
指定保育士養成施設一覧（令和４年４月１日時点）

No 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

1 東京都 白梅学園短期大学保育科 学校法人　白梅学園 東京都小平市小川町１－８３０　　 ０４２－３４２－２３１１ 95 190 昭和28年4月26日 可

2 東京都 白梅学園大学子ども学部子ども学科 学校法人　白梅学園 東京都小平市小川町１－８３０ ０４２－３４２－２３１１ 135 560 平成17年3月31日 可

3 東京都 白梅学園大学子ども学部発達臨床学科 学校法人　白梅学園 東京都小平市小川町１－８３０ ０４２－３４２－２３１１ 50 220 平成27年3月6日 可

4 東京都 明星大学教育学部教育学科（通信教育課程）保育士養成課程 学校法人　明星学苑 東京都日野市程久保２－１－１ ０４２－５９１－５１１５ 50 200 平成23年3月22日 可

5 東京都 明星大学教育学部教育学科子ども臨床コース 学校法人　明星学苑 東京都日野市程久保２－１－１ ０４２－５９１－５２４９ 80 320 平成15年3月27日 可

6 東京都 昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科 学校法人　昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂１－７－５７ ０３－３４１１－５１１７ 60 240 平成15年3月27日 不可

7 東京都 昭和女子大学人間社会学部初等教育学科 学校法人　昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂１－７－５７ ０３－３４１１－５１１７ 100 400 平成18年3月3日 可

8 東京都 東京YMCA社会体育・保育専門学校保育科 公益財団法人　東京ＹＭＣＡ 東京都江東区東陽２－２－１５ ０３－３６１５－５５７７ 50 100 平成15年3月27日 不可

9 東京都 武蔵野大学教育学部幼児教育学科 学校法人　武蔵野大学 東京都西東京市新町１－１－２０ ０３－５５３０－７７３０ 100 400 平成15年3月27日 可

10 東京都 東京福祉保育専門学校社会福祉専門課程こども学科 学校法人　サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ ０３－３９８７－５６１１ 40 80 平成15年3月27日 不可

11 東京都 目白大学人間学部子ども学科 学校法人　目白学園 東京都新宿区中落合４－３１－１ ０３－５９９６－３１５２ 140 580 平成19年3月30日 可

12 東京都 星美学園短期大学幼児保育学科専攻科幼児保育専攻 学校法人　星美学園 東京都北区赤羽台４－２－１４ ０３－３９０６－００５６ 100 300 平成15年3月27日 可

13 東京都 玉川大学教育学部乳幼児発達学科 学校法人　玉川学園 東京都町田市玉川学園６－１－１ ０４２－７３９－８８４０ 75 300 平成15年3月27日 可

14 東京都 東京家政大学短期大学部保育科 学校法人　渡辺学園 東京都板橋区加賀１－１８－１　　 ０３－３９６１－２２４０ 120 240 昭和38年2月23日 可

15 東京都 東京家政大学家政学部児童学科児童学専攻 学校法人　渡辺学園 東京都板橋区加賀１－１８－１　　 ０３－３９６１－２２４０ 105 430 昭和38年2月18日 可

16 東京都 東京家政大学家政学部児童学科育児支援専攻 学校法人　渡辺学園 東京都板橋区加賀１－１８－１　　 ０３－３９６１－２２４０ 105 430 平成14年3月14日 可

17 東京都 淑徳大学短期大学部こども学科 学校法人　大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町６－３６－４ ０３－３９６６－７６３１ 250 500 平成18年3月3日 可

18 東京都 日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 学校法人　日本社会事業大学 東京都清瀬市竹丘３－１－３０　　 ０４２－４９６－３０００ 50 200 昭和38年3月28日 不可

19 東京都 日本女子体育大学体育学部子ども運動学科 学校法人　二階堂学園 東京都世田谷区北烏山８－１９－１ ０３－３３００－２２５８ 40 160 平成11年3月5日 可

20 東京都 こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科 学校法人　宝仙学園 東京都中野区中央２－３３－２６　 ０３－３３６５－０２６７ 100 400 平成21年3月26日 可

21 東京都 駒沢女子短期大学保育科 学校法人　駒澤学園 東京都稲城市坂浜２３８　　　　　 ０４２－３５０－７１１１ 130 260 昭和41年1月29日 可

22 東京都 フェリシアこども短期大学国際こども教育学科 学校法人　明泉学園 東京都町田市三輪町１１３５　 ０４４－９８８－１１２８ 130 260 昭和43年12月10日 可

23 東京都 大妻女子大学家政学部児童学科児童学専攻 学校法人　大妻学院 東京都千代田区三番町１２　　　　　　 ０３－５２７５－６３１９ 80 320 昭和43年12月19日 可

24 東京都 愛国学園保育専門学校幼児教育科 学校法人　愛国学園 東京都江戸川区西小岩５－７－１　　　 ０３－３６５８－４１１１ 50 100 昭和44年2月1日 可

25 東京都 貞静学園短期大学保育学科 学校法人　貞静学園 東京都文京区小日向１－２６－１３　　 ０３－３９４４－９８１１ 150 300 平成21年3月26日 可

26 東京都 東京教育専門学校幼稚園教諭・保育士養成科 学校法人　和田実学園 東京都豊島区目白２－３８－４ ０３－３９８３－３３８５ 150 300 昭和44年3月7日 可

