
平成２7年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 学校法人 福井仁愛学園 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

滋賀県 公立大学法人 滋賀県立大学
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 同志社
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 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 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
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 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
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
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 80 H 14

学校法人 相愛学園 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 100 H 18

公立大学法人 大阪市立大学
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
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 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 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
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
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
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
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
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
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
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 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 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
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
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 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 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 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
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

管　理　栄　養　士　養　成　施　設　一　覧　（２９施設　２９課程）
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福井県 学校法人 福井仁愛学園
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 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 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
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
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 50 S 45

学校法人 大和学園 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
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
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 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
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
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
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
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 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
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
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
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
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 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
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 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
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
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
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

栄　養　士　養　成　施　設　一　覧　（２４施設　２４課程）

京都府

兵庫県

大阪府
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学校法人 福井精華学園 啓新高等学校調理科 福井市文京４－１５－１ 昼間 ３年 36 S 44

学校法人 天谷学園
天谷調理製菓専門学校
衛生専門課程

吉田郡永平寺町松岡兼定島３４－３－１０ 昼間 １年 40 S 45

学校法人 天谷学園
天谷調理製菓専門学校
衛生高等課程

吉田郡永平寺町松岡兼定島３４－３－１０ 昼間 １年 40 S 45

県立 福井県 福井県立美方高等学校食物科 三方上中郡若狭町気山１１４－１－１ 昼間 ３年 36 S 45

学校法人 青池学園 青池調理師専門学校 小浜市小浜広峰１０８ 昼間 １年 40 H 18

学校法人 青池学園 青池調理師専門学校 小浜市小浜広峰１０８ 昼間 ３年 30 H 16

学校法人 青池学園 青池調理師専門学校 小浜市小浜広峰１０８ 夜間 ２年 15 H 16

学校法人 綾羽育英会 綾羽高等学校食物調理科 草津市西渋川１－１８－１ 昼間 ３年 40 H 10

職業訓練法
人

滋賀県調理技能協会
滋賀県調理短期大学校
専門課程調理技術科

長浜市分木町８－５ 昼間 ２年 25 H 11

学校法人 大和学園 京都調理師専門学校 京都市中京区壬生御所ノ内町３５ 昼間 １年 150 S 39

学校法人 大和学園 京都調理師専門学校 京都市中京区壬生御所ノ内町３５ 昼間 ２年 90 H  3

学校法人 大和学園 京都調理師専門学校 京都市中京区壬生御所ノ内町３５ 夜間 １年６月 80 S 42

学校法人 淑徳学林
福知山淑徳高等学校
総合学科食物調理系列

福知山市字正明寺３６－１０ 昼間 ３年 80 S 48

市立 大阪市 大阪市立咲くやこの花高等学校食物文化科 大阪市此花区西九条６－１－４４ 昼間 ３年 40 H 10

学校法人 大阪成蹊学園
大阪成蹊短期大学総合生活学科食物コー
ス調理クラス

大阪市東淀川区相川３－１０－６２ 昼間 ２年 80 H 15

学校法人 大阪青山学園
大阪青山大学短期大学部
調理製菓学科調理コース

箕面市新稲２－１１－１ 昼間 ２年 30 H 10

学校法人 三幸学園
辻学園調理・製菓専門学校
調理師専門課程

大阪市北区西天満１－３－１７ 昼間 １年 200 H 18

学校法人 三幸学園
辻学園調理・製菓専門学校
高度調理技術専門課程

大阪市北区西天満１－３－１７ 昼間 ２年 160 H 18

学校法人 辻料理学館 辻調理師専門学校 大阪市阿倍野区松崎町３－１６－１１ 昼間 １年 640 S 34

学校法人 辻料理学館 辻調理師専門学校 大阪市阿倍野区松崎町３－１６－１１ 昼間 ２年 320 H 19

個人 福崎　廣子 関西調理師学校 大阪市旭区大宮４－７－１２ 昼間 １年 80 S 41

学校法人 村川学園 大阪調理製菓専門学校 泉大津市東豊中町３－１－１５ 昼間 １年 200 S 58

学校法人 村川学園 大阪調理製菓専門学校ecole UMEDA 大阪市北区曾根崎新地１－１－４ 昼間 １年 80 H24

学校法人 城南学園
大阪城南女子短期大学
現代生活学科調理コース

大阪市東住吉区湯里６－４－２６ 昼間 ２年 40 H 12

学校法人 梅花学園 梅花女子大学食文化学部食文化学科 茨木市宿久庄２－１９－５ 昼間 ４年 80 H24

学校法人 兵庫栄養専門学校
兵庫栄養調理製菓専門学校衛生課程調理
師科

西宮市北昭和町９－３２ 昼間 ２年 50 H  9

学校法人 兵庫栄養専門学校
兵庫栄養調理製菓専門学校衛生課程調理
師科

西宮市北昭和町９－３２ 昼間 １年 80 S 39

学校法人 兵庫栄養専門学校
兵庫栄養調理製菓専門学校衛生課程調理
師科

西宮市北昭和町９－３２ 夜間 ２年 40 S 39

学校法人 みかしほ学園
日本調理製菓専門学校
専門課程①

姫路市安田１－２ 昼間 １年 80 S 35

学校法人 みかしほ学園
日本調理製菓専門学校
専門課程②

姫路市安田１－２ 昼間 ２年 35 H  2

学校法人 みかしほ学園
日本調理製菓専門学校
高等課程

姫路市安田１－２ 昼間 １年 35 S 35

学校法人 みかしほ学園 日本調理製菓専門学校 姫路市安田１－２ 夜間 １年６月 40 S 42

学校法人 育成学園 育成調理師専門学校 尼崎市開明町２－３０－２ 昼間 １年 40 S 42

学校法人 育成学園 育成調理師専門学校 尼崎市開明町２－３０－２ 昼間 ３年 70 H  4

学校法人 育成学園 神戸国際調理製菓専門学校 神戸市中央区栄町通３－５－１ 昼間 １年 80 Ｈ23

京都府

調　理　師　養　成　施　設　一　覧　　（２９施設　４７課程）
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学校法人 育成学園 神戸国際調理製菓専門学校 神戸市中央区栄町通３－５－１ 昼間 ２年 20 H23

学校法人 栄学園 平田調理専門学校 赤穂郡上郡町上郡１７－５ 昼間 ２年 40 H  4

学校法人 栄学園 平田調理専門学校 赤穂郡上郡町上郡１７－５ 昼間 １年 40 S 53

学校法人 栄学園 平田調理専門学校 赤穂郡上郡町上郡１７－５ 昼間 ３年 40 H  2

学校法人 栄学園 平田調理専門学校 赤穂郡上郡町上郡１７－５ 夜間 １年６月 40 S 53

県立 兵庫県 兵庫県立淡路高等学校調理系列 淡路市富島１７１－２ 昼間 ３年 40 H  3

学校法人 スバルが丘学園 神戸第一高等学校調理師コース 神戸市中央区茸合町寺ヶ谷１ 昼間 ３年 40 H 11

県立 奈良県
奈良県立磯城野高等学校フードデザイン
科シェフコース

磯城野郡田原本町２５８ 昼間 ３年 20 S 46

学校法人 吉住学園 奈良調理製菓専門学校 天理市楢町５４３－１ 昼間 １年 40 H  3

学校法人 吉住学園 奈良調理製菓専門学校 天理市楢町５４３－１ 昼間 ３年 40 H  4

職業訓練法人 奈良県調理技能協会
奈良調理短期大学校専門課程調理技術
科

奈良市西木辻町１９１－２ 昼間 ２年 40 H 11

和歌山県 市立 海南市 海南市立海南下津高等学校食物科 海南市下津町大字丸田８７ 昼間 ３年 40 S 46

調　理　師　養　成　施　設　一　覧　　（２９施設　４７課程）
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府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業期間 入学定員 開校年度

学校法人 福井県理美容学園 福井県理容美容専門学校 吉田郡永平寺町松岡兼定島３４－３－２ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 福井県理美容学園 福井県理容美容専門学校 吉田郡永平寺松松岡兼定島３４－３－２ 通信 ３年 20 H 10

職業訓練法人 滋賀県理容美容教育協会 滋賀県理容美容学園 守山市川田町字柳島２２１６-３ 昼間 ２年 40 H 11

職業訓練法人 滋賀県理容美容教育協会 滋賀県理容美容学園 守山市川田町字柳島２２１６-３ 通信 ３年 40 H 11

学校法人 京理学園 京都理容美容専修学校 京都市中京区西ノ京両町６－６ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 京理学園 京都理容美容専修学校 京都市中京区西ノ京両町６－６ 通信 ３年 40 H 10

生衛組合
大阪府理容生活衛生
同業組合

大阪中央理容美容専門学校 大阪市北区天満橋３－４－２８ 昼間 ２年 70 H 10

生衛組合
大阪府理容生活衛生
同業組合

大阪中央理容美容専門学校 大阪市北区天満橋３－４－２８ 通信 ３年 70 H 10

学校法人 古武学園 高津理容美容専門学校 大阪市中央区日本橋２-８-２０ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 古武学園 高津理容美容専門学校 大阪市中央区日本橋２-８-２０ 通信 ３年 60 H 10

学校法人 岡山学園 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 大阪市生野区鶴橋１－６－３４ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 岡山学園 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 大阪市生野区鶴橋１－６－３４ 通信 ３年 40 H 10

学校法人 辻本学園 アイム・キンキ理容美容専門学校 大阪市天王寺区堀越町４－２４ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 辻本学園 アイム・キンキ理容美容専門学校 大阪市天王寺区堀越町４－２４ 通信 ３年 40 H 10

学校法人 いわお学園 理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ 大阪市天王寺区悲田院町３－５ 昼間 ２年 45 H 17

学校法人 いわお学園 理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ 大阪市天王寺区悲田院町３－５ 通信 ３年 45 H 17

協同組合 近畿理美容協同組合 スタリアビューティーカレッジ大阪 大阪府大阪市淀川区西中島１－１１ー３４ 昼間 ２年 25 H 26

協同組合 近畿理美容協同組合 スタリアビューティーカレッジ大阪 大阪府大阪市淀川区西中島１－１１ー３４ 通信 ３年 25 H 26

学校法人 兵庫県整容学園 神戸理容美容専門学校 神戸市兵庫区駅前通１－３－２８ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 兵庫県整容学園 神戸理容美容専門学校 神戸市兵庫区駅前通１－３－２８ 通信 ３年 40 H 10

学校法人 兵庫県整容学園 姫路理容美容専門学校 姫路市南駅前町１３ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 兵庫県整容学園 姫路理容美容専門学校 姫路市南駅前町１３ 通信 ３年 30 H 10

学校法人 阪神専修学園 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 尼崎市御園町３７ 昼間 ２年 37 H 10

学校法人 阪神専修学園 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 尼崎市御園町３７ 通信 ３年 20 H 10

学校法人 奈良整容学園 奈良理容美容専門学校 奈良市西木辻町５７－１ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 奈良整容学園 奈良理容美容専門学校 奈良市西木辻町５７－１ 通信 ３年 40 H 10

国立 国 若草理容師養成所 奈良市般若寺町１８ 昼間 ２年 25 H 10

県立 和歌山県 和歌山県立和歌山産業技術専門学院理容科 和歌山市小倉９０ 昼間 ２年 15 H 10

県立 和歌山県 和歌山県立和歌山ろう学校高等部理容科 和歌山市砂山南３－１－７３ 昼間 ２年 9 H 10

県立 和歌山県 和歌山県立和歌山ろう学校高等部理容科 和歌山市砂山南３－１－７３ 昼間 ４年 9 H 10

兵庫県

奈良県

和歌山県
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府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業期間 入学定員 開校年度

学校法人 福井県理美容学園 福井県理容美容専門学校 吉田郡永平寺町松岡兼定島３４－３－２ 昼間 ２年 80 H 10

学校法人 福井県理美容学園 福井県理容美容専門学校 吉田郡永平寺松松岡兼定島３４－３－２ 通信 ３年 40 H 10

学校法人 新和学園 福井県美容製菓専修学校　製菓衛生師科 福井市松本2丁目24-10 昼間 ２年 35 H26

学校法人 新和学園 福井県美容製菓専修学校　製菓衛生師科 福井市松本2丁目24-10 通信 ３年 35 H26

学校法人 大原学園 大原スポーツ医療保育福祉専門学校 福井市大手２丁目９－１ 昼間 ２年 35 H24

職業訓練法人 滋賀県理容美容教育協会 滋賀県理容美容学園 守山市川田町字柳島２２１６-３ 昼間 ２年 40 H 11

職業訓練法人 滋賀県理容美容教育協会 滋賀県理容美容学園 守山市川田町字柳島２２１６-３ 通信 ３年 40 H 11

学校法人 京理学園 京都理容美容専修学校 京都市中京区西ノ京両町６－６ 昼間 ２年 160 H 10

学校法人 京理学園 京都理容美容専修学校 京都市中京区西ノ京両町６－６ 通信 ３年 160 H 10

学校法人 日整学園 アミューズ美容専門学校 京都市南区東九条河辺町３０ 昼間 ２年 120 H 10

学校法人 日整学園 アミューズ美容専門学校 京都市南区東九条河辺町３０ 通信 ３年 40 H 10

学校法人 京都美容学園 京都美容専門学校 京都市上京区千本丸太町下る二筋目東入る 昼間 ２年 80 H 10

学校法人 京都美容学園 京都美容専門学校 京都市上京区千本丸太町下る二筋目東入る 通信 ３年 80 H 10

学校法人 京都中央学院 YIC京都ビューティ専門学校
京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路
町２７

