
2021年4月現在

学校名 教育課程 所在地 電話番号

1 星槎道都大学 通学 北海道北広島市中の沢149番地 011-372-3111
2 藤女子大学 通学 北海道石狩市花川南四条5丁目 0133-74-7019
3 北星学園大学 通学 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3-1 011-891-2731
4 北海道医療大学 通学 北海道石狩郡当別町字金沢1757 0133-23-1211
5 岩手県立大学大学院 通学 岩手県滝沢市巣子152-52 019-694-2016
6 東北福祉大学 通学 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1 022-301-1279
7 東北文化学園大学 通学 宮城県仙台市青葉区国見6-45-1 022-233-3310
8 東北公益文科大学大学院 通学 山形県鶴岡市馬場町14-1 0235-29-0555
9 東京福祉大学 通学 群馬県伊勢崎市山王町2020-1 0270-20-3672
10 淑徳大学 通学 千葉県千葉市中央区大巌寺町200番地 043-265-9846
11 白梅学園大学 通学 東京都小平市小川町1-830 042-346-5619
12 大正大学 通学 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 03-5394-3018
13 帝京科学大学 通学 東京都足立区千住桜木2-2-1 03-6910-3790
14 帝京平成大学 通学 東京都中野区中野4-21-2 03-5843-3315
15 東京学芸大学 通学 東京都小金井市貫井北町4-1-1 042-329-7178
16 日本社会事業大学 通学 東京都清瀬市竹岡3丁目1番30号 042-496-3100
17 日本大学 通学 東京都世田谷区桜上水3-25-40 03-5317-8497
18 法政大学 通学 東京都町田市相原町4342 042-783-2806
19 武蔵野大学 通学 東京都西東京市新町一丁目1-20 03-5530-7312
20 明星大学 通学 東京都日野市程久保2-1-1 042-591-5268
21 田園調布学園大学 通学 神奈川県川崎市麻生区東百合丘三丁目4-1 044-966-1306
22 YMCA健康福祉専門学校 通学・通信 神奈川県厚木市中町4-16-19 046-223-1441
23 国際こども・福祉カレッジ 通学 新潟県新潟市中央区古町通2-541 025-222-8670
24 新潟青陵大学 通学 新潟県新潟市水道町1丁目5939番地 025-266-8833
25 富山国際大学 通学 富山県富山市願海寺水口444 076-436-2570
26 北陸学院大学 通学 石川県金沢市三小牛町イ11 076-280-3850
27 中部学院大学 通学・通信 岐阜県関市桐ヶ丘2-1 0575-24-2212
28 静岡英和学院大学 通学 静岡県静岡市駿河区池田1769 054-264-8874
29 静岡福祉大学 通学 静岡県焼津市本中根549-1 054-623-7450
30 聖隷クリストファー大学 通学 静岡県浜松市北区三方原町3453 053-439-1433
31 愛知教育大学 通学 愛知県刈谷市井ケ谷町広沢1番地 0566-26-2118
32 名古屋市立大学 通学 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 052-872-5703
33 日本福祉大学 通学 愛知県知多郡美浜町大字奥田字下前35-6 0569-87-2322
34 鈴鹿医療科学大学 通学 三重県鈴鹿市岸岡町1001番地1 059-383-8991
35 びわこ学院大学 通学 滋賀県東近江市布施町29 0748-22-3388
36 京都女子大学 通学 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 075-531-7048
37 花園大学 通学 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1 075-277-0371
38 大阪大谷大学 通学 大阪府富田林市錦織3-11-1 0721-24-1042
39 大阪樟蔭女子大学 通学 大阪府東大阪市菱屋西4-2-26 06-6723-8181
40 大阪人間科学大学 通学 大阪府摂津市正雀1-4-1 06-6381-3000
41 大阪バイオメディカル専門学 通学 大阪府大阪市中央区島之内1-14-30 06-6530-8866
42 大阪府立大学 通学 大阪府堺市中区学園町1-1 072-254-9552
43 日本メディカル福祉専門学校 通信 大阪府大阪市東淀川区大隅1-1-25 06-6329-6553
44 桃山学院大学 通学 大阪府和泉市まなび野1-1 0725-54-3131
45 関西国際大学 通学 兵庫県尼崎市潮江1-3-23 06-6498-4755
46 関西福祉大学 通学 兵庫県赤穂市新田380-3 0791-46-2735
47 関西学院大学 通学 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 0798-54-6844
48 岡山県立大学 通学 岡山県総社市窪木111 0866-94-9168
49 川崎医療福祉大学 通学 岡山県倉敷市松島288 086-464-1022
50 至誠館大学 通学 山口県萩市大字椿東浦田5000 0838-24-4000
51 四国学院大学 通学 香川県善通寺市文京町三丁目2-1 0877-62-2111
52 松山東雲女子大学 通学 愛媛県松山市桑原3-2-1 089-931-6211
53 松山大学 通学 愛媛県松山市文京町4-2 089-926-7137
54 北九州市立大学 通学 福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1 093-964-4036
55 筑紫女学園大学 通学 福岡県太宰府市石坂2-12-1 092-925-3514
56 福岡県立大学 通学 福岡県田川市伊田4395番地 0947-42-2118
57 長崎国際大学 通学 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825-7 0956-39-2020
58 長崎純心大学 通学 長崎県長崎市三ツ山町235番地 095-846-0084
59 九州ルーテル学院大学 通学 熊本県熊本市中央区黒髪3-12-16 096-343-1600
60 熊本学園大学 通学 熊本県熊本市中央区大江2-5-1 096-364-5161
61 九州保健福祉大学 通学・通信 宮崎県延岡市吉野町1714-1 0982-23-5535
62 沖縄国際大学 通学 沖縄県宜野湾市宜野湾2-6-1 098-893-8944
63 沖縄大学 通学 沖縄県那覇市字国場555 098-832-1768
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