学）薫英学園 5120905001695 大阪人間科学大学 人間科学部 社会福祉学科 摂津市正雀1-4-1 昼 4年 120 H21

（学）玉手山学園 4122005001858 関西福祉科学大学 社会福祉学部 社会福祉学科 柏原市旭ヶ丘3-11-1 昼 4年 240 H21

公立大学法人大阪市立大学 5120005010077 大阪市立大学 生活科学部 人間福祉学科 大阪市住吉区杉本3-3-138 昼 4年 30 H21

（学）浪商学園 9120105006459 大阪体育大学 健康福祉学部 健康福祉学科 泉南郡熊取町朝代台1-1 昼 4年 120 H21

（学）桃山学院 5120005004756 桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科 和泉市まなび野1-1 昼 4年 100 H21

（学）四天王寺学園 1120005004660 四天王寺大学 人文社会学部 人間福祉学科 健康福祉専攻 羽曳野市学園前3-2-1 昼 4年 70 H21

（学）四天王寺学園 1120005004660 四天王寺大学 人文社会学部　人間福祉学科 保育専攻 羽曳野市学園前3-2-1 昼 4年 40 H21

公立大学法人大阪府立大学 4120105003782 大阪府立大学 地域保健学域教育福祉学類 堺市中区学園町1-1 昼 4年 55 H21

（学）大谷学園 8120005004613 大阪大谷大学 人間社会学部人間社会学科社会福祉コース 富田林市錦織北3-11-1 昼 4年 40 H21

（学）関西大学 6120905001356 関西大学
人間健康学部人間健康学科福祉と健康コー
ス

堺市堺区香ヶ丘町１-１１-１ 昼 4年 80 H22

（社福）大阪水上隣保館 3120905002241 大阪保育福祉専門学校 児童福祉科 三島郡島本町山崎5-3-10 昼 3年 50 H21

（学）大阪慈慶学園 8120005004803 大阪保健福祉専門学校 社会福祉科（社会・精神保健福祉コース） 大阪市淀川区宮原1-2-47 昼 4年 40 H21

福 祉 系 大 学 等 一 覧 （４２施設　５３課程）

京都府

平成２８年３月３１日現在

滋賀県

大阪府
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府　県 設置者 法人番号 学校名 課程名 所在地
昼夜通の

別
修業年限 入学定員 開講年度

(社)　南海福祉事業会 4120105000524 南海福祉専門学校 福祉専門課程　総合福祉科 高石市千代田6-12-53 昼 2年 40 H21

（学）未来学園 1120905001699 大阪総合福祉専門学校 総合福祉学科 摂津市鳥飼下1-13-13 昼 3年 40 H21

（学）関西学院 6140005015791 関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科 西宮市上ヶ原1-155 昼 4年 7 H21

（学）関西学院 6140005015791 関西学院大学 人間福祉学部 人間科学科 西宮市上ヶ原1-155 昼 4年 16 H21

（学）関西学院 6140005015791 関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科 西宮市上ヶ原1-155 昼 4年 130 H21

（学）睦学園 7140005002285 兵庫大学 生涯福祉学部 社会福祉学科 加古川市平岡町新在家2301 昼 4年 30 H21

（学）武庫川学院 4140005015819 武庫川女子大学
文学部 心理・社会福祉学科 社会福祉コー
ス

西宮市池開町6-46 昼 4年 70 H21

（学）親和学園 3140005002231 神戸親和女子大学 発達教育学部 福祉臨床学科 神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1 昼 4年 40 H21

（学）親和学園 3140005002231 神戸親和女子大学 発達教育学部 福祉臨床学科 通信教育課程 神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1 通 4年 100 H21

（学）濱名学院 5140005010901 関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 福祉学専攻 尼崎市潮江1-3-23 昼 4年 40 H21