昼間 ２年 40 H 21

学校法人 京都中央学院 YIC京都ビューティ専門学校
京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路
町２７

通信 ３年 40 H 22

生衛組合
大阪府理容生活衛生
同業組合

大阪中央理容美容専門学校 大阪市北区天満橋３－４－２８ 昼間 ２年 80 H 10

生衛組合
大阪府理容生活衛生
同業組合

大阪中央理容美容専門学校 大阪市北区天満橋３－４－２８ 通信 ３年 80 H 10

学校法人 古武学園 高津理容美容専門学校 大阪市中央区日本橋２-１５-２６ 昼間 ２年 720 H 10

学校法人 古武学園 高津理容美容専門学校 大阪市中央区日本橋２-８-２０ 通信 ３年 280 H 10

学校法人 岡山学園 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 大阪市生野区鶴橋１－６－３４ 昼間 ２年 120 H 10

学校法人 岡山学園 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 大阪市生野区鶴橋１－６－３４ 夜間 ２年 80 H 10

学校法人 岡山学園 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 大阪市生野区鶴橋１－６－３４ 通信 ３年 120 H 10

学校法人 辻本学園 アイム・キンキ理容美容専門学校 大阪市天王寺区堀越町４－２４ 昼間 ２年 120 H 10

学校法人 辻本学園 アイム・キンキ理容美容専門学校 大阪市天王寺区堀越町４－２４ 通信 ３年 120 H 10

学校法人 いわお学園 理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ
大阪市阿倍野区旭町２－１－２あべのポンテ
２Ｆ

昼間 ２年 120 H 17

学校法人 いわお学園 理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ
大阪市阿倍野区旭町２－１－２あべのポンテ
２Ｆ

通信 ３年 120 H 17

学校法人 グラムール学院 グラムール美容専門学校 大阪市浪速区難波中１－４－４ 昼間 ２年 360 H 10

学校法人 グラムール学院 グラムール美容専門学校 大阪市浪速区難波中１－４－４ 通信 ３年 80 H 10

学校法人 関美学園 関西美容専門学校 大阪市中央区天満橋京町２－１７ 昼間 ２年 280 H 10

学校法人 関美学園 関西美容専門学校 大阪市中央区天満橋京町２－１７ 通信 ３年 160 H 10

学校法人 藤井学園 ル・トーア東亜美容専門学校 大阪市天王寺区筆ケ崎町２－８５ 昼間 ２年 400 H 10

学校法人 藤井学園 ル・トーア東亜美容専門学校 大阪市天王寺区筆ケ崎町２－８５ 夜間 ２年 40 H 10

学校法人 藤井学園 ル・トーア東亜美容専門学校 大阪市天王寺区筆ケ崎町２－８５ 通信 ３年 200 H 10

学校法人 大美学園 大阪美容専門学校 大阪市中央区玉造２－２８－２７ 昼間 ２年 70 H 10

学校法人 大美学園 大阪美容専門学校 大阪市中央区玉造２－２８－２７ 昼間 ３年 105 H 10

学校法人 大美学園 大阪美容専門学校 大阪市中央区玉造２－２８－２７ 通信 ３年 80 H 10

学校法人 小出学園 小出美容専門学校 堺市北区中百舌鳥町４－６０ 昼間 ２年 160 H 10

学校法人 小出学園 小出美容専門学校 堺市北区中百舌鳥町４－６０ 通信 ３年 160 H 10

京都府

美　容　師　養　成　施　設　一　覧　（４２施設　８３課程）
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学校法人 小出学園 小出美容専門学校大阪校 大阪市浪速区戎本町２－１０－８ 昼間 ２年 60 H24

学校法人 ロイヤル学園 大阪ベルェベル美容専門学校 大阪市北区茶屋町５－１０ 昼間 ２年 280 H 10

学校法人 ロイヤル学園 大阪ベルェベル美容専門学校 大阪市北区茶屋町５－１０ 通信 ３年 60 H 10

学校法人 愛泉学園 堺女子短期大学（美容生活文化学科） 堺市堺区浅香山町１－２－２０ 昼間 ２年 80 H 12

学校法人 愛泉学園 堺女子短期大学（美容生活文化学科） 堺市堺区浅香山町１－２－２０ 通信 ３年 60 H26

職業訓練法
人

大阪理美容職業訓練
協会

西日本ヘアメイクカレッジ天王寺ＭｉＯ校
大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
ＭｉＯパーキングビル１Ｆ

昼間 ２年 40 H 14

職業訓練法
人

大阪理美容職業訓練
協会

西日本ヘアメイクカレッジ天王寺ＭｉＯ校
大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
ＭｉＯパーキングビル１Ｆ

通信 ３年 40 H 14

学校法人 青丹学園 ヴェールルージュ美容専門学校 大阪市中央区南船場２－１１－１１ 昼間 ２年 240 H 15

学校法人 三幸学園 大阪ビューティーアート専門学校 大阪市淀川区西中島３－８－２９ 昼間 ２年 200 H 15

学校法人 三幸学園 大阪ビューティーアート専門学校 大阪市淀川区西中島３－８－２９ 通信 ３年 240 H 22

学校法人 桂学園 桂make-upデザイン専門学校 堺市堺区南三国ヶ丘町１－１－８ 昼間 ２年 70 H 15

職業訓練法
人

育承会 花園国際美容学院 東大阪市若江北町３－５－１７ 昼間 ２年 40 H 16

学校法人 モード学園 大阪モード学園 大阪市北区梅田３－３－２ 昼間 ２年 80 H 17

学校法人 モード学園 大阪モード学園 大阪市北区梅田３－３－２ 昼間 ３年 80 H 17

学校法人 モード学園 大阪モード学園 大阪市北区梅田３－３－２ 夜間 ２年 30 H 17

学校法人 モード学園 大阪モード学園 大阪市北区梅田３－３－２ 通信 ３年 120 H 17

学校法人 山口学園 ＥＣＣアーティスト専門学校 大阪市北区中崎西２－６－１１ 昼間 ２年 60 H 18

学校法人 山口学園 ＥＣＣアーティスト専門学校 大阪市北区中崎西２－６－１１ 通信 ３年 78 H 20

協同組合
ｴｽ･ﾋﾟｰ･ｼｰ関西理美容事
業協同組合

ＳＰＣ学園アーデントビューティーカレッジ 大阪市中央区博労町１－９－１３ 昼間 ２年 60 H 19

協同組合
ｴｽ･ﾋﾟｰ･ｼｰ関西理美容事
業協同組合

ＳＰＣ学園アーデントビューティーカレッジ 大阪市中央区博労町１－９－１３ 通信 ３年 70 H 19

学校法人 樟蔭学園
大阪樟蔭女子大学学芸学部被服学科
化粧学専攻美容コース

東大阪市菱屋西４－２－２６ 昼間 ４年 30 H 22

協同組合 近畿理美容協同組合 スタリアビューティ-カレッジ大阪 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-34 昼間 ２年 15 H26

協同組合 近畿理美容協同組合 スタリアビューティ-カレッジ大阪 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-34 通信 ３年 15 H26

学校法人 兵庫県整容学園 神戸理容美容専門学校 神戸市兵庫区駅前通１－３－２８ 昼間 ２年 160 H 10

学校法人 兵庫県整容学園 神戸理容美容専門学校 神戸市兵庫区駅前通１－３－２８ 通信 ３年 60 H 10

学校法人 兵庫県整容学園 姫路理容美容専門学校 姫路市南駅前町１３ 昼間 ２年 80 H 10

学校法人 兵庫県整容学園 姫路理容美容専門学校 姫路市南駅前町１３ 通信 ３年 60 H 10

学校法人 阪神専修学園 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 尼崎市御園町３７ 昼間 ２年 115 H 10

学校法人 阪神専修学園 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 尼崎市御園町３７ 通信 ３年 80 H 10

学校法人 宮内学園
ＢＥＡＵＴＹ　ＡＲＴＳ　ＫＯＢＥ
日本高等美容専門学校

神戸市東灘区御影中町８－４－１４ 昼間 ２年 50 H 10

学校法人 宮内学園
ＢＥＡＵＴＹ　ＡＲＴＳ　ＫＯＢＥ
日本高等美容専門学校

神戸市東灘区御影中町８－４－１４ 昼間 ３年 20 H 10

学校法人 宮内学園
ＢＥＡＵＴＹ　ＡＲＴＳ　ＫＯＢＥ
日本高等美容専門学校

神戸市東灘区御影中町８－４－１４ 通信 ３年 60 H 10

学校法人 ロイヤル学園 神戸ベルェベル美容専門学校 神戸市中央区江戸町９０ 昼間 ２年 240 H 14

学校法人 ロイヤル学園 神戸ベルェベル美容専門学校 神戸市中央区江戸町９０ 通信 ３年 80 H 14

学校法人 本田学園 アルファジャパン美容専門学校 姫路市錦町１４８番地 昼間 ２年 40 H 18

学校法人 本田学園 アルファジャパン美容専門学校 姫路市錦町１４８番地 通信 ３年 40 H 18

学校法人 奈良整容学園 奈良理容美容専門学校 奈良市西木辻町５７－１ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 奈良整容学園 奈良理容美容専門学校 奈良市西木辻町５７－１ 通信 ３年 40 H 10

