
指定保育士養成施設一覧（令和４年４月１日時点）　都道府県、指定都市、中核市別

No 自治体 保 育 士 養 成 施 設 の 名 称 経　　営　　主　　体 所　　　　　　在　　　　　　地 電話番号 入学定員 学生定員 指 定 年 月 日 幼免取得 開講形態

1 神奈川県 鎌倉女子大学児童学部児童学科 学校法人　鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市大船６－１－３ ０４６７－４４－２１１１ 170 680 昭和41年2月11日 可 昼間部

2 神奈川県 鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科 学校法人　鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市大船６－１－３ ０４６７－４４－２１１１ 200 400 昭和41年2月7日 可 昼間部

3 神奈川県 小田原短期大学保育学科 学校法人　三幸学園 神奈川県小田原市城山４－５－１　 ０４６５－２２－０２８５ 140 280 昭和47年2月25日 可 昼間部

4 神奈川県 小田原短期大学保育学科通信教育課程・専攻科 学校法人　三幸学園 神奈川県小田原市城山４－５－１ ０４６５－２２－０２８５ 500 1,500 平成26年3月10日 可 通信教育制

5 神奈川県 湘北短期大学保育学科 学校法人　ソニー学園 神奈川県厚木市温水４２８ ０４６－２４７－３１３１ 135 270 昭和54年1月26日 可 昼間部

6 神奈川県 松蔭大学コミュニケーション文化学部生活心理学科 学校法人　松蔭学園 神奈川県厚木市森の里若宮９番１号 ０４６－２４７－１５１１ 30 120 平成26年3月10日 不可 昼間部

7 神奈川県 松蔭大学コミュニケーション文化学部子ども学科 学校法人　松蔭学園 神奈川県厚木市森の里若宮９番１号 ０４６－２４７－１５１１ 48 196 平成29年3月28日 可 昼間部

8 神奈川県 東海大学児童教育学部児童教育学科 学校法人　東海大学 神奈川県平塚市北金目４－１－１ ０４６３－５８－１２１１ 150 600 令和4年2月1日 可 昼間部

9 横浜市 鶴見大学短期大学部保育科 学校法人　総持学園 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２ー１ー３ ０４５ー５８１ー１００１ 200 400 昭和39年4月7日 可 昼間部

10 横浜市 横浜女子短期大学保育科 学校法人  白峰学園 神奈川県横浜市港南区港南台４－４－５ ０４５ー８３３ー７１００ 200 400 昭和41年3月7日 可 昼間部

11 横浜市 関東学院大学教育学部こども発達学科 学校法人  関東学院 神奈川県横浜市金沢区六浦東１－５０－１ ０４５－７８６－７７６０ 140 560 平成13年12月20日 可 昼間部

12 横浜市 東洋英和女学院大学人間科学部保育子ども学科 学校法人　東洋英和女学院 神奈川県横浜市緑区三保町３２ ０４５－９２２－５５１３ 100 400 平成22年2月24日 可 昼間部

13 横浜市 聖ヶ丘教育福祉専門学校第一部幼稚園教員・保育士養成科 学校法人  聖ヶ丘学園 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台６６－１８ ０４５ー３３５ー２３１２ 80 160 昭和49年1月28日 可 昼間部

14 横浜市 聖ヶ丘教育福祉専門学校第二部幼稚園教員・保育士養成科 学校法人  聖ヶ丘学園 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台６６－１８ ０４５ー３３５ー２３１３ 80 240 昭和49年1月28日 可 夜間部

15 横浜市 聖ヶ丘教育福祉専門学校第一部保育士養成科 学校法人  聖ヶ丘学園 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台６６－１８ ０４５ー３３５ー２３１４ 40 80 平成9年2月25日 不可 昼間部

16 横浜市 横浜高等教育専門学校児童科保育課程 学校法人  大谷学園 神奈川県横浜市港北区篠原台町３６－３７ ０４５ー４２１ー８８６１ 50 100 昭和45年2月9日 可 昼間部

17 横浜市 横浜保育福祉専門学校保育こども学科 学校法人　岩崎学園 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５０－８ ０４５－８２６－７７３０ 144 432 平成19年3月30日 不可 昼間部

18 横浜市 横浜こども専門学校保育科 学校法人　三幸学園 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町１－１９ ０４５－３１７－９９６１ 144 288 平成19年3月23日 不可 昼間部

19 横浜市 横浜創英大学こども教育学部幼児教育学科 学校法人　堀井学園 神奈川県横浜市緑区三保町１ ０４５－９２２－５６４１ 80 320 平成24年4月1日 可 昼間部

20 横浜市 國學院大學人間開発学部子ども支援学科 学校法人　國學院大學 神奈川県横浜市青葉区新石川３－２２－１ ０４５－９０４－７７０３ 100 400 平成25年2月28日 可 昼間部

21 横浜市 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校保育士養成科 学校法人　岩谷学園 神奈川県横浜市西区平沼１－２－５ ０４５－３２１－４４１４ 60 120 平成26年3月10日 不可 昼間部

22 横浜市 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校こども保育学科 学校法人　大原学園 神奈川県横浜市神奈川区桐畑３－７ ０４５－３１１－６８２１ 80 160 平成26年3月10日 不可 昼間部

23 横浜市 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校チャイルドケアカレッジこども保育専攻 ヒューマンアカデミー　株式会社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３３－８　アサヒビルヂング１階 ０４５－４１０－０２５５ 50 100 平成30年4月1日 不可 昼間部

24 川崎市 洗足こども短期大学幼児教育保育科 学校法人　洗足学園 神奈川県川崎市高津区久本２－３－１ ０４４－８５６－２７４３ 250 500 平成12年3月22日 可 昼間部

25 川崎市 田園調布学園大学子ども未来学部子ども未来学科 学校法人　調布学園 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３－４－１ ０４４－９６６－９２１１ 100 400 平成18年3月3日 可 昼間部

26 相模原市 和泉短期大学児童福祉学科 学校法人　和泉短期大学 神奈川県相模原市中央区青葉２－２－１　 ０４２－７５４－１１３３ 250 500 昭和40年3月6日 可 昼間部

27 相模原市 相模女子大学学芸学部子ども教育学科 学校法人　相模女子大学 神奈川県相模原市南区文京２－１－１　 ０４２－７４２－１４３３ 100 416 平成20年3月27日 可 昼間部


