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1 富山県 国立大学法人富山大学

法人番号4230005003054 富山大学

人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース 富山市五福3190

4

10

2 富山県 学校法人浦山学園

法人番号9230005007414 富山福祉短期大学

社会福祉学科社会福祉専攻

射水市三ヶ579

2

50

3 富山県 学校法人富山国際学園

法人番号9230005000336 富山国際大学

子ども育成学部子ども育成学科

富山市願海寺水口444

4

20

4 石川県 学校法人金城学園

法人番号6220005001932 金城大学

社会福祉学部社会福祉学科

白山市笠間町1200

4

160

5 石川県 学校法人北陸学院

法人番号9220005001954 北陸学院大学

人間総合学部社会学科

金沢市三小牛町ｲ11

4

70

6 石川県 国立大学法人金沢大学

法人番号2220005002604 金沢大学

人間社会学域地域創造学類福祉マネジメントコース

金沢市角間町

4

20

7 岐阜県 学校法人岐阜経済大学

法人番号2200005004288 岐阜経済大学

経済学部公共政策学科

大垣市北方町5-50

4

40

8 岐阜県 学校法人岐阜済美学院

法人番号5200005007957 中部学院大学

人間福祉学部人間福祉学科

関市桐ヶ丘2-1

4

115

9 岐阜県 学校法人岐阜済美学院

法人番号5200005007957 中部学院大学

人間福祉学部健康福祉学科

関市桐ヶ丘2-1

4

95

10 岐阜県 学校法人岐阜済美学院

法人番号5200005007957 中部学院大学

教育学部子ども教育学科

各務原市那加甥田町30-1

4

90

11 岐阜県 学校法人岐阜済美学院

法人番号5200005007957 中部学院大学

人間福祉学部人間福祉学科

4

200

12 岐阜県 学校法人神谷学園

法人番号6200005001496 東海学院大学

健康福祉学部総合福祉学科

各務原市那加桐野町5-68

4

80

13 静岡県 学校法人静岡英和学院

法人番号1080005001349 静岡英和学院大学

人間社会学部コミュニティ福祉学科

静岡市駿河区池田1769

4

120

14 静岡県 学校法人静岡精華学園

法人番号6080005001352 静岡福祉大学

社会福祉学部福祉心理学科

焼津市本中根549-1

4

80

15 静岡県 学校法人静岡精華学園

法人番号6080005001352 静岡福祉大学

社会福祉学部健康福祉学科

焼津市本中根549-1

4

60

16 静岡県 学校法人静岡精華学園

法人番号6080005001352 静岡福祉大学

社会福祉学部医療福祉学科

焼津市本中根549-1

4

40

17 静岡県 学校法人聖隷学園

法人番号4080405000204 聖隷クリストファー大学 社会福祉学部こども教育福祉学科

浜松市北区三方原町3453

4

40

18 静岡県 学校法人聖隷学園

法人番号4080405000204 聖隷クリストファー大学 社会福祉学部社会福祉学科

浜松市北区三方原町3453

4

40 3年次編入学定員5名

19 静岡県 学校法人聖隷学園

法人番号4080405000204 聖隷クリストファー大学 社会福祉学部介護福祉学科

浜松市北区三方原町3453

4

25 3年次編入学定員10名

20 静岡県 静岡県公立大学法人

法人番号8080005004106 静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科社会福祉専攻

静岡市駿河区小鹿2-2-1

2

20

21 静岡県 学校法人中村学園

法人番号6080005001369 静岡福祉医療専門学校 総合福祉学科

静岡市駿河区森下町4-25

3

36

22 静岡県 学校法人染葉学園

法人番号6080405005250 静岡こども福祉専門学校 こども福祉学科

磐田市立野2008-5

3

40

23 愛知県 学校法人梅村学園

法人番号9180005002148 中京大学

豊田市貝津町床立101

4

45

現代社会学部現代社会学科

通信教育課程 関市桐ヶ丘2-1
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24 愛知県 国立大学法人愛知教育大学 法人番号1180305005064 愛知教育大学

教育学部教育支援専門職養成課程福祉コース 刈谷市井ヶ谷町広沢1

4

20

25 愛知県 学校法人愛知淑徳学園

法人番号2180005002121 愛知淑徳大学

福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻 長久手市片平2-9

4

70

26 愛知県 愛知県公立大学法人

法人番号5180005007530 愛知県立大学

教育福祉学部社会福祉学科

長久手市茨ヶ廻間1522-3

4

50

27 愛知県 学校法人金城学院

法人番号2180005002170 金城学院大学

人間科学部コミュニティ福祉学科

名古屋市守山区大森2-1723

4

75

28 愛知県 学校法人椙山女学園

法人番号4180005002202 椙山女学園大学

人間関係学部人間関係学科

日進市竹ﾉ山3-2005

4

20

29 愛知県 学校法人同朋学園

法人番号9180005002239 同朋大学

社会福祉学部社会福祉学科

名古屋市中村区稲葉地町7-1

4

200

30 愛知県 公立大学法人名古屋市立大学 法人番号8180005006604 名古屋市立大学

人文社会学部現代社会学科

名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1

4

20

31 愛知県 学校法人日本福祉大学

法人番号4180005011830 日本福祉大学

健康科学部リハビリテーション学科介護学専攻

半田市東生見町26-2

4

40

32 愛知県 学校法人日本福祉大学

法人番号4180005011830 日本福祉大学

健康科学部福祉工学科

半田市東生見町26-2

4

20

33 愛知県 学校法人日本福祉大学

法人番号4180005011830 日本福祉大学

社会福祉学部社会福祉学科

知多郡美浜町奥田会下前35-6

4

400

34 愛知県 学校法人日本福祉大学

法人番号4180005011830 日本福祉大学

通信教育部福祉経営学部医療・福祉マネジメント学科

知多郡美浜町奥田会下前35-6

4

620

35 愛知県 学校法人さくら学園

法人番号5180305004599 慈恵福祉保育専門学校 福祉保育学科

岡崎市大和町字中切1-9

3

40

36 三重県 学校法人皇學館

法人番号4190005004643 皇學館大学

三重県伊勢市神田久志本町1704番地

4

40

4

30

2

15

現代日本社会学部現代日本社会学科

37 三重県 学校法人鈴鹿医療科学大学 法人番号3190005004017 鈴鹿医療科学大学

保健衛生学部医療福祉学科医療福祉コース 鈴鹿市岸岡町1001-1

38 三重県 津市

生活科学科生活科学専攻生活福祉・心理コース

法人番号7000020242012 三重短期大学

津市一身田中野157

備考