美　容　師　養　成　施　設　一　覧　（４２施設　８３課程）

兵庫県

奈良県

大阪府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業期間 入学定員 開校年度

生衛組合
奈良県美容業生活衛生
同業組合

橿原美容専門学校 橿原市曽我町９１５－１ 昼間 ２年 80 H 10

生衛組合
奈良県美容業生活衛生
同業組合

橿原美容専門学校 橿原市曽我町９１５－１ 通信 ３年 80 H 10

協同組合
和歌山県美容連合協同
組合

和歌山高等美容学校 和歌山市小人町３２ 昼間 ２年 40 H 10

協同組合
和歌山県美容連合協同
組合

和歌山高等美容学校 和歌山市小人町３２ 通信 ３年 40 H 10

学校法人 山本学園 ＩＢＷ美容専門学校 和歌山市雑賀屋町２０ 昼間 ２年 80 H 10

学校法人 山本学園 ＩＢＷ美容専門学校 和歌山市雑賀屋町２０ 通信 ３年 80 H 10

学校法人 大原学園
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山校
衛生関係専門課程製菓学科

和歌山市黒田８８－１ 昼間 ２年 65 Ｈ２３

美　容　師　養　成　施　設　一　覧　（４２施設　８３課程）

和歌山県

奈良県
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業期間 入学定員 開校年度

学校法人 天谷学園 天谷調理製菓専門学校　製菓技術科 吉田郡永平寺町松岡兼定島３４－３－１０ 昼間 １年 30      H 18

学校法人 大原学園
大原スポーツ医療保育福祉専門学校福井校
衛生専門課程製菓衛生師科

福井市大手２－９－１ 昼間 １年 15      H26

学校法人 大原学園
大原スポーツ医療保育福祉専門学校福井校
衛生専門課程製菓衛生師科

福井市大手２－９－１ 昼間 ２年 20      H26

学校法人 新和学園 福井県製菓専修学校　製菓衛生師科 福井市松本３丁目21-20 昼間 ２年 20 H24

学校法人 純美禮学園 滋賀短期大学　生活学科製菓マイスターコース 大津市竜が丘２４－４ 昼間 ２年 40      H 17

学校法人 綾羽育英会 綾羽高等学校　普通科製菓コース 草津市西渋川１－１８－１ 昼間 ３年 40      H 20

学校法人 大和学園 京都製菓技術専門学校　衛生専門課程 京都市中京区壬生御所ノ内町３９－５ 昼間 １年 60      H 10

学校法人 大和学園 京都製菓技術専門学校　衛生専門課程 京都市中京区壬生御所ノ内町３９－５ 昼間 ２年 120     H 20

学校法人 大和学園 京都製菓技術専門学校　衛生高等課程 京都市中京区壬生御所ノ内町３９－５ 夜間 １年６月 80      H 10

学校法人 大和学園 京都製菓技術専門学校　製菓技術科 京都市中京区壬生御所ノ内町３９－５ 通信 １年 440     H 11

学校法人 大和学園 京都製菓技術専門学校　製菓技術科 京都市中京区壬生御所ノ内町３９－５ 通信 ２年 120     H 11

学校法人 池坊学園
池坊短期大学　環境文化学科製菓クリエイトコー
ス

京都市下京区室町四条下る鶏鉾町４９１ 昼間 ２年 40      H 20

学校法人 大手前学園 大手前製菓学院専門学校　製菓学科 大阪市中央区大手前２－１－８８ 昼間 １年 20      H 10

学校法人 大手前学園 大手前製菓学院専門学校　製菓学科 大阪市中央区大手前２－１－８８ 昼間 ２年 110     H 14

学校法人 大手前学園 大手前製菓学院専門学校　製菓学科 大阪市中央区大手前２－１－８８ 通信 １年 120     H 13

学校法人 大手前学園 大手前製菓学院専門学校　製菓学科 大阪市中央区大手前２－１－８８ 通信 ２年 120     H 13

学校法人 大阪青山学園
大阪青山大学短期大学部
調理製菓学科製菓コース

箕面市新稲２－１１－１ 昼間 ２年 30      H 15

学校法人 谷岡学園
大阪女子短期大学　生活科学科
食物栄養専攻製菓コース

藤井寺市春日丘３－８－１ 昼間 ２年 40      H 13

学校法人 三幸学園
辻学園調理・製菓専門学校
製菓衛生師専門課程

大阪市北区西天満１－３－１７ 昼間 １年 40      H 18

学校法人 三幸学園
辻学園調理・製菓専門学校
高度製菓衛生師専門課程

大阪市北区西天満１－３－１７ 昼間 ２年 40      H22

学校法人 辻料理学館 辻製菓専門学校　製菓衛生師本科 大阪市阿倍野区松崎町３－９－２３ 昼間 １年 288     S 59

学校法人 辻料理学館 辻製菓専門学校　製菓技術マネジメント学科 大阪市阿倍野区松崎町３－９－２３ 昼間 ２年 288     H 21

学校法人 村川学園 大阪調理製菓専門学校　製菓衛生師科 泉大津市東豊中町３－１－１５ 昼間 １年 160     H 10

学校法人 村川学園 大阪調理製菓専門学校　製菓総合本科 泉大津市東豊中町３－１－１５ 昼間 ２年 160     H 23

学校法人 村川学園
大阪調理製菓専門学校ecole UMEDA　製菓衛生
師科

大阪市北区曾根崎新地１－１－４ 昼間 １年 80      H 24

学校法人 村川学園
大阪調理製菓専門学校ecole UMEDA　製菓総合
本科

大阪市北区曾根崎新地１－１－４ 昼間 ２年 40      H 24

学校法人 城南学園
大阪城南女子短期大学　現代生活学科
製菓コース

大阪市東住吉区湯里６－４－２６ 昼間 ２年 40      H 14

学校法人 大阪学院大学
関西健康・製菓専門学校　衛生専門課程製菓学
科

大阪市北区天神橋２－１－２ 昼間 １年 40      H 19

学校法人 大阪学院大学
関西健康・製菓専門学校　衛生専門課程製菓専
門学科

大阪市北区天神橋２－１－２ 昼間 ２年 30      H 19

学校法人 大阪学院大学
関西健康・製菓専門学校　衛生専門課程製菓専
門学科

大阪市北区天神橋２－１－２ 夜間 ２年 40      H 19

学校法人 大阪夕陽丘学園
大阪夕陽丘学園短期大学　キャリア創造学科製
菓クリエイトコース

大阪市天王寺区生玉寺町７－７２ 昼間 ２年 40      H 21

学校法人 大原学園
大原医療福祉製菓専門学校梅田校
衛生専門課程製菓学科

大阪市北区太融寺町２－１４ 昼間 １年 32      H26

学校法人 大原学園
大原医療福祉製菓専門学校梅田校
衛生専門課程製菓学科

大阪市北区太融寺町２－１４ 昼間 ２年 32      H26

学校法人 兵庫栄養専門学校 兵庫栄養調理製菓専門学校　製菓衛生師科 西宮市北昭和町９－３２ 昼間 １年 40      S 44

学校法人 兵庫栄養専門学校 兵庫栄養調理製菓専門学校　製菓衛生師科 西宮市北昭和町９－３２ 夜間 ２年 40      S 44

学校法人 園田学園
園田学園女子大学短期大学部　生活文化学科
国際食文化コース製菓衛生師養成課程

尼崎市南塚口町７－２９－１ 昼間 ２年 40      H 14

学校法人 みかしほ学園 日本調理製菓専門学校　製菓技術科 姫路市安田３－１２０ 昼間 １年 40      H  9

学校法人 みかしほ学園 日本調理製菓専門学校　製菓技術科 姫路市安田３－１２０ 昼間 ２年 40      H 20

学校法人 育成学園 神戸国際調理製菓専門学校　製菓衛生師科 神戸市中央区栄町通３－５－１ 昼間 １年 40      S 60

学校法人 育成学園
神戸国際調理製菓専門学校　製菓スペシャリスト
本科

神戸市中央区栄町通３－５－１ 昼間 ２年 80      H 20

学校法人 スバルが丘学園 神戸第一高等学校　家庭科　製菓衛生師コース 神戸市中央区葺合町寺ヶ谷１ 昼間 ３年 40      H 16

学校法人 神戸慈慶学園 神戸製菓専門学校　製菓衛生師科 神戸市中央区加納町２－５－１ 昼間 １年 40      H 15

学校法人 神戸慈慶学園 神戸製菓専門学校　製菓本科 神戸市中央区加納町２－５－１ 昼間 ２年 120     H 15

製　菓　衛　生　師　養　成　施　設　一　覧　（２７施設　４７課程）

兵庫県

福井県

滋賀県

京都府

大阪府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼夜通の別 修業期間 入学定員 開校年度

学校法人 吉住学園 奈良調理製菓専門学校　製菓衛生師高等課程 天理市楢町５４３－１ 昼間 １年 40      H  7

県立 奈良県
奈良県立磯城野高等学校　フードデザイン科
パティシエコース

磯城郡田原本町２５８ 昼間 ３年 20      H 19

学校法人 大原学園
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山校
衛生関係専門課程製菓学科

和歌山市黒田８８－１ 昼間 １年 32      H 25

学校法人 大原学園
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山校
衛生関係専門課程製菓学科

和歌山市黒田８８－１ 昼間 ２年 32      H 25

奈良県

和歌山県

製　菓　衛　生　師　養　成　施　設　一　覧　（２７施設　４７課程）
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平成２７年３月３１日　現在

府    県
設置形

態
設　置　者 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
学校法

人 福井仁愛学園 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 H 23

公立大
学法人 滋賀県立大学

滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科
食品衛生課程

彦根市八坂町２５００ 昼間 ４年 30 H 20

学校法
人 関西文理総合学園

長浜バイオ大学　バイオサイエンス学部
アニマルバイオサイエンス学科食品衛生課程

長浜市田村町１２６６ 昼間 ４年 50 H 21

学校法人 同志社
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烏丸東入玄武町６０２－
１ 昼間 ４年 80 S 48

学校法人 同志社
同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科
食物科学専攻

京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町６０２－
１ 昼間 ４年 55 H 9

学校法人 京都女子学園
京都女子大学家政学部食物栄養学科
食品衛生コース

京都市東山区今熊野北日吉町３５ 昼間 ４年 120 H 16

学校法人 京都学園
京都学園大学バイオ環境学部
バイオサイエンス学科食品衛生コース

亀岡市曽我部町南条大谷１－１ 昼間 ４年 100 H 18

国立大
学法人 京都大学 京都大学農学部食品生物科学科食品衛生コース 京都市左京区北白川追分町 昼間 ４年 33 H 15

国立大
学法人 京都大学 京都大学農学部応用生命科学科食品衛生コース 京都市左京区北白川追分町 昼間 ４年 47 H 16

国立大
学法人 京都大学 京都大学農学部資源生物科学科食品衛生コース 京都市左京区北白川追分町 昼間 ４年 94 H 16

公立大
学法人 京都府

京都府立大学生命環境学部食保健学科食品衛生課
程

京都市左京区下鴨半木町１－５ 昼間 ４年 25 H 20

公立大
学法人 大阪市立大学 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

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 17

公立大
学法人 大阪府立大学

大阪府立大学生命環境科学域応用生命科学類
生命機能化学課程食品衛生コース

堺市中区学園町１－１ 昼間 ４年 H 14

公立大
学法人 大阪府立大学

大阪府立大学生命環境科学域応用生命科学類
植物バイオサイエンス課程食品衛生コース

堺市中区学園町１－１ 昼間 ４年 H24

学校法人 大阪青山学園
大阪青山大学健康科学部健康栄養学科
食品衛生課程

箕面市新稲２－１１－１ 昼間 ４年 80 H 17

学校法人 玉手山学園 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 帝塚山学院
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　食品衛生専門コース

堺市南区晴美台４－２－２ 昼間 ４年 80 H 18

学校法人 近畿大学 近畿大学理工学部生命科学科食品衛生課程 東大阪市小若江３－４－１ 昼間 ４年 90 H 15

学校法人 関西大学
関西大学化学生命工学部生命・生物工学科
食品衛生課程

吹田市山手町３－３－３５ 昼間 ４年 95 H 19

学校法
人 相愛学園 相愛大学人間発達学部発達栄養学科食品衛生課程 大阪市住之江区南港中４－４－１ 昼間 ４年 100 H 20

学校法
人 常翔学園 大阪工業大学工学部生命工学科食品科学コース 大阪市旭区大宮５－１６－１ 昼間 ４年 65 H24

学校法
人 関西医療学園

関西医療大学保健医療学部臨床検査学科
食品衛生コース

泉南郡熊取町若葉２－１１－１ 昼間 ４年 50 H25

学校法人 武庫川学院
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科
食物栄養専攻・管理栄養士専攻食品衛生課程

西宮市池開町６－４６ 昼間 ４年 200 S 46

学校法人 行吉学園 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 46

学校法人 睦学園 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 17

学校法人 甲子園学院 甲子園大学栄養学部栄養学科 宝塚市紅葉が丘１０－１ 昼間 ４年 120 S 46

学校法
人 甲子園学院

甲子園大学栄養学部フードデザイン学科
食品衛生課程

宝塚市紅葉が丘１０－１ 昼間 ４年 80 H 20

学校法人 神戸学院 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 46

学校法人 松蔭女子学院
神戸松蔭女子学院大学人間科学部生活学科
食物栄養専攻食品衛生課程

神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１ 昼間 ４年 60 H 17

学校法人
東洋食品工業短期大
学

東洋食品工業短期大学包装食品工学科
食品衛生課程

川西市南花屋敷４－２３－２ 昼間 ２年 35 H 13

国立大
学法人 神戸大学

神戸大学農学部資源生命科学科応用動物学コース食
品衛生課程

神戸市灘区六甲台町１－１ 昼間 ４年 26 H 17

国立大
学法人 神戸大学

神戸大学農学部生命機能科学科応用生命化学コース
食品衛生課程

神戸市灘区六甲台町１－１ 昼間 ４年 32 H 17

学校法
人 順正学園

吉備国際大学地域創成農学部地域創成農学科
食品衛生課程

南あわじ市志知佐礼尾３７０－１ 昼間 ４年 60 H25

学校法人 近畿大学 近畿大学農学部食品栄養学科 奈良市中町３３２７－２０４ 昼間 ４年 80 S 48

学校法人 近畿大学 近畿大学農学部応用生命化学科 奈良市中町３３２７－２０４ 昼間 ４年 110 H 17

国立大
学法人 奈良女子大学

奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科
食品衛生コース

奈良市北魚屋東町 昼間 ４年 35 H  6

奈良県

滋賀県

食 品 衛 生 管 理 者 ・ 監 視 員  養　成　施　設　一　覧　（３１施設　４０課程）

100

京都府

大阪府

兵庫県

-124-



平成２７年３月３１日　現在

府    県
設置形

態
設　置　者 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 近畿大学
近畿大学生物理工学部遺伝子工学科
食品衛生課程

紀の川市西三谷９３０ 昼間 ４年 70 H 16

学校法人 近畿大学
近畿大学生物理工学部生物工学科
食品衛生課程

紀の川市西三谷９３０ 昼間 ４年 70 H 16

学校法人 近畿大学
近畿大学生物理工学部食品安全工学科
食品衛生課程

紀の川市西三谷９３０ 昼間 ４年 70 H 22

和歌山県

食 品 衛 生 管 理 者 ・ 監 視 員  養　成　施　設　一　覧　（３１施設　４０課程）
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 福井仁愛学園 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 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 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 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 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
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 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
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
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 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
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 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 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
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
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
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
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 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 佛教教育学園 華頂短期大学　生活学科　保育士養成課程 京都市東山区林下町３－４５６ 昼間 ２年 50 H16

学校法人 京都女子学園 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 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
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
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 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 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 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 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
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 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 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
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
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　（１１１施設　１３０課程）

福井県

滋賀県

京都府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 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
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
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 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
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 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 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
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
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 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 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
大阪国際大学短期大学部 幼児保育学科 保育
コース

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 200 S 44

学校法人 常磐会学園
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 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 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 170 H  4

学校法人 大阪成蹊学園 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 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 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
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 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 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 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 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 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　（１１１施設　１３０課程）

大阪府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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
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 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
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 大阪こども専門学校 保育科 大阪市淀川区西中島３丁目４番１０号 昼間 ２年 34 H25

学校法人 モード学園 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 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 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
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
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 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 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 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 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 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 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 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 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 樟蔭東学園 樟蔭東短期大学　生活学科　保育学専攻 東大阪市若江西新町３－１－８ 昼間 ２年 50 H 16

国立大学法人 兵庫教育大学
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
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 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
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 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 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 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
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 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 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 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 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 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 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 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　（１１１施設　１３０課程）

兵庫県

大阪府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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
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）

神戸市中央区三宮町1-9-908　センタープラザ9階 通信 ４年 100 H 19

学校法人 海星女子学院
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 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
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 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 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
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 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 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
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
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
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 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
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 関西学院
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 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 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
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 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
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 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
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
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 樟蔭学園 大阪樟蔭女子大学　児童学部　児童学科 香芝市関屋９５８ 昼間 ４年 150 H 13

学校法人 冬木学園 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
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
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 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 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 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 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
短期大学