（学）神戸学院 5140005002213 神戸学院大学
総合リハビリテーション学部 社会リハビリ
テーション学科

神戸市西区伊川谷町有瀬518 昼 4年 90 H21

（学）都築学園 1290005001253 神戸医療福祉大学
社会福祉学部 健康スポーツコミュニケー
ション学科

神崎郡福崎町高岡字塩田1966-5 昼 4年 100 H21

（学）都築学園 1290005001253 神戸医療福祉大学 社会福祉学部 経営福祉ビジネス学科 神崎郡福崎町高岡字塩田1966-5 昼 4年 100 H21

（学）都築学園 1290005001253 神戸医療福祉大学 社会福祉学部 生活医療福祉学科 神崎郡福崎町高岡字塩田1966-5 昼 4年 150 H21

（学）都築学園 1290005001253 神戸医療福祉大学 社会福祉学部 臨床福祉心理学科 神崎郡福崎町高岡字塩田1966-5 昼 4年 100 H21

（学）行吉学園 1140005002290 神戸女子大学 健康福祉学部 社会福祉学科 神戸市中央区港島中町4-7-2 昼 4年 80 H21

（学）中内学園 7140005002269 流通科学大学 サービス産業学部 医療福祉サービス学科 神戸市西区学園西町3-1 昼 4年 100 H21

（学）関西金光学園 8120905001899 関西福祉大学 社会福祉学部　社会福祉学科 赤穂市新田380-3 昼 4年 200 H21

（学）天理大学 9150005002893 天理大学 人間学部 人間関係学科 社会福祉専攻 天理市杣之内町1050 昼 4年 30 H21

（学）佐保会学園 8150005000634 奈良佐保短期大学
生活未来科生活福祉コースソーシャルワー
ククラス

奈良市鹿野園町806 昼 2年 10 H22

（学）佐保会学園 8150005000634 奈良佐保短期大学
地域こども学科保育ソーシャルワークコー
ス

奈良市鹿野園町806 昼 2年 20 H22

福 祉 系 大 学 等 一 覧 （４２施設　５３課程）

大阪府

平成２８年３月３１日現在

奈良県

兵庫県
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平成２８年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 法人番号 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業年限 入学定員 開校年度

福井県 県立 福井県 4000020180009
福井県立奥越明成高等学校
生活福祉科　福祉コース

大野市友江９－１０ 昼間 ３年 30 H21

県立 滋賀県 7000020250007 滋賀県立長浜北星高等学校 総合学科 長浜市地福寺町３－７２ 昼間 ３年 40 H21

学校法人 綾羽育英会 1160005008419 綾羽高等学校 介護福祉科 草津市西渋川１丁目１８番１号 昼間 ３年 40 H21

府立 京都府 2000020260002
京都府立京都八幡高等学校 介護福祉
科

八幡市内里柿谷１６－１ 昼間 ３年 30 H21

府立 京都府 2000020260002
＊京都府立久美浜高等学校
総合学科 福祉系列

京丹後市久美浜町橋爪６５番地 昼間 ３年 17 H21

学校法人 聖カタリナ学園 6500005000914 京都聖カタリナ高等学校 福祉科 南丹市園部町美園町１号７８番地 昼間 ３年 40 H21

学校法人 村上学園 9122005000038
東大阪大学敬愛高等学校 普通科
総合福祉コース

東大阪市西堤学園町３－１－１ 昼間 ３年 40 H21

市立 大阪市 6000020271004
大阪市立淀商業高等学校 福祉ボラン
ティア科

大阪市西淀川区野里３丁目３番１５号 昼間 ３年 40 H21

学校法人 淀之水学院 1120005004768 昇陽高等学校 福祉科 福祉コース 大阪市此花区朝日１丁目１番９号 昼間 ３年 60 H21

学校法人 東洋学園 3120005004709
＊長尾谷高等学校普通科
(通信制課程技能連携　東洋学園高等
専修学校福祉学科介護福祉コース)

