
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

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 大阪府 大阪大谷大学教育学部教育学科 学校法人　大谷学園 大阪府富田林市錦織北３－１１－１　　 ０７２１－２４－０３８２ 120 480 昭和62年12月16日 可 昼間部

2 大阪府 関西女子短期大学保育学科 学校法人　玉手山学園 大阪府柏原市旭ヶ丘３－１１－１　　　 ０７２９－７７－６５６１ 120 240 昭和41年11月25日 可 昼間部

3 大阪府 関西福祉科学大学教育学部教育学科子ども教育専攻保育士養成課程 学校法人　玉手山学園 大阪府柏原市旭ヶ丘３－１１－１ ０７２－９７７－９５４９ (募集停止） 200 平成28年1月12日 可 昼間部

4 大阪府 関西福祉科学大学教育学部教育学科子ども発達教育専攻 学校法人　玉手山学園 大阪府柏原市旭ヶ丘３－１１－１ ０７２－９７８－００８８ 50 200 令和4年2月8日 可 昼間部

5 大阪府 四天王寺大学短期大学部保育科 学校法人　四天王寺学園 大阪府羽曳野市学園前３－２－１ ０７２９－５６－３１８１ 120 240 昭和42年2月16日 可 昼間部

6 大阪府 四天王寺大学教育学部教育学科幼児教育保育コース 学校法人　四天王寺学園 大阪府羽曳野市学園前３－２－１ ０７２９－５６－３１８１ 60 240 平成26年2月5日 可 昼間部

7 大阪府 大阪千代田短期大学幼児教育科 学校法人  千代田学園 大阪府河内長野市小山田町１６８５　 ０７２１－５２－４１４１ 100 200 昭和42年12月14日 可 昼間部

8 大阪府 大阪青山大学子ども教育学部子ども教育学科 学校法人　大阪青山学園 大阪府箕面市新稲２－１１－１ ０７２－７２２－４１６５ 80 340 平成20年3月11日 可 昼間部

9 大阪府 箕面学園福祉保育専門学校保育科 学校法人　箕面学園 大阪府箕面市箕面７－７－３１　　　 ０７２７－２３－６５９０ 50 100 昭和45年12月26日 可 昼間部

10 大阪府 大阪国際大学短期大学部幼児保育学科 学校法人　大阪国際学園 大阪府守口市藤田町６－２１－５７　　 ０６－６９０２－０７９１ 150 300 昭和51年2月17日 可 昼間部

11 大阪府 四條畷学園短期大学保育学科 学校法人　四條畷学園 大阪府大東市学園町６－４５　　　　　 ０７２０－７９－７２３１ 100 200 昭和57年3月4日 可 昼間部

12 大阪府 南海福祉看護専門学校こども未来学科 社福法人　南海福祉事業会 大阪府高石市千代田６－１２－５３　　 ０７２－2６２－１０９４ 80 160 昭和43年3月13日 不可 昼間部

13 大阪府 大阪保育福祉専門学校総合こども学科 社福法人　大阪水上隣保館 大阪府三島郡島本町山崎５－３－１０ ０７５－９６２－１１１５ 80 160 昭和46年3月31日 不可 昼間部

14 大阪府 梅花女子大学心理こども学部こども教育学科 学校法人　梅花学園 大阪府茨木市宿久庄２－１９－５ ０７２－６４３－６２５３ 70 280 平成22年1月25日 可 昼間部

15 大阪府 大阪健康ほいく専門学校保育科 学校法人　村川学園 大阪府泉大津市東豊中町３－１－１５ ０７２５－４６－０２９４ 80 160 平成19年3月7日 不可 昼間部

16 大阪府 大阪健康ほいく専門学校初等教育科 学校法人　村川学園 大阪府泉大津市東豊中町３－１－１５ ０７２５－４６－０２９４ （募集停止） 20 平成29年3月23日 不可 昼間部

17 大阪府 大阪人間科学大学人間科学部子ども教育学科 学校法人　薫英学園 大阪府摂津市正雀１－４－１ ０６－６３８３－６４４１ 75 320 平成24年4月1日 可 昼間部