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　（１１１施設　１３０課程）

奈良県

兵庫県

-129-



平成２７年３月３１日　現在

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

滋賀県 社会福祉法人 華頂会
華頂社会福祉専門学校　社会福祉科
（社会福祉士一般養成通信課程）

大津市大萱６－４－１０ 通信 ２年 80 H 11

社会福祉法人
京都国際社会福祉
協力会

京都国際社会福祉センター　社会福祉
士養成課程

京都市伏見区桃山町本多上野８４ 夜間 ２年 40 H  1

学校法人 関西福祉学園
京都医療福祉専門学校 社会福祉士科
（通信）一般養成課程

京都市伏見区竹田段川原町２０７ 通信 １年７月 100 H 18

学校法人 関西福祉学園
京都医療福祉専門学校 社会福祉士科
（通信）短期養成課程

京都市伏見区竹田段川原町２０７ 通信 １１月 200 H 18

学校法人 京都ＹＭＣＡ学園
京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 社会福
祉士科 通信課程

京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２番地 通信 １年９月 100 H 22

学校法人 滋慶京都学園
京都医健専門学校 教育・社会福祉専
門課程 社会福祉科

京都市中京区三条通室町西入衣棚町５１－２ 夜間 1年 80 H 26

学校法人 瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校 社会福祉
士科

大阪市東淀川区大隅１－１－２５ 昼間 １年 80 H 11

学校法人 瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校 社会福祉
士科短期通信課程

大阪市東淀川区大隅１－１－２５ 通信 9月 120 H 19

学校法人 瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校 社会福祉
士科一般通信課程

大阪市東淀川区大隅１－１－２５ 通信 1年7月 160 H 19

学校法人 大阪滋慶学園
大阪保健福祉専門学校 社会福祉専攻
科

大阪市淀川区宮原１－２－４７ 夜間 １年 60 H 17

学校法人 大阪滋慶学園
大阪保健福祉専門学校 社会福祉士通
信教育科

大阪市淀川区宮原１－２－４７ 通信 1年7月 250 H 24 

学校法人 大原学園
大原医療福祉製菓専門学校 梅田校 附
帯教育 社会福祉士養成通信課程

大阪市北区太融寺町２－１４ 通信 １年７月 120 H 25

学校法人 夕陽丘学院
大阪国際福祉専門学校 社会福祉士養
成通信課程

大阪市天王寺区夕陽丘町３番１０号 通信 １年７月 140 H 21

学校法人 誠優学園
大阪社会福祉専門学校社会福祉科 通
信課程

貝塚市海塚３７５ 通信 １年７月 80 H 12

社会福祉法人 南海福祉事業会
南海福祉専門学校 社会福祉士養成通
信課程

高石市千代田６－１２－５３ 通信 １年７月 300 H 12

兵庫県 学校法人 近畿大学弘徳学園
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

和歌山県 学校法人 きたば学園
和歌山社会福祉専門学校 社会福祉科
通信課程

有田郡広川町下津木１１０５ 通信 １年７月 80 H 21

社　会　福　祉　士　養　成　施　設　一　覧　（１３施設　１７課程）

大阪府

京都府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 青池学園 若狭医療福祉専門学校 介護福祉科 三方郡美浜町大藪７－２４－２ 昼間 ２年 40 H 13

学校法人 大原学園 大原スポーツ医療保育福祉専門学校 介護福祉科 福井市大手２－９－１ 昼間 ２年 35 H  9

学校法人 新和学園 福井県医療福祉専門学校 こども・介護学科 福井市髙木中央３－２０１８ 昼間 ２年 50 H 10

学校法人 滋賀学園
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

社会福祉法人 華頂会 華頂社会福祉専門学校 介護福祉科 大津市大萱６－４－１０ 昼間 ２年 40 H  6

学校法人 京都女子学園 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
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
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 関西福祉学園 京都医療福祉専門学校 福祉メディカル科 京都市伏見区竹田段川原町２０７番地 昼間 ２年 60 H  8

学校法人 京都ＹＭＣＡ学園 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科 京都市中京区三条柳馬場東入中之町２ 昼間 ２年 40 H  9

社会福祉法人 京都基督教福祉会 京都保育福祉専門学院 介護福祉科 京都市西京区樫原百々ケ池３ 昼間 ２年 40 S 63

学校法人 佛教教育学園
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 南京都学園 京都福祉専門学校 介護福祉科 宇治市小倉町春日森２５ 昼間 ２年 80 H  8

学校法人 大阪滋慶学園 大阪保健福祉専門学校 介護福祉科Ⅰ部 大阪市淀川区宮原１－２－４７ 昼間 ２年 80 H  9

学校法人 大阪滋慶学園 大阪保健福祉専門学校 介護福祉科Ⅱ部 大阪市淀川区宮原１－２－４７ 夜間 ３年 40 H  9

社会福祉法人 キリスト教ミード社会舘
大阪コミュニティワーカー専門学校
コミュニティケア科第Ⅱ部

大阪市淀川区十三元今里１－１－５２ 夜間 ３年 26 H  9

学校法人 三幸学園 大阪医療秘書福祉専門学校 介護福祉科 大阪市淀川区西中島３－４－１０ 昼間 ２年 40 H  1

学校法人 未来学園 大阪総合福祉専門学校 総合福祉学科 大阪市北区本庄東１丁目８番１９号 昼間 ３年 32 H 18

学校法人 大原学園 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 介護福祉士学科 大阪市北区太融寺町２－１４ 昼間 ２年 40 H 16

学校法人 モード学園 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 H 12

学校法人 古武学園
高津ライフ・ケア専門学校
教育・社会福祉専門課程　介護福祉科

大阪市中央区日本橋２－１－１５ 昼間 ２年 40 H 19

学校法人 城南学園 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 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 夕陽丘学院 大阪国際福祉専門学校 介護福祉科 大阪市天王寺区夕陽丘町３－１０ 昼間 ２年 40 H 15

学校法人 大屋学園 関西社会福祉専門学校　介護福祉科 大阪市阿倍野区帝塚山１－２－２７ 昼間 ２年 60 H  1

学校法人 大阪聖徳学園 大阪教育福祉専門学校 専攻科 介護福祉専攻 大阪市生野区林寺２－２１－１３ 昼間 １年 30 H 11

学校法人 トモエ学園 北大阪福祉専門学校 介護福祉学科 大阪市都島区東野田町４－２－７ 昼間 ２年 40 H  9

学校法人 薫英学園
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 田島学園
近畿社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程
介護福祉科

守口市梅町９－３ 昼間 ２年 60 H  6

学校法人 誠優学園 大阪社会福祉専門学校 介護福祉科 貝塚市海塚３７５ 昼間 ２年 80 H  7

学校法人 羽衣学園 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 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
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 25 H 19

社会福祉法人 南海福祉事業会 南海福祉専門学校 福祉専門課程 介護福祉科 高石市千代田６－１２－５３ 昼間 ２年 40 S 63

社会福祉法人 南海福祉事業会 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 昼間 ２年 40 H 20

介　護　福　祉　士　養　成　施　設　一　覧　（５０施設　５４課程）

福井県

滋賀県

京都府
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府    県 設置形態 設　置　者 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
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
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 鴻池学院 鴻池生活科学専門学校 介護福祉学科 東大阪市西鴻池町１－２－２５ 昼間 ２年 35 H  9

学校法人 玉手山学園 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 箕面学園 箕面学園福祉保育専門学校 介護福祉科 箕面市箕面７－７－３１ 昼間 ２年 30 S 63

学校法人 行吉学園
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 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 スミレ・アカデミー 神戸リハビリテーション福祉専門学校 介護福祉科 神戸市中央区古湊通１－２－２ 昼間 ２年 40 H  1

学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校中央校 介護福祉士科 神戸市中央区多聞通２－６－３ 昼間 ２年 40 H  6

学校法人 都築学園
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 姫路文化学園
姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程
介護福祉学科

姫路市手柄１－２２－１ 昼間 ２年 80 H  3

学校法人 湊川相野学園 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 濱名学院 関西保育福祉専門学校 介護福祉科 尼崎市昭和通１－２０－１ 昼間 ２年 40 S 63

学校法人 摺河学園
ハーベスト医療福祉専門学校
社会福祉専門課程 介護福祉学科

姫路市南駅前町９１－６ 昼間 ２年 40 H 20

学校法人 佐保会学園 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 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

学校法人 青丹学園 関西学研医療福祉学院 介護福祉学科 奈良市右京１－１－５ 昼間 ２年 40 H 10

学校法人 和歌山ｷﾘｽﾄ教青年会 和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉士科 和歌山市太田１－１２－１３ 昼間 ２年 40 H  8

学校法人 きたば学園 和歌山社会福祉専門学校 介護福祉科 有田郡広川町大字下津木１１０５ 昼間 ２年 60 H  9

介　護　福　祉　士　養　成　施　設　一　覧　（５０施設　５４課程）

兵庫県

奈良県

和歌山県

大阪府
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県別 設置者 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

公立大学法人福井県立大学 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）新和学園 福井県医療福祉専門学校 人間福祉学科 福井市高柳町19-10-1 昼 3年 50 H21

（学）龍谷大学 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 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 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 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 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 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 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 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 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）真言宗京都学園 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 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
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）佛教教育学園 華頂短期大学 社会福祉学科 京都市東山区林下町3-456 昼 2年 60 H21

（学）立命館 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 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 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 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 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 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 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 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 160 H21

（学）玉手山学園 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 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 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 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 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 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 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

福 祉 系 大 学 等 一 覧 （４４施設　５６課程）

大阪府

京都府

平成２７年３月３１日現在
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県別 設置者 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

（学）大谷学園 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 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 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 大阪保健福祉専門学校 社会福祉科（社会・介護福祉コース） 大阪市淀川区宮原1-2-47 昼 4年 25 H21

（学）大阪慈慶学園 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

(社)　南海福祉事業会 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 （４４施設　５６課程）

大阪府

平成２７年３月３１日現在

奈良県

兵庫県
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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
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 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 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
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
＊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 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
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
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 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
＊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
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 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 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
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
＊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
＊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 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
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
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２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 学校法人 新和学園       
福井県医療福祉専門学校 社会福祉専
門課程　人間福祉学科

福井市高柳町１９－１０－１  昼間 ３年 50 H 17

学校法人 関西福祉学園     
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２０７番地 昼間 ２年 60 H 12

学校法人 関西福祉学園     
京都医療福祉専門学校　福祉メディカ
ル科

京都市伏見区竹田段川原町２０７番地 昼間 ２年 60 H 12

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

学校法人 大阪聖徳学園     
大阪教育福祉専門学校
幼児教育科第一部　こども福祉コース

大阪市生野区林寺２－２１－１３ 昼間 ２年 30 S 60

社会福祉
法人 南海福祉事業会   

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 昼間 ２年 40 H20

学校法人 未来学園 大阪総合福祉専門学校　総合福祉学科 大阪市北区本庄東１丁目８番１９号 昼間 ３年 32 H 18

兵庫県 学校法人 姫路文化学園     
姫路福祉保育専門学校
介護福祉学科

姫路市手柄１－２２－１ 昼間 ２年 80 H 12

平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 関西福祉学園
京都医療福祉専門学校
精神保健福祉科（通信）短期養成課程

京都市伏見区竹田段川原町207番地 通信 １１月 200 H 15

学校法人 関西福祉学園
京都医療福祉専門学校
精神保健福祉科（通信）一般養成課程

京都市伏見区竹田段川原町207番地 通信
１年７

月
200 H 15

学校法人 村川学園
大阪健康ほいく専門学校
精神保健福祉通信教育科 短期養成

泉大津市東豊中町３－１－１５ 通信 ９月 150 H 19

学校法人 村川学園
大阪健康ほいく専門学校
精神保健福祉通信教育科 一般養成

泉大津市東豊中町３－１－１５ 通信
１年９

月
70 H 20

学校法人 モード学園 大阪医専 精神保健福祉学科 昼間部 大阪市北区大淀中１－１０－３ 昼間 １年 40 H 10

学校法人 モード学園 大阪医専 精神保健福祉学科 夜間部 大阪市北区大淀中１－１０－３ 夜間 ２年 40 H 12

学校法人 瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校
精神保健福祉士科 一般通信課程

大阪市東淀川区大隅１－１－２５ 通信
１年７

月
100 H 15

学校法人 瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校
精神保健福祉士科 短期通信課程

大阪市東淀川区大隅１－１－２５ 通信 ９月 140 H 15

学校法人 大阪滋慶学園
大阪保健福祉専門学校
精神保健福祉科

大阪市淀川区宮原１－２－４７ 夜間 １年 60 H11

学校法人 大阪滋慶学園
大阪保健福祉専門学校
精神保健福祉通信教育科

大阪市淀川区宮原１－２－４７ 通信 １年７月 200 H 24

兵庫県 学校法人 神戸滋慶学園
神戸医療福祉専門学校中央校
精神保健福祉士科

神戸市中央区多聞通２－６ 夜間 １年 40 H 14

大阪府

京都府

社　会　福　祉　主　事　養　成　機　関　一　覧　（７施設　８課程）

京都府

大阪府

精　神　保　健　福　祉　士　養　成　施　設　一　覧　（６施設　１１課程）
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平成２７年３月３１日　現在

施設 実施主体名 施　　設　　名 所在地
昼夜間
等の別

入学
定員

学級数
(延)