枚方市長尾元町２丁目２９番地２７号 通信 ３年 35 H21

県立 兵庫県 8000020280003
兵庫県立龍野北高等学校
総合福祉科・介護福祉類型

たつの市新宮町芝田125-2 昼間 ３年 40 H21

県立 兵庫県 8000020280003 兵庫県立日高高等学校 福祉科 豊岡市日高町岩中１番地 昼間 ３年 40 H21

学校法人 夙川学院 7140005015799 夙川学院高等学校 普通科 福祉コース 西宮市神園町２番２０号 昼間 ３年 30 H21

学校法人 睦学園 7140005002285
兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 普通
科介護福祉士コース（旧：須磨ノ浦女子
高等学校）

神戸市須磨区行幸町２－７－３ 昼間 ３年 26 H23

学校法人 スバルが丘学園 9140005002234
＊神戸第一高等学校　家庭科　介護福
祉士コース

神戸市中央区葺合町寺ヶ谷１番地 昼間 ３年 40 H21

株式会社 ウィザス 9120001076820
＊第一学院高等学校　養父校　専攻科
（旧:ウィザスナビ高等学校）

養父市大谷１３ 通信 ２年 400 H21

奈良県 県立 奈良県 1000020290009 奈良県立榛生昇陽高等学校　福祉科 宇陀市榛原区下井足２１０番地 昼間 ３年 40 H21

県立 和歌山県 4000020300004
和歌山県立有田中央高等学校　総合学
科福祉系列

有田郡有田川町大字下津野４５９ 昼間 ３年 26 H21

学校法人 高野山学園 5170005004636
高野山高等学校　普通科　総合コース
介護福祉士養成系

伊都郡高野町高野山２１２番地 昼間 ３年 10 H21

＊　特例福祉系高等学校

和歌山県

福　祉　系　高　等　学　校　一　覧　（１９校　１９課程）

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県
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平成２８年３月３１日　現在

施設 府県 実施主体名 法人番号 施　　設　　名 所在地
昼夜間
等の別

入学
定員

学級数
(延)

総定員

1 (学)城南学園 7120005004663
大阪城南女子短期大学（介護福祉士実務
者学校（通信課程））

大阪府大阪市東住吉区
湯里6-4-26

通信 50 2 100

2 （学）千代田学園 2120105005401
大阪千代田短期大学
介護福祉士実務者研修

大阪府河内長野市小山田町
1685

通信 50 24 1200

介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 一 覧 （２施設　２課程）

（注）「昼間※」は求職者支援訓練等との合併型

大阪府
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平成28年3月3１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 法人番号 名　　　　　　称 所　在　地 昼・夜の別 修業年限 入学定員 開校年度

府立 京都府 2000020260002 京都府立視力障害者福祉センター（視） 京都市左京区下鴨森本町２１ 昼間 中卒3 15 S 28

学校法人 京都仏眼教育学園 4130005013451 京都仏眼鍼灸理療専門学校 京都市東山区一橋宮ノ内町７ 夜間 ３年 25 S 26

平成28年3月3１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 法人番号 名　　　　　　称 所　在　地 昼・夜の別 修業年限 入学定員 開校年度

府立 京都府 2000020260002 京都府立視力障害者福祉センター（視） 京都市左京区下鴨森本町２１ 昼間 ３年 15 S 28

学校法人 京都仏眼教育学園 4130005013451 京都仏眼鍼灸理療専門学校 京都市東山区一橋宮ノ内町７ 昼間 ３年 20 S 26

学校法人 行岡保健衛生学園 3120005004766 大阪行岡医療専門学校長柄校 大阪市北区長柄西１－７－５３ 昼間 ３年 50 S 28

学校法人 関西医療学園 1120105006458 関西医療学園専門学校 大阪市住吉区苅田６－１８－１３ 昼間 ３年 30 S 35

兵庫県 国立 国（厚生労働省） 6000012070001
国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局神戸視力障害センター

神戸市西区曙町１０７０ 昼間 ３年 20 S 27

あん摩マッサージ指圧師養成施設一覧（２施設　２課程）

京都府

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設一覧（５施設　５課程）

京都府

大阪府
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