18 大阪府 大阪芸術大学芸術学部初等芸術教育学科 学校法人  塚本学院 大阪府南河内郡河南町東山４６９ ０７２１－９３－３７８１ 30 120 平成30年3月28日 可 昼間部

19 大阪府 大阪芸術大学通信教育部芸術学部初等芸術教育学科 学校法人  塚本学院 大阪府南河内郡河南町東山４６９ ０７２１－９３－３７５９ 50 230 平成30年3月28日 可 通信教育制

20 大阪府 高野山大学文学部教育学科 学校法人　高野山学園 大阪府河内長野市小山田町１６８５　 ０７２１－５３－１１０１ 50 200 令和3年3月22日 可 昼間部

21 大阪市 大阪芸術大学短期大学部保育学科 学校法人  塚本学院 大阪府大阪市東住吉区矢田２－１４－１９　 ０６ー６６９１ー７３４１ 100 200 昭和30年4月12日 可 昼間部

22 大阪市 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 学校法人  塚本学院 大阪府大阪市東住吉区矢田２－１４－１９　 ０６－６６９１－２７７７ 250 850 昭和31年12月5日 可 通信教育制

23 大阪市 常磐会短期大学幼児教育科 学校法人  常磐会学園 大阪府大阪市平野区平野南４ー６ー７　 ０６ー６７０９ー３１７０ 200 400 昭和40年3月6日 可 昼間部

24 大阪市 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 学校法人　常磐会学園 大阪府大阪市平野区喜連東１－４－１２ ０６－４３０２－８８８０ 100 400 平成19年3月7日 可 昼間部

25 大阪市 大阪教育福祉専門学校教育保育科第一部 学校法人  大阪聖徳学園 大阪府大阪市生野区林寺２－２１－１３ ０６ー６７１９ー０００１ 75 150 昭和45年2月4日 可 昼間部

26 大阪市 大阪教育福祉専門学校教育保育科第二部 学校法人  大阪聖徳学園 大阪府大阪市生野区林寺２－２１－１３ ０６ー６７１９ー０００１ 40 120 昭和43年3月30日 可 夜間部

27 大阪市 大阪城南女子短期大学総合保育学科 学校法人  城南学園 大阪府大阪市東住吉区湯里６ー４ー２６ ０６ー６７０２ー９７８３ 160 320 昭和43年11月22日 可 昼間部

28 大阪市 大阪総合保育大学児童保育学部児童保育学科 学校法人　城南学園 大阪府大阪市東住吉区湯里６ー４ー２６ ０６－６７０２－９７８３ 110 480 平成18年3月9日 可 昼間部

29 大阪市 大阪総合保育大学児童保育学部乳児保育学科 学校法人　城南学園 大阪府大阪市東住吉区湯里６ー４ー２６ ０６－６７０２－９７８３ 70 290 令和2年4月1日 可 昼間部

30 大阪市 大阪信愛学院短期大学子ども教育学科 学校法人　大阪信愛女学院 大阪府大阪市城東区古市２－７－３０ ０６－６９３９－４３９１ （募集停止） 120 平成12年11月10日 可 昼間部

31 大阪市 大阪信愛学院大学教育学部教育学科 学校法人　大阪信愛女学院 大阪府大阪市城東区古市２－７－３０ ０６－６９３９－４３９１ 80 320 令和4年2月4日 可 昼間部

32 大阪市 大阪キリスト教短期大学幼児教育学科 学校法人  大阪キリスト教学院 大阪府大阪市阿倍野区丸山通１－３－６１ ０６ー６６５２ー２０９１ 170 340 平成4年3月21日 可 昼間部

33 大阪市 大阪成蹊短期大学幼児教育学科 学校法人  大阪成蹊学園 大阪府大阪市東淀川区相川３－１０－６２ ０６ー６８２９ー２５３８ 280 560 昭和46年3月31日 可 昼間部

34 大阪市 大阪成蹊大学教育学部教育学科初等教育専攻 学校法人  大阪成蹊学園 大阪府大阪市東淀川区相川３－１０－６２ ０６－６８２９－２５３８ 140 540 平成26年2月5日 可 昼間部

35 大阪市 相愛大学人間発達学部子ども発達学科 学校法人　相愛学園 大阪府大阪市住之江区南港中４－４－１ ０６－６６１２－５９００ 80 320 平成18年3月9日 可 昼間部