総定員

1 1 （学）青池学園
若狭医療福祉専門学校
介護職員実務者研修科

福井県三方郡美浜町 通信 40 6 240

2 （学）新和学園
福井県医療福祉専門学校
介護福祉士実務者研修

福井県福井市 通信 40 1 40

3 （学）新和学園
福井県医療福祉専門学校
介護福祉士実務者研修

福井県福井市 昼間 ※ 40 1 40

3 4 （福）華頂会
華頂社会福祉専門学校
実務者研修科（通信課程）

滋賀県大津市 通信 40 2 80

4 5 （福）青祥会
社会福祉法人青祥会　介護福祉士実務者
研修

滋賀県長浜市 通信 40 1 40

5 6 （株）ユウ ユウコム　実務者研修　草津校 滋賀県草津市 昼間 30 2 50

6 7 （ＮＰＯ）ゆうらいふ ゆうらいふ介護福祉士実務者研修 滋賀県守山市 通信 20 2 40

8 （医）啓信会
ケアスクールリエゾン大久保校（実務者研修通
信課程）

京都府宇治市 通信 40 13 520

30 1 30

25 1 25

25 1 25

8 10 （株）日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ　京都五条教室 京都市下京区 昼間 ※ 30 2 60

9 11 ランゲート(株)
ジョブ＆ワーク京都駅前校介護福祉士実務
者研修

京都市南区 昼間※ 30 6 80

10 12 ランゲート(株)
ジョブ＆ワーク京都校介護福祉士実務者研
修

京都市中京区 通信 30 90 2700

11 13 （福）京都老人福祉協会 介護福祉士実務者研修通信課程 京都市伏見区 通信 25 5 125

12 14 京都府
京都府立久美浜高等学校
総合学科介護福祉士実務者研修修了課程

京都府京丹後市 昼間 17 1 17

13 15 （株）たくみ
トータルケアカレッジ　スイート
京都伏見校　実務者研修

京都市伏見区 通信 40 12 480

14 16 （株）ユウ ユウコム　実務者研修 京都市右京区 通信 40 5 200

15 17 （株）ユウ ユウコム　実務者研修　御池校 京都市中京区 昼間 ※ 30 2 60

16 18
（福）京都福祉サービス協
会

京都福祉サービス協会人材研修セン
ター
　介護福祉士実務者研修課程

京都市上京区 通信 35 4 140

17 19 （福）京都基督教福祉会
京都保育福祉専門学院
介護福祉士実務者研修課程

京都市西京区 通信 40 2 80

18 20
（社）福知山民間社会福祉
施設連絡協議会

京都北部介護福祉士実務者研修課程 京都府福知山市 通信 30 2 60

21 ピースクルーズ(株) Ｃ＆Ｃアカデミー 大阪市西区 昼間 ※ 30 5 150

24 16 384

30 2 60

23 (株)プレースメント キャリアカレッジ 大阪市北区 昼間 ※ 30 8 240

24 (株)プレースメント キャリアカレッジ 大阪市北区 通信 30 12 360

21 25 (株)プレースメント
株式会社プレースメント　キャリアカレッジあ
べの校

大阪市阿倍野区 昼間 ※ 30 4 120

22 26 (学)城南学園
大阪城南女子短期大学（介護福祉士実務
者学校（通信課程））

大阪市東住吉区 通信 50 2 100

27 (株)ギア
ジョブスクール学援舎池田校（実務者養成
研修講座）

大阪府池田市 昼間 ※ 30 5 150

28 (株)ギア
ジョブスクール学援舎池田校（実務者養成
研修講座）

大阪府池田市 夜間 30 4 120

29 (株)ギア
ジョブスクール学援舎池田校（実務者養成
研修講座）

大阪府池田市 通信 30 12 360

30 (学)大原学園
大原医療秘書福祉専門学校梅田校
教育社会福祉専門課程福祉学科（夜間部）

大阪市北区
夜間

(本科)
40 1 40

31 (学)大原学園
大原医療秘書福祉専門学校梅田校
実務者養成研修

大阪市北区 夜間
(附帯教育)

40 1 40

32 (学)瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校（介護福祉士
実務者研修）

大阪市東淀川区 通信 40 4 160

33 (学)瓶井学園
日本メディカル福祉専門学校
介護福祉士実務者研修通学課程

大阪市東淀川区 昼間 ※ 30 2 60

25

24

23

20

2

介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 一 覧 （８８施設　１０８課程）

（注）「昼間※」は求職者支援訓練等との合併型

9 昼間 ※

19

通信22 ピースクルーズ(株) Ｃ＆Ｃアカデミー 大阪市西区

（医）啓信会 ケアスクールリエゾン大久保校実務者研修 京都府宇治市

7
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平成２７年３月３１日　現在

施設 実施主体名 施　　設　　名 所在地
昼夜間
等の別

入学
定員

学級数
(延)

総定員

34 （ＮＰＯ）ケア・ユニゾン
ハートケア研修センター（介護福祉士養成
『実務者研修』夜間課程）

大阪府藤井寺市 夜間 30 1 30

35 （ＮＰＯ）ケア・ユニゾン
ハートケア福祉学院
介護福祉士養成「実務者研修」通信課程

大阪府藤井寺市 通信 15 11 165

27 36 ランゲート(株)
ジョブ＆ワーク高槻校
介護福祉士実務者研修

大阪府高槻市 昼間 ※ 30 6 180

28 37 ランゲート(株)
ジョブ＆ワーク新大阪校
介護福祉士実務者研修

大阪市阿倍野区
大阪市中央区

北区
昼間 ※ 30 9 270

29 38 （有）酔族館 陽だまり介護職員実務者研修 大阪府東大阪市 通信 24 8 192

30 273 8190

28 44 1232

40 （株）ニッソーネット
福祉の教室ほっと倶楽部梅田駅前校介護
職員実務者研修科

大阪市北区 昼間 ※ 30 4 120

31 41 （株）ニッソーネット
福祉の教室ほっと倶楽部天王寺駅前校介
護職員実務者研修科

大阪市阿倍野区 昼間 ※ 30 3 90

32 42 （株）ベストウェイ ベストウェイ･ケア･アカデミー実務者研修 大阪府豊中市 通信 35 12 420

33 43 イメージラボ（株）
イメージ・ラボ研修センター
実務者研修科

大阪市中央区 昼間 ※ 30 11 330

34 44 サンワ（株）
関西介護スクール北浜校実務者研修（昼
間課程）

大阪市中央区 昼間 ※ 30 2 60

35 45 サンワ（株）
関西介護スクール梅田校実務者研修（通
信課程）

大阪市北区 通信 25 4 100

36 46
（ＮＰＯ）福祉活動と福祉教
育の推進協会あすなろ

介護福祉士実務者研修　通信課程 大阪市北区 通信 40 3 120

37 47
（ＮＰＯ）福祉活動と福祉教
育の推進協会あすなろ

ＮＰＯ法人あすなろ　実務者研修 大阪市北区 昼間 ※ 20 4 80

38 48
（福）キリスト教ミード社
会舘

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘実務者研
修課程(昼間通学)

大阪市淀川区 昼間 ※ 30 3 90

39 49
（福）キリスト教ミード社
会舘

大阪コミュニティワーカー専門学校実
務者研修課程

大阪市淀川区 通信 50 7 350

40 50
（有）オール・ウエィズ・カン
パニー

クオリティ・ピュア・スクール 大阪市淀川区 通信 20 20 400

41 51 （株）日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ　梅田教室 大阪市北区 昼間 ※ 30 4 120

42 52 （株）日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ　天王寺教室 大阪市阿倍野区 昼間 ※ 30 4 120

53 （有）パッション
大阪ヴォケーショナルカレッジ介護福祉士
実務者養成通信課程

大阪府枚方市 通信 35 2 70

54 （有）パッション
大阪ヴォケーショナルカレッジ
介護福祉士実務者養成昼間課程

大阪府枚方市 昼間 ※ 30 2 60

55 （学）大阪YMCA
大阪YMCA国際専門学校介護福祉士実務
者養成科（通信制）

大阪府大阪市西区 通信 80 4 320

60 2 120

30 4 120

45 57 （株）コム・スタッフ
コム・スタッフ介護スクール桜川校　実務者
研修

大阪市浪速区 昼間※ 30 2 60

46 58 （株）コム・スタッフ
コム・スタッフ介護スクール泉佐野校　実務
者研修第１コース

大阪府泉佐野市 昼間※ 30 2 60

47 59 （学）誠優学園
大阪社会福祉専門学校
介護職員実務者養成研修科

大阪府貝塚市 通信 40 4 160

48 60 （福）南海福祉事業会
南海福祉専門学校
介護福祉士実務者研修通信課程

大阪府高石市 通信 128 1 128

61 （株）アスラン
アスラン介護スクール長堀橋校
実務者研修

大阪市中央区 昼間※ 30 1 30

62 （株）アスラン
アスラン介護スクール長堀橋校
実務者研修科

大阪市中央区 通信 50 6 300

50 63 （株）Parfait ソインスクール 大阪市中央区 通信 20 2 40

64
（ＮＰＯ）
シーシータイミング

ジョブシティカレッジおもちゃ舘
金剛校　実務者研修

大阪狭山市 昼間 30 2 60

65
（ＮＰＯ）
シーシータイミング

ジョブシティカレッジおもちゃ舘
金剛校　実務者研修

大阪狭山市 通信 30 2 60

52 66
ピーエス・プラス
（株）

ライフサポートスクールなんば校
介護福祉士実務者研修

大阪市中央区 昼間※ 30 2 60

介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 一 覧 （８８施設　１０８課程）

（注）「昼間※」は求職者支援訓練等との合併型

26

通信

43

30

大阪市北区39 （株）ニッソーネット
福祉の教室ほっと倶楽部梅田駅前校介護職員
実務者研修科（通信課程）

51

44
大阪YMCA国際専門学校介護福祉士実務
者養成科（通学制）

昼間※56 （学）大阪YMCA 大阪府大阪市西区

49
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平成２７年３月３１日　現在

施設 実施主体名 施　　設　　名 所在地
昼夜間
等の別

入学
定員

学級数
(延)

総定員

53 67 （株）ヒュースウェル
株式会社ヒュースウェル梅田校介護福祉士
実務者研修課程

大阪市北区 通信 20 25 500

54 68 （株）ソラスト
株式会社ソラスト　介護福祉士実務者研修
（通信課程）

大阪市北区 通信 20 12 240

55 69 （株）ガネット
日本総合福祉アカデミー 介護福祉士実務
者養成コース

大阪市北区 通信 30 20 600

70
日本システムサービス
（株）

スキルジャパン岸和田校
実務者研修通信課程

大阪府岸和田市 通信 28 6 168

71
日本システムサービス
（株）

スキルジャパン岸和田校
実務者研修昼間課程

大阪府岸和田市 昼間※ 24 6 144

57 72 大阪綜合福祉（株）
ケアセンターＡＢＣ
介護職員実務者研修科

大阪府岸和田市 昼間※ 20 2 40

58 73 （株）ポートワン
ジョブワン高槻校
介護福祉士実務者研修　昼間課程

大阪府高槻市 昼間※ 30 2 60

30 2 60

20 2 40

75
（株）ケイ・アンド・エムソ
リューション

トップハート実務者研修通信課程 大阪府守口市 通信 20 8 160

60 76
（有）ヒューマンケアマネジ
メント

息吹ケアカレッジ
介護福祉士実務者養成研修

大阪府寝屋川市 通信 15 2 30

61 77
（有）
Ｎ＆Ｓエージェンシー

ＮＳ介護スクール堺校
実務者研修

大阪府堺市 昼間※ 30 4 120

62 78
（有）
Ｎ＆Ｓエージェンシー

ＮＳ介護スクール堺校
実務者研修

大阪府堺市 通信 30 2 60

63 79
（福）
浪速松楓会

寿幸苑ケアカレッジ介護福祉士
実務者研修

大阪市生野区 通信 20 2 40

64 80
（福）
慶生会

社会福祉法人慶生会　介護福祉士実務者
研修（通信課程）

大阪府四條畷市 通信 30 1 30

65 81
アール・オー・エス西日本
（株）

アールケアスクール　介護福祉士実務者研
修養成講座

大阪府吹田市 通信 20 6 120

66 82 （学）田島学園 近畿社会福祉専門学校 大阪府守口市 通信 38 3 114

67 83 （学）千代田学園
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 通信 50 24 1200

84 （株）グリーンスタッフ グリーンスタッフ実務者研修通信制 大阪市北区 通信 30 1 30

85 （株）グリーンスタッフ グリーンスタッフ実務者研修通学制 大阪市北区 昼間※ 30 1 30

69 86
（株）ラヴェリオリンクスタッ
フ

株式会社ラヴェリオリンクスタッフ関西福祉
学院　介護福祉士実務者研修

大阪市淀川区 通信 20 20 400

70 87 ランゲート(株)
ジョブ＆ワーク三宮校　介護福祉士実務者
研修

神戸市中央区 昼間 ※

33
29
30
12
16
20

12 140

71 88 （有）クウネル クウネル介護センター 神戸市中央区 通信 30 2 60

72 89 （株）日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ　神戸元町教室 神戸市中央区 昼間※ 30 2 60

73 90 （株）ニッソーネット
福祉の教室ほっと倶楽部三ノ宮駅前校介
護職員実務者研修科

神戸市中央区 昼間※ 30 2 60

74 91 （学）スミレ・アカデミー
神戸リハビリテーション福祉専門学校
介護福祉課実務者研修課程

神戸市中央区 通信 40 6 240

92 ファインフォレスト（株）
フォレスト介護福祉士実務者研修
（通信）

神戸市垂水区 通信 24 4 96

93 ファインフォレスト（株） フォレスト介護福祉士実務者研修 神戸市垂水区 昼間 24 2 48

76 94 （学）姫路文化学園 姫路福祉保育専門学校 兵庫県姫路市 通信 40 12 480

77 95 （株）ウィズ ウィズカレッジ実務者研修 兵庫県加古川市 昼間 20 1 20

78 96 （有）シニアケア
シニアケア研修所
介護福祉士実務者研修通信課程

兵庫県尼崎市 通信 35 3 105

トップハート実務者研修通学課程

介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 一 覧 （８８施設　１０８課程）

（注）「昼間※」は求職者支援訓練等との合併型

昼間※大阪府守口市

59

75

68

56

74
（株）ケイ・アンド・エムソ
リューション
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平成２７年３月３１日　現在

施設 実施主体名 施　　設　　名 所在地
昼夜間
等の別

入学
定員

学級数
(延)

総定員

79 97
兵庫県高齢者生活協同組
合

兵庫県高齢者生活協同組合 神戸市長田区 昼間 20 2 40

15 4 60

20 4 80

99 （合）豊秀 介護の学校　あ・うん　実務者研修 奈良県大和高田市 昼間※ 15 2 30

100
（ＮＰＯ）人材育成・雇用協
議会

Skill upケアスクール介護福祉士サービス
実務者研修

奈良県橿原市 昼間※ 20 4 80

101
（ＮＰＯ）人材育成・雇用協
議会

Skill upケアスクール介護福祉士サービス
実務者研修通信課程

奈良県橿原市 通信 20 4 80

82 102 (学)きたば学園 和歌山社会福祉専門学校（実務者研修） 和歌山県有田郡広川町 通信 50 6 300

83 103 （有）ライフパートナー
ライフパートナー内原研修所実務者研修課
程

和歌山県和歌山市 通信 20 4 80

84 104 （株）あかりホーム ジョブカレッジ和歌山 和歌山県和歌山市 通信 30 10 300

85 105 （株）ＧreenＡpple グリーンケアスクール 和歌山県和歌山市 通信 40 4 160

86 106 ワーキンエバー（株） ワーキンエバー　介護職員実務者研修科 和歌山県田辺市 昼間※ 15 2 30

87 107 ワーキンエバー（株）
ワーキンエバー　介護職員実務者研修科
通信課程

和歌山県田辺市 通信 15 2 30

88 108
（学）和歌山キリスト教青年
会

和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
介護実務者研修科

和歌山県和歌山市 通信 40 12 480

通信

81

介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 一 覧 （８８施設　１０８課程）

（注）「昼間※」は求職者支援訓練等との合併型

80
98 （合）豊秀 介護の学校　あ・うん　実務者研修 奈良県大和高田市
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地
全日・定時の

別
修業年限 入学定員 開校年度

独立行政法
人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構
京都医療センター附属京都看護助産学校

京都市伏見区深草向畑町１－１ 全日 １年 35 S 23

一般社団法
人 京都府医師会 京都府医師会看護専門学校 京都市山科区椥辻西浦町１－１３ 全日 １年 20 T 10

医療法人社
団 洛和会 洛和会京都厚生学校 京都市山科区音羽八ノ坪町５３－１ 全日 １年 20 H 23

社会医療法
人 愛仁会 愛仁会看護助産専門学校 高槻市古曽部町１丁目３－３３ 全日 １年 20 S 56 

社会医療法
人 生長会 ベルランド看護助産専門学校 堺市中区東山５００－３ 全日 １年 25 S 52

公益財団法
人 聖バルナバ病院 聖バルナバ助産師学院 大阪市天王寺区細工谷１－３－１８ 全日 １年 20 S 18

兵庫県 県立 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 神戸市長田区海運町７－４－１３ 全日 １年 20 S 47

和歌山県 県立 和歌山県 和歌山県立高等看護学院 紀の川市西野山５０５－１ 全日 １年 15 S 28

平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地
全日・定時の

別
修業年限 入学定員 開校年度

京都府 学校法人
京都中央看護師養成
事業団

（専）京都中央看護保健大学校 京都市南区東九条松田町１３８－１ 全日 ４年 40 H 23

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３ 全日 ４年 80 H 13

学校法人 大阪滋慶学園 学校法人大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－４７ 全日 ４年 40 H 9

助　産　師　養　成　施　設　一　覧　（８施設　８課程）

京都府

保　健　師　・　看　護　師　（　統　合　）　養　成　施　設　一　覧　（３施設　３課程）

大阪府

大阪府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地
全日・定時

の別
修業年限 入学定員 開校年度

県立 福井県 福井県立看護専門学校 福井市四ツ井２－８－１ 全日 ３年 40 S 27

公立 公立小浜病院組合 公立若狭高等看護学院 小浜市大手町１２－４８ 全日 ３年 40 H  2

市立 敦賀市 敦賀市立看護専門学校 敦賀市木崎７８－２－１ 全日 ３年 30 H  6

一般社団
法人 武生医師会 武生看護専門学校 越前市中央１－９－９ 全日 ３年 35 H 10

一般社団
法人 福井市医師会 福井市医師会看護専門学校 福井市大願寺１－５－２３ 全日 ３年 40 S 52

医療法人 華頂会 華頂看護専門学校 大津市大萱７－７－２ 全日 ３年 30 Ｈ２４

市立 近江八幡市 近江八幡市立看護専門学校 江八幡市江頭町９８３ 全日 ３年 40 H  1

公立 公立甲賀病院組合 甲賀看護専門学校 甲賀市水口町北内貴２８０－２ 全日 ３年 40 H 13

公益社団
法人 滋賀県私立病院協会 滋賀県堅田看護専門学校 大津市真野１－１２－３０ 全日 ３年 50 H  3

社会福祉
法人

恩賜財団済生会支部
滋賀県済生会

滋賀県済生会看護専門学校 栗東市大橋３－４－５ 全日 ３年 40 S 54

社会福祉
法人

恩賜財団済生会支部
滋賀県済生会

滋賀県済生会看護専門学校 栗東市大橋３－４－５ 全日 ２年 40 S 54

県立 滋賀県 滋賀県立看護専門学校 長浜市八幡東町５２５－１ 全日 ３年 80 S 49

県立 滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校 守山市守山５－４－１０ 全日 ３年 120 S 38

市立 大津市 大津市民病院付属看護専門学校 大津市石場１０－５３ 全日 ３年 40 S 28

日本
赤十字社 日本赤十字社 大津赤十字看護専門学校 大津市小関町５－２３ 全日 ３年 40 S 61

社会医療
法人 誠光会 草津看護専門学校 草津市矢橋町１８２４ 全日 ３年 40 Ｈ 24

府立 京都府 京都府立看護学校 与謝郡与謝野町男山４５５ 全日 ３年 40 S 56

社会福祉
法人 京都社会事業財団 京都桂看護専門学校 京都市西京区山田平尾町４６－１４ 全日 ３年 40 S 42

日本
赤十字社

日本赤十字社京都府
支部

京都第一赤十字看護専門学校 京都市東山区本町１５－７４９ 全日 ３年 40 S 25

日本
赤十字社 日本赤十字社 京都第二赤十字看護専門学校 京都市上京区衣棚通出水下ル常泉院町１３３-３ 全日 ３年 40 S 25

一般社団
法人 京都府医師会 京都府医師会看護専門学校 京都市山科区椥辻西浦町１－１３ 全日 ３年 80 T 10

一般社団
法人 京都府医師会 京都府医師会看護専門学校 京都市山科区椥辻西浦町１－１３ 全日 ２年 80 T 10

学校法人
京都保健衛生専門学
校

京都保健衛生専門学校 京都市上京区千本通竹屋町東入主税町９１０ 全日 ３年 40 S 40

公益社団
法人 京都保健会 近畿高等看護専門学校 京都市中京区西ノ京小堀池町5-2 全日 ３年 35 S 48

市町村
国民健康保険南丹病
院組合

公立南丹看護専門学校 南丹市八木町南広瀬上野３－１ 全日 ３年 40 S 37

市立 福知山市 市立福知山市民病院附属看護学校 福知山市厚中町２３１ 全日 ２年 30 H  7

一般社団
法人 京都精神病院協会

社団法人京都精神病院協会立
京都府看護専修学校

京都市伏見区深草佐野屋敷町１１－１ 定時 ２年 40 S 58

独立行政
法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構
京都医療センター附属京都看護助産学校

京都市伏見区深草向畑町１－１ 全日 ３年 80 S 23

独立行政
法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構
舞鶴医療センター附属看護学校

舞鶴市字行永２４１０ 全日 ３年 40 S 23

一般社団
法人

日本バプテスト連盟
医療団

日本バプテスト看護専門学校 京都市左京区北白川山ノ元町４７ 全日 ３年 24 S 41

学校法人 洛和学園 洛和会京都厚生学校 京都市山科区音羽八ノ坪町５３－１ 全日 ３年 80 S 60

学校法人
京都中央看護師養成
事業団

（専）京都中央看護保健大学校 京都市南区東九条松田町１３８－１ 全日 ４年 40 H 25

学校法人 大阪滋慶学園 学校法人大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－４７ 全日 ３年 80 H  9

学校法人 大阪滋慶学園 学校法人大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－４７ 通信 ２年 250 H 24

学校法人 大阪滋慶学園 学校法人大阪滋慶学園大阪医療看護専門学校 豊中市刀根山５丁目１番１号 全日 ３年 40 H 22

学校法人 ピーエル学園 ピーエル学園衛生看護専門学校 富田林市大字喜志２０５５ 全日 ３年 35 S 52

社会医療
法人 愛仁会 愛仁会看護助産専門学校 高槻市天神町２－１－１２ 全日 ３年 80 S 55

医療法人 錦秀会 医療法人錦秀会看護専門学校 大阪市住吉区苅田９－１４－２５ 定時 ３年 40 S 53

社会医療
法人 生長会 ベルランド看護助産専門学校 堺市中区東山５００－３ 全日 ３年 80 S 52

医療法人 河﨑会 河﨑会看護専門学校 貝塚市水間５１１ 全日 ３年 40 S 51

看　護　師　養　成　施　設　一　覧　（１０７施設　１１６課程）

福井県

滋賀県

京都府

大阪府
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平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地
全日・定時

の別
修業年限 入学定員 開校年度

医療法人 河﨑会 河﨑会看護専門学校 貝塚市水間５１１ 定時 ３年 45 S 51

学校法人 栗岡学園 学校法人栗岡学園四条畷看護専門学校 四條畷市田原台６－１－１ 全日 ２年 40 H  4

社会福祉法
人

枚方療育園 関西看護専門学校 枚方市津田東町２－１－１ 全日 ３年 100 S 55

一般社団法
人

岸和田市医師会 岸和田市医師会看護専門学校 岸和田市荒木町１－１－５１ 定時 ３年 40 S 47

医療法人 利田会 久米田看護専門学校 岸和田市尾生町２９５５ 全日 ３年 40 S 63

学校法人 行岡保健衛生学園 行岡医学技術専門学校 大阪市北区浮田２－２－１１ 全日 ３年 80 S 27

医療法人社
団

有恵会 香里ヶ丘看護専門学校 枚方市宮之下町８－８ 全日 ３年 80 S 54

一般社団法
人

高槻市医師会 高槻市医師会看護専門学校 高槻市城西町２－３１ 定時 ３年 40 S 46

公益財団法
人

浅香山病院 公益財団法人浅香山病院看護専門学校 堺市堺区田出井町８－２０ 全日 ３年 33 S 46

一般社団法
人

堺市医師会 堺看護専門学校 堺市北区新金岡町５－１０－１ 定時 ３年 40 S 41

一般社団法
人

堺市医師会 堺看護専門学校 堺市北区新金岡町５－１０－１ 全日 ３年 40 S 41

社会福祉法
人

天心会 小阪病院看護専門学校 東大阪市永和２－７－３０ 全日 ３年 50 H  4

健康保険組
合

パナソニック健康保険
組合

パナソニック健康保険組合立松下看護専門
学校

守口市早苗町７－１０ 全日 ３年 40 S 48

社会医療法
人

清恵会 清恵会医療専門学院 堺市北区百舌鳥梅北町２－８３ 全日 ３年 40 S 51

社会医療法
人

清恵会 清恵会医療専門学院 堺市北区百舌鳥梅北町２－８３ 定時 ３年 40 S 51

一般社団法
人

泉佐野泉南医師会 泉佐野泉南医師会看護専門学校 泉佐野市湊１－１－３０ 全日 ３年 40 H  9

特定医療法
人

同仁会 泉州看護専門学校 堺市西区浜寺船尾町東１－１３１ 全日 ３年 40 S 58

一般社団法
人

大阪府警察協会 大阪警察病院看護専門学校 大阪市阿倍野区松崎町１－２－３３ 全日 ３年 80 S 11

独立行政法
人

地域医療機能推進機
構

独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪病院附属看護専門学校

大阪市福島区福島４－２－７８ 全日 ３年 40 S 33

社会福祉法
人

恩賜財団済生会支部
大阪府済生会

大阪済生会中津看護専門学校 大阪市北区芝田２－１０－３９ 全日 ３年 80 T  7

社会福祉法
人

恩賜財団済生会支部
大阪府済生会

大阪済生会野江看護専門学校 大阪市城東区今福東２－２－２６ 全日 ３年 40 H  6

日本
赤十字社

日本赤十字社大阪支
部

大阪赤十字看護専門学校 大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 全日 ３年 50 S 51

一般社団法
人

大阪府医師会 大阪府医師会看護専門学校 大阪市天王寺区南河堀町４－６２ 全日 ３年 160 S 30

一般社団法
人

大阪精神科病院協会 大精協看護専門学校 堺市北区船堂町２丁８－７ 定時 ３年 40 S 43

一般社団法
人

大阪府病院協会 大阪府病院協会看護専門学校 大阪市浪速区浪速西２－１３－９ 全日 ３年 80 S 46

一般社団法
人

大阪府病院協会 大阪府病院協会看護専門学校 大阪市浪速区浪速西２－１３－９ 通信 ２年 250 H 18

独立行政法
人

国立病院機構
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター附属看護学校

大阪市中央区法円坂２－１－１４ 全日 ３年 120 S 25

独立行政法
人

国立病院機構
独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センター附属大阪南看護学校

河内長野市木戸東町２－１ 全日 ３年 80 S 39

独立行政法
人

労働者健康福祉機構
独立行政法人労働者健康福祉機構
大阪労災看護専門学校

堺市北区長曽根町１１７９－３ 全日 ３年 40 S 36

社会医療法
人

景岳会 南大阪看護専門学校 大阪市西成区南津守７－１４－３１ 全日 ３年 40 S 48

医療法人 好寿会 美原看護専門学校 堺市美原区今井３８８ 全日 ３年 40 S 58

一般財団法
人

豊中市医療保険
センター

豊中看護専門学校 豊中市上野坂２－６－１ 全日 ３年 40 S 52

社会医療法
人

北斗会 北斗会看護専門学校 豊中市城山町１－１０－３ 全日 ２年 40 S 54

一般社団法
人

大阪市淀川区医師会 淀川区医師会看護専門学校 大阪市淀川区三国本町２－３－２０ 定時 ３年 50 S 37

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３ 全日 ３年 40 H 24

県立 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 神戸市長田区海運町７－４－１３ 全日 ２年 40 S 47