36 大阪市 日本メディカル福祉専門学校こども福祉学科 学校法人　瓶井学園 大阪府大阪市東淀川区大桐２－６－６　　　 ０６－６３２５－２６５８ 80 160 平成19年3月7日 不可 昼間部

37 大阪市 日本メディカル福祉専門学校保育士科 学校法人　瓶井学園 大阪府大阪市東淀川区大桐２－６－６ ０６－６３２５－２６５８ 160 480 平成23年3月8日 不可 通信教育制

38 大阪市 大阪保健福祉専門学校教育・社会福祉専門課程保健保育科(昼夜開講制） 学校法人　大阪滋慶学園 大阪府大阪市淀川区宮原１－２－４７ ０６－６３９６－２９４１ 80 160 平成21年3月11日 不可 昼夜開講制

39 大阪市 大阪保健福祉専門学校保育士通信教育科 学校法人　大阪滋慶学園 大阪府大阪市淀川区宮原１－２－４７ ０６－６１５０－２９４１ 200 600 平成24年1月25日 不可 通信教育制

40 大阪市 大阪こども専門学校保育科 学校法人　三幸学園 大阪府大阪市淀川区西中島５－７－２３ ０６－４８０６－６８００ 111 222 平成25年1月22日 不可 昼間部

41 大阪市 大阪保育こども教育専門学校保育養成学科 学校法人　大原学園 大阪府大阪市淀川区西中島３－８－１２ ０６－４８０６－８６７１ 80 160 平成25年1月22日 不可 昼間部

42 大阪市 総合学園ヒューマンアカデミー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 大阪府大阪市中央区南船場４－３－２ヒューリック心斎橋ビル９階 ０６ー６２８２ー６０１５ 50 100 平成30年3月28日 不可 昼間部

43 堺市 大阪公立大学現代システム科学域教育福祉学類 公立大学法人大阪 大阪府堺市中区学園町１ー１ ０７２－２５４－７５１４ 55 220 昭和56年2月3日 不可 昼間部

44 堺市 桃山学院教育大学人間教育学部人間教育学科幼児教育課程 学校法人　桃山学院 大阪府堺市南区槇塚台４－５－１ ０７２－２８８－６６５５ 50 200 平成26年2月5日 可 昼間部

45 堺市 大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科 学校法人　みどり学園 大阪府堺市南区高倉台１丁目２－１ ０７２－２９２－６６２５ 70 140 平成18年3月9日 可 昼間部

46 堺市 堺女子短期大学美容生活文化学科幼児教育コース 学校法人　愛泉学園 大阪府堺市堺区浅香山町１－２－２０ ０７２－２２７－８８１４ 35 70 平成20年3月11日 不可 昼間部

47 堺市 太成学院大学人間学部子ども発達学科保育コース 学校法人　天満学園 大阪府堺市美原区平尾１０６０－１ ０７２－３６２－３７３１ 25 100 平成25年3月15日 可 昼間部

48 高槻市 平安女学院大学子ども教育学部子ども教育学科 学校法人　平安女学院 大阪府高槻市南平台５－８１－１ ０７２－６９３－２３１１ 70 300 平成18年3月9日 可 昼間部

49 東大阪市 東大阪大学短期大学部実践保育学科 学校法人　村上学園 大阪府東大阪市西堤学園町３－１－１ ０６－６７８２－２８８４ 80 160 昭和41年2月7日 可 昼間部

50 東大阪市 東大阪大学こども学部こども学科 学校法人　村上学園 大阪府東大阪市西堤学園町３－１－１ ０６－６７８２－２８８４ 60 254 平成15年3月24日 可 昼間部
51 東大阪市 大阪樟蔭女子大学児童教育学部児童教育学科 学校法人　樟蔭学園 大阪府東大阪市菱屋西４－２－２６ ０６－６７２３－８２６９ 150 600 平成12年12月27日 可 昼間部
52 吹田市 千里金蘭大学生活科学部児童教育学科 学校法人　金蘭会学園 大阪府吹田市藤白台５－２５－１ ０６－６８７２－０７２７ 70 280 平成19年3月7日 可 昼間部