県立 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 神戸市長田区海運町７－４－１３ 定時 ３年 40 S 47

県立 兵庫県 兵庫県立淡路看護専門学校 南あわじ市広田広田６５６－１ 全日 ３年 40 S 50

県立 兵庫県 兵庫県立柏原看護専門学校 丹波市柏原町柏原５２０８－１ 全日 ３年 40 S 46

市町村 公立八鹿病院組合 公立八鹿病院看護専門学校 養父市八鹿町下網場３８１－１ 全日 ３年 30 H  4

看　護　師　養　成　施　設　一　覧　（１０７施設　１１６課程）

大阪府

兵庫県

-143-



平成２７年３月３１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地
全日・定時

の別
修業年限 入学定員 開校年度

公益財団
法人

尼崎健康・医療事業
財団

財団法人尼崎健康・医療事業財団看護専
門学校

尼崎市水堂町３－１５－２０ 全日 ３年 70 S 49

独立行政
法人

地域医療機能推進機
構

神戸中央病院附属看護専門学校 神戸市北区惣山町２－１－１ 全日 ３年 35 S 46

公益社団
法人 神戸市民間病院協会

公益社団法人神戸市民間病院協会神戸看
護専門学校

神戸市中央区花隈町３３－１９ 全日 ３年 70 H 25

一般社団
法人 神戸市医師会 神戸市医師会看護専門学校 神戸市西区学園西町４－２ 全日 ３年 50 S 29

一般社団
法人 神戸市医師会 神戸市医師会看護専門学校 神戸市西区学園西町４－２ 定時 ３年 50 S 29

一般社団
法人 西宮市医師会 西宮市医師会看護専門学校 西宮市池田町１３－２ 全日 ３年 80 S 33

医療法人 財団兵庫錦秀会 西神看護専門学校 神戸市西区神出町勝成７８－５３ 全日 ３年 60 H  4

市町村 相生市 相生市看護専門学校 相生市旭２－１９－１９ 全日 ３年 40 S 61

独立行政
法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構
姫路医療センター附属看護学校

姫路市本町６８ 全日 ３年 40 S 25

独立行政
法人 労働者健康福祉機構

独立行政法人労働者健康福祉機構
関西労災看護専門学校

尼崎市稲葉荘３－１－６９ 全日 ３年 40 S 48

市町村
播磨内陸医務事業組
合

播磨看護専門学校 加東市家原８１２－１ 全日 ３年 35 S 51

一般社団
法人 姫路市医師会 姫路市医師会看護専門学校 姫路市御立西５－６－２２ 全日 ３年 80 H 17

日本
赤十字社

日本赤十字社兵庫県
支部

姫路赤十字看護専門学校 姫路市下手野１－１２－２ 全日 ３年 40 S 25

市立 宝塚市 宝塚市立看護専門学校 宝塚市小浜４－５－５ 全日 ３年 40 H  7

医療法人
社団 明石医療センター 明石医療センター附属看護専門学校 明石市大久保町八木７４３－３３ 全日 ３年 40 H 23

医療法人 白鳳会 はくほう会医療看護専門学校 明石市魚住町錦が丘４丁目１２番１１ 全日 ３年 40 S 26

県立 奈良県 奈良県立五條病院附属看護専門学校 五條市野原西５－２－５９ 全日 ３年 40 S 47

独立行政
法人 奈良県立病院機構

奈良県立病院機構附属看護専門学校三室
校

生駒郡三郷町三室１－１４－１ 全日 ３年 40 H  4

独立行政
法人 奈良県立病院機構

奈良県立病院機構附属看護専門学校奈良
校

奈良市平松１－３０－２ 全日 ３年 40 S 38

学校法人 栗岡学園 阪奈中央看護専門学校 生駒市俵口町４５０ 全日 ３年 40 S 55

一般財団
法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん看護専門学校 生駒郡三郷町勢野北４－１３－１ 全日 ３年 40 S 39

市立 大和高田市 大和高田市立看護専門学校 大和高田市礒野北町１－１ 全日 ３年 30 S 46

医療法人
社団 田北会 田北看護専門学校 大和郡山市城南町３－２５ 全日 ３年 40 S 49

一般社団
法人 奈良県医師会 奈良県医師会看護専門学校 橿原市内膳町５－５－８ 全日 ３年 40 S 32

一般社団
法人 奈良県病院協会 奈良県病院協会看護専門学校 橿原市大久保町４５４－１０ 全日 ３年 40 H 10

学校法人 青丹学園 関西学研医療福祉学院 奈良市右京１－１－５ 全日 ３年 40 H 10

市立 奈良市 奈良市立看護専門学校 奈良市紀寺町３７１番地２ 全日 ３年 40 H 25

県立 和歌山県 和歌山県立なぎ看護学校 新宮市蜂伏２０－３９ 全日 ３年 40 H  7

県立 和歌山県 和歌山県立高等看護学院 紀の川市西野山５０５－１ 全日 ３年 50 S 28

県立 和歌山県 和歌山県立高等看護学院 紀の川市西野山５０５－１ 定時 ３年 40 S 28

公立 公立紀南病院組合 社会保険紀南看護専門学校 田辺市東陽１５番３２号 全日 ３年 30 S 28

公益社団
法人 和歌山県病院協会

公益社団法人和歌山県病院協会立
和歌山看護専門学校

和歌山市西庄１１０７-２６ 全日 ３年 50 H  3

一般社団
法人 和歌山市医師会 和歌山市医師会看護専門学校 和歌山市西高松２－１３－３４ 全日 ３年 40 H 12

日本
赤十字社 日本赤十字社 和歌山赤十字看護専門学校 和歌山市小松原通４－２０ 全日 ３年 50 S 25

健康保険
組合

国民健康保険野上厚
生病院組合

国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 海草郡紀美野町小畑１６５－４ 全日 ３年 40 H 19

市町村
御坊市外五ヶ町病院
経営組合

日高看護専門学校 御坊市園１１６番地２ 全日 ３年 40 H 26

看　護　師　養　成　施　設　一　覧　（１０７施設　１１６課程）

奈良県

兵庫県

和歌山県
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平成27年3月3１日　現在

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

学校法人 行岡保健衛生学園 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 63

昼間 ３年 30 S 52

夜間 ４年 30 S 52

兵庫県
医療法人
社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校 神戸市須磨区友が丘７－１－２１ 昼間 ３年 80 H  1

平成27年3月3１日　現在

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

昼間 ３年 40 S 52

夜間 ４年 40 S 49

学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療技術学園専門学校 大阪市北区東天満２－１－２６ 昼間 ３年 80 S 54

学校法人 行岡保健衛生学園 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 40 S 63

一般社団
法人 清医会 日本医療学院専門学校 東大阪市下小阪４－１２－３ 昼間 ３年 80 S 55

臨床検査技師養成所（４施設　５課程）

京都市上京区千本通竹屋町東入主税町９１０

大阪府

京都府 学校法人
京都保健衛生専門学
校

京都保健衛生専門学校

診療放射線技師養成所一覧（３施設　４課程）

大阪府
社会医療
法人 清恵会 清恵会第二医療専門学院 堺市堺区向陵西町４－５－９
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平成27年3月3１日　現在

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

福井県 学校法人 青池学園 若狭医療福祉専門学校 三方郡美浜町大藪７号永長２４－２ 昼間 ４年 40 H 20

滋賀県 学校法人 藍野学園 滋賀医療技術専門学校 東近江市北坂町９６７ 昼間 ３年 80 H  8

昼間 ４年 40 H 19

夜間 ４年 40 H 19

昼間 ４年 40 H 12

夜間 ４年 80 H 12

昼間 ３年 40 H 14

夜間 ４年 40 H 14

学校法人 栗岡学園 阪奈中央リハビリテｰション専門学校 四條畷市田原台６－２－１ 昼間 ３年 40 H  7

学校法人 行岡保健衛生学園 行岡リハビリテｰション専門学校 茨木市総持寺１－１－４１ 昼間 ３年 40 S 45

社会医療
法人 清恵会 清恵会第二医療専門学院 堺市堺区向陵西町４－５－９ 昼間 ３年 20 S 52

昼間 ３年 80 H 17

夜間 ４年 40 H 17

学校法人 関西医療学園 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 40 H  5

昼間 ３年 40 H 17

夜間 ３年 40 H 17

学校法人 福田学園 大阪リハビリテーション専門学校 大阪市北区天満１－１７－３ 夜間 ３年 40 H 12

昼間 ４年 40 H 17

夜間 ４年 40 H 17

学校法人 スミレ・アカデミー 神戸リハビリテーション専門学校 神戸市中央区古湊通１－２－２ 昼間 ３年 40 H 18

医療法人
社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校 神戸市須磨区友が丘７－１－２１ 昼間 ３年 60 H  6

学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校三田校 三田市福島字宮野前５０１－８５ 昼間 ４年 40 H 13

特定医療
法人社団 順心会 関西総合リハビリテーション専門学校 淡路市志筑新島７－４ 昼間 ３年 40 H 13

医療法人 伯鳳会 西はりま医療専門学校 赤穂市元町５－９ 昼間 ３年 40 H 17

昼間 ３年 35 H 18

夜間 ３年 35 H 18

昼間 ３年 60 H 20

夜間 ３年 30 H 20

学校法人 青丹学園 関西学研医療福祉学院 奈良市右京１－１－５ 昼間 ３年 40 H 16

学校法人 栗岡学園 奈良リハビリテーション専門学校 生駒市東生駒１－７７－３ 昼間 ３年 40 H 12

和歌山県 学校法人 響和会 和歌山国際厚生学院 和歌山市北野２２９－２ 昼間 ４年 40 H 20

理学療法士養成施設一覧（２３施設　３１課程）

学校法人

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３

摂津市三島３－３－２

京都府 学校法人 滋慶京都学園 京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２

学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－１４

大阪府

兵庫県

履正社 履正社医療スポーツ専門学校 大阪市淀川区十三本町３－４－２１

社会福祉
法人 関西中央福祉会 平成リハビリテーション専門学校 西宮市津門西口町２－２６

学校法人 大阪学院大学 関西医科専門学校 大阪市北区末広町３－２７

医療法人 髙寿会 近畿リハビリテーション学院

奈良県

学校法人 摺河学園 ハーベスト医療福祉専門学校 姫路市南駅前町９１－６
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府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼・夜の別 修業年限 入学定員 開校年度

滋賀県 学校法人 藍野学園 滋賀医療技術専門学校 東近江市北坂町９６７ 昼間 ３年 40 H  8

京都府 学校法人 滋慶京都学園 京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２ 昼間 ４年 40 H24

昼間 ４年 40 H 12

夜間 ４年 40 H 12

昼間 ３年 40 H 14

夜間 ４年 40 H 14

学校法人 箕面学園 箕面学園福祉保育専門学校 池田市八王寺１－１－２５ 昼間 ３年 40 H 10

学校法人 栗岡学園 阪奈中央リハビリテｰション専門学校 四條畷市田原台６－２－１ 昼間 ３年 40 H  8

学校法人 福田学園 大阪リハビリテーション専門学校 大阪市北区天満１－１７－３ 夜間 ３年 40 H 25

医療法人
社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校 神戸市須磨区友が丘７－１－２１ 昼間 ３年 40 H 12

特定医療
法人社団 順心会 関西総合リハビリテーション専門学校 淡路市志筑新島７－４ 昼間 ３年 40 H 13

医療法人 伯鳳会 西はりま医療専門学校 赤穂市元町５－９ 昼間 ３年 40 H 17

昼間 ３年 30 H 18

夜間 ３年 30 H 18

学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校三田校 三田市福島字宮野前５０１－８５ 昼間 ４年 40 H 20

奈良県 学校法人 青丹学園 関西学研医療福祉学院 奈良市右京１－１－５ 昼間 ３年 40 H 10

平成27年3月3１日　現在

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

学校法人 洛和学園 洛和会京都厚生学校 京都市山科区音羽八ノ坪町５３－１ 昼間
大卒等

1年
20 H 23

学校法人 滋慶京都学園 京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２ 昼間 ３年 40 H24

昼間 ４年 40 H 12

夜間 ４年 40 H 12

昼間 ３年 35 H 19

昼間
大卒等

1年
50 H 14

兵庫県
医療法人
社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校 神戸市須磨区友が丘７－１－２１ 昼間 ３年 40 H  4

視能訓練士養成所一覧（５施設　７課程）

兵庫県

大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－１４

京都府

大阪府

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３

学校法人

社会福祉
法人 関西中央福祉会 平成リハビリテーション専門学校 西宮市津門西口町２－２６

作業療法士養成施設一覧（１３施設　１６課程）

大阪府

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３

学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－１４
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府    県 設置形態 設　置　者 名　　　　　　称 所　在　地 昼・夜の別 修業年限 入学定員 開校年度

京都府 学校法人 滋慶京都学園 京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２ 昼間
大卒等

2年
40 H 24

昼間
大卒等

2年
40 H 12

夜間
大卒等

3年
40 H 15

昼間 ３年 40 H 18

夜間
大卒等

2年
40 H 23

学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－１４ 昼間
大卒等

2年
30 H 14

医療法人
社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校 神戸市須磨区友が丘７－１－２１ 昼間

大卒等
2年

35 H 11

特定医療
法人社団 順心会 関西総合リハビリテーション専門学校 淡路市志筑新島７－４ 昼間 ３年 40 H 13

学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校三田校 三田市福島字宮野前５０１－８５ 昼間 ４年 40 H 22

社会福祉
法人 関西中央福祉会 平成リハビリテーション専門学校 西宮市津門西口町2-26 昼間

大卒等
2年

20 H 26

奈良県 学校法人 青丹学園 関西学研医療福祉学院 奈良市右京１－１－５ 昼間
大卒等

2年
40 H 12

平成27年3月3１日　現在

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

京都府 学校法人 京都保健衛生専門学校 京都保健衛生専門学校 京都市上京区千本通竹屋町東入主税町９１０ 昼間
大卒等

1年
20 H 10

昼間 ４年 40 H 12

夜間 ４年 40 H 12

昼間
大卒等

1年
40 H 23

昼間 ３年 40 H  1

夜間
大卒等

2年
40 H  8

昼間 ３年 40 S 63

夜間 ３年 40 H 13

昼間
大卒等

1年
80 H 15

昼間 ３年 40 H  1

昼間
大卒等

1年
30 H 9

平成27年3月3１日　現在

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

昼間 ３年 30 H  9

昼間 ４年 30 H 20

学校法人

義肢装具士養成所一覧（１施設　２課程）

兵庫県 学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校三田校 三田市福島字宮野前５０１－８５

兵庫県
医療法人
社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校 神戸市須磨区友が丘７－１－２１

大阪滋慶学園 大阪ハイテクノロジー専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－４３

大阪市北区大淀中１－１０－３

学校法人 瓶井学園 日本メディカル福祉専門学校 大阪市東淀川区大隅１－３－１４

臨床工学技士養成所一覧（５施設　１１課程）

大阪府

兵庫県

言語聴覚士養成所一覧（９施設　１１課程）

大阪府

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３

学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療技術学園専門学校 大阪市北区東天満２－１－２６

学校法人 モード学園 大阪医専
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平成27年3月3１日　現在

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

京都府 市立 京都市 京都市消防学校 京都市南区西九条菅田町４ 昼間
救急隊

0.5
35 H  5

市立 大阪市 大阪市消防局高度専門教育訓練センター 大阪府東大阪市三島２－５－４３ 昼間
救急隊

0.5
80 H 26

昼間 ３年 40 H 12

夜間 ３年 40 H 12

昼間 ３年 80 H 12

夜間 ３年 40 H 12

県立 兵庫県 兵庫県消防学校 三木市志染町御坂１－１９ 昼間
救急隊

0.5
50 H 17

学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校三田校 三田市福島字宮野前５０１－８５ 昼間 ２年 50 H  9

平成27年3月3１日　現在

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

福井県
一般社団
法人

福井県歯科医師会 福井歯科専門学校 福井市大願寺３－４－１ 昼間 ３年 30 S 63

滋賀県 県立 滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校 守山市守山５－４－１０ 昼間 ３年 38 S 52

一般社団
法人

京都府歯科医師会 京都歯科医療技術専門学校 京都市中京区西ノ京拇尾町３－８ 昼間 ３年 50 S 38

学校法人 未来学園 京都文化医療専門学校 京都市中京区御池通堀川西入池元町408-1 昼間 ３年 80 H 25

学校法人 行岡保健衛生学園 行岡医学技術専門学校 大阪市北区浮田２－２－１１ 昼間 ３年 50 S 41

一般社団
法人

清医会 日本歯科学院専門学校 東大阪市下小阪４－１２－３ 昼間 ３年 50 S 54

社団法人 大阪府歯科医師会 大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 昼間 ３年 80 S 52

一般社団
法人

堺市歯科医師会 堺歯科衛生士専門学校 堺市堺区大仙中町１８－３ 昼間 ３年 40 H  2

一般社団
法人

歯英会 大阪歯科学院専門学校 大阪市西区新町３－１２－１１ 昼間 ３年 50 S 53

学校法人 天満学園 太成学院大学歯科衛生専門学校 大阪市北区南森町２－１－８ 昼間 ３年 50 S 60

学校法人 加藤学園 大阪歯科衛生士専門学校 大阪市天王寺区小橋町１４－５１ 昼間 ３年 50 S 53

昼間 ３年 60 H 15

夜間 ３年 60 H 15

昼間 ３年 72 S 58

夜間 ３年 36 H 25

県立 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 神戸市長田区海運町７－４－１３ 昼間 ３年 40 S 35

一般社団
法人

兵庫県歯科医師会 兵庫歯科学院専門学校 神戸市中央区山本通５－７－１８ 昼間 ３年 80 H 19

学校法人 斗南学院 姫路歯科衛生専門学校 姫路市阿保甲４９９－４ 昼間 ３年 40 H 18

奈良県
一般社団
法人

奈良県歯科医師会 奈良歯科衛生士専門学校 奈良市二条町２－９－２ 昼間 ３年 35 S 41

和歌山県
一般社団
法人

和歌山県歯科医師会 和歌山県歯科衛生士専門学校 和歌山市築港１－４－７ 昼間 ３年 40 S 56

歯科衛生士養成所一覧（１８施設　２０課程）

学校法人 新歯会東洋医療学園 東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原１－５－３５

兵庫県

京都府

兵庫県

学校法人 新歯会東洋医療学園

学校法人 平成医療学園 なにわ歯科衛生専門学校 大阪市北区大深町３８－２

大阪府

新大阪歯科衛生士専門学校 大阪市淀川区東三国６－１－４５

救急救命士養成所一覧（６施設　８課程）

学校法人 モード学園 大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３

大阪府
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平成27年3月3１日　現在

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

滋賀県
一般社団
法人 滋賀県歯科医師会 滋賀県歯科技工士専門学校 草津市笠山７－４－４３ 昼間 ２年 30 S 44

京都府
一般社団
法人 京都府歯科医師会 京都歯科医療技術専門学校 京都市中京区西ノ京拇尾町１ 昼間 ２年 30 S 45

一般社団
法人 清医会 日本歯科学院専門学校 東大阪市下小阪４－１２－３ 昼間 ２年 40 S 54

学校法人 新歯会東洋医療学園 東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原１－５－３５ 昼間 ３年 30 H 12

昼間 ２年 90 S 51

夜間 ３年 60 S 51

平成27年3月3１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 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 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27年3月3１日　現在

府    県 設置形態 設　置　者 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 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 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 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 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）
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

歯科技工士養成所（５施設　６課程）

大阪府

学校法人 新歯会東洋医療学園 新大阪歯科技工士専門学校 大阪市淀川区東三国６－１－１３
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平成27年3月3１日　現在

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

昼間 ３年 30 H 14

夜間 ３年 30 H 14

昼間 ３年 60 H 17

夜間 ３年 30 H 17

昼間 ３年 30 H 15

夜間 ３年 30 H 15

昼間 ３年 30 H 15

学校法人 行岡保健衛生学園 大阪行岡医療専門学校長柄校 大阪市北区長柄西１－７－５３ 夜間 ３年 25 H 13

昼間 ３年 90 H 14

夜間 ３年 60 H 25

昼間 ３年 30 H 17

夜間 ３年 30 H 13

昼間 ３年 30 H 14

夜間 ３年 30 H 14

昼間 ３年 60 H 14

夜間 ３年 30 H 14

昼間 ３年 120 S 39

夜間 ３年 60 S 39

昼間 ３年 120 S 48

夜間 ３年 60 S 48

学校法人 履正社 履正社医療スポーツ専門学校 大阪市淀川区十三本町３－４－２１ 昼間 ３年 60 H 14

学校法人 大阪滋慶学園 大阪ハイテクノロジー専門学校 大阪市淀川区宮原１－２－４３ 昼間 ３年 60 H 19

昼間 ３年 30 H 21

夜間 ３年 30 H 21

学校法人 近畿医療学園 近畿医療専門学校 大阪市北区西天満５－３－１０ 昼間 ３年 60 Ｈ 23

学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校中央校 神戸市中央区多聞通２－６－３ 昼間 ３年 30 H 15

昼間 ３年 40 H 13

夜間 ３年 20 H 13

昼間 ３年 30 H 12

夜間 ３年 30 H 12

はり師・きゅう師養成施設一覧（１７施設　３０課程）

京都府

財団法人 京都仏眼教育学園 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

学校法人 滋慶京都学園 京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２

学校法人 関西医療学園 関西医療学園専門学校 大阪市住吉区苅田６－１８－１３

モード学園

学校法人 新歯会東洋医療学園 東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原１－５－３５

平成医療学園専門学校

学校法人

学校法人

明治東洋医学院 明治東洋医学院専門学校

大阪医専 大阪市北区大淀中１－１０－３

大阪市東成区中本４－１－８

神戸市中央区伊藤町１１０－２

兵庫県

学校法人 兵庫医療学園 兵庫鍼灸専門学校 神戸市中央区山本通２－１４－３１

一般社団 一般社団法人 神戸東洋医療学院

平成医療学園

大阪府

大阪市北区東天満２－１－２６

個人 榮野川廣勝
国際東洋医療学院鍼灸学科(旧国際東
洋医療鍼灸学院)

岸和田市野田町２－２－８

学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療技術学園専門学校

大阪市北区中津６－１０－１５

学校法人

学校法人

吹田市西御旅町７－５３

森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専門学校
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平成27年3月3１日　現在

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

滋賀県 学校法人 ルネス学園 甲賀健康医療専門学校 甲賀市甲賀町鳥居野１０８５ 昼間 ３年 30 H 12

昼間 ３年 60 H 16

夜間 ３年 30 H 16

昼間 ３年 90 H 17

夜間 ３年 30 H 17

昼間 ３年 30 H 15

夜間 ３年 60 H 15

昼間 ３年 30 H 15

学校法人 行岡保健衛生学園 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 30 S 42

昼間 ３年 120 H 13

夜間 ３年 60 H 13

昼間 ３年 60 S 28

夜間 ３年 60 S 28

昼間 ３年 60 H 17

夜間 ３年 60 H 17

学校法人 八洲学園 西日本柔道整復専門学校 大阪市中央区玉造１－３－１５ 昼間 ３年 60 H 14

昼間 ３年 120 H 12

夜間 ３年 30 H 12

昼間 ３年 90 S 33

夜間 ３年 60 S 33

昼間 ３年 90 H 12

夜間 ３年 90 H 12

学校法人 履正社 履正社医療スポーツ専門学校 大阪市淀川区十三本町３－４－２１ 昼間 ３年 60 H 14

公益社団
法人 大阪府柔道整復師会 大阪府柔道整復師会専門学校 大阪市西区靱本町３－１０－３ 昼間 ４年 30 H 19

昼間 ３年 60 H 20

夜間 ３年 60 H 20

昼間 ３年 30 H 21

夜間 ３年 30 H 21

昼間 ３年 90 H 14

夜間 ３年 30 H 14

昼間 ３年 40 H 20

夜間 ３年 20 H 20

神戸市中央区下山手通４－２－７

兵庫県

学校法人 神戸創志学園 関西健康科学専門学校 芦屋市公光町１－１８

学校法人 兵庫医療学園 兵庫柔整専門学校

大阪市北区大淀中１－１０－３

学校法人 近畿医療学園 近畿医療専門学校 大阪市北区西天満５－３－１０

大阪市東成区中本４－１－８

学校法人 明治東洋医学院 明治東洋医学院専門学校 吹田市西御旅町７－５３

大阪市住吉区苅田６－１８－１３

学校法人 平成医療学園 平成医療学園専門学校 大阪市北区中津６－１０－１５

学校法人 新歯会東洋医療学園 東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原１－５－３５

大阪市淀川区宮原１－２－４３

個人 榮野川廣勝
国際東洋医療学院鍼灸学科(旧国際東
洋医療鍼灸学院)

岸和田市野田町２－２－８

大阪府

学校法人 大阪滋慶学園 大阪ハイテクノロジー専門学校

学校法人 関西医療学園 関西医療学園専門学校

学校法人 森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専門学校

学校法人 モード学園 大阪医専

柔道整復師養成施設一覧（１８施設　３２課程）

京都府

学校法人 京都仏眼教育学園 京都仏眼医療専門学校 京都市下京区西高瀬川筋５条下る平居町１７－１

学校法人 滋慶京都学園 京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町５１－２

-152-