27 東京都 東京成徳短期大学幼児教育科 学校法人　東京成徳学園 東京都北区十条台１－７－１３　　　　 ０３－５９４８－５１６１ 180 360 昭和45年12月26日 可

28 東京都 東京成徳大学子ども学部子ども学科 学校法人　東京成徳学園 東京都北区十条台１－７－１３ ０３－５９４８－５１６１ 140 570 平成16年3月30日 可

29 東京都 道灌山学園保育福祉専門学校幼稚園教員･保育士養成科第Ⅰ部 学校法人　道灌山学園 東京都荒川区西日暮里４－７－１５　　 ０３－３８２８－８４７８ 100 200 昭和45年12月26日 可

30 東京都 道灌山学園保育福祉専門学校幼稚園教員･保育士養成科第Ⅱ部 学校法人　道灌山学園 東京都荒川区西日暮里４－７－１５ ０３－３８２８－８４７８ 50 150 昭和45年12月26日 可

31 東京都 東京保育専門学校保育科１部 学校法人　聖心学園 東京都杉並区高円寺南２－３２－３０　 ０３－３３１１－７０１４ 100 200 昭和46年3月31日 可

32 東京都 東京保育専門学校保育科２部 学校法人　聖心学園 東京都杉並区高円寺南２－３２－３０ ０３－３３１１－７０１４ 50 150 平成18年3月3日 可

33 東京都 玉成保育専門学校保育学科 学校法人　アルウィン学園 東京都杉並区松庵１－９－３３　　　　 ０３－３３３２－５９７３ 50 100 昭和47年3月27日 可

34 東京都 有明教育芸術短期大学子ども教育学科 学校法人　三浦学園 東京都江東区有明２－９－２ ０３－５５７９－６２１１ 100 300 平成21年3月26日 可

35 東京都 聖徳大学幼児教育専門学校保育科第1部 学校法人　東京聖徳学園 東京都港区三田３－４－２８　　　　　 ０３－５４７６－８８１１ 105 210 昭和49年2月14日 可

36 東京都 聖徳大学幼児教育専門学校保育科第2部 学校法人　東京聖徳学園 東京都港区三田３－４－２８　　　　　 ０３－５４７６－８８１１ 35 105 昭和49年2月14日 可

37 東京都 彰栄保育福祉専門学校保育科 学校法人　彰栄学園 東京都文京区白山４－１４－１５　　　 ０３－３９４１－２６１３ 120 240 昭和53年3月10日 可

38 東京都 草苑保育専門学校（保育専門課程）幼稚園教員･保育士養成科 学校法人　草苑学園 東京都豊島区目白３－１７－１１ ０３－３９５３－４０１６ 150 300 昭和60年3月6日 可

39 東京都 竹早教員保育士養成所幼稚園教員・保育士科 学校法人　竹早学園 東京都文京区小石川４－１－２０ ０３－３８１１－７２５１ 120 240 平成6年8月31日 可

40 東京都 簡野学園羽田幼児教育専門学校幼稚園教諭・保育士養成科 学校法人　簡野学園 東京都大田区本羽田１－４－１　 ０３－３７４１－７４６０ 80 160 昭和60年9月6日 可

41 東京都 白百合女子大学人間総合学部初等教育学科 学校法人  白百合学園 東京都調布市緑ヶ丘１－２５　　　　 ０３－３３２６－１３１３ 75 300 平成28年3月25日 可

42 東京都 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 国立大学法人　東京学芸大学 東京都小金井市貫井北町４－１－１ ０４２－３２９－７３８１ 20 80 平成12年2月29日 可

43 東京都 帝京短期大学こども教育学科こども教育専攻こども教育コース 学校法人　冲永学園 東京都渋谷区本町６－３１－１ ０３－３３７９－９７０８ 50 150 平成17年3月4日 可

44 東京都 帝京短期大学こども教育学科こども教育専攻通信教育課程 学校法人　冲永学園 東京都渋谷区本町６－３１－１ ０３－３３７７－４８６５ 100 500 平成21年3月26日 可

45 東京都 実践女子大学生活科学部生活文化学科幼児保育専攻 学校法人　実践女子学園 東京都日野市大坂上４－１－１ ０４２－５８５－８８１７ 45 180 平成17年3月4日 可

46 東京都 東京家政学院大学現代生活学部児童学科　　　　 学校法人　東京家政学院 東京都町田市相原町２６００ ０４２－７８２－９８１７ 90 370 平成17年3月4日 可

47 東京都 東京立正短期大学現代コミュニケーション学科幼児教育専攻 学校法人　堀之内学園 東京都杉並区堀ノ内２－４１－１５ ０３－３３１３－５１０１ 50 100 平成17年3月4日 可

48 東京都 桜美林大学健康福祉学群保育専修 学校法人　桜美林学園 東京都町田市常盤町３７５８ ０４２－７９７－４９９６ 50 200 平成18年3月3日 可

49 東京都 共立女子大学家政学部児童学科 学校法人　共立女子学園 東京都千代田区神田神保町３－２７－１ ０３－３２３７－２４４１ 150 600 平成19年3月30日 可

50 東京都 東京未来大学こども心理学部こども心理学科こども保育・教育専攻 学校法人　三幸学園 東京都足立区千住曙町３４－１２ ０３－５８１３－２５２５ 200 800 平成19年3月30日 可
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51 東京都 東京未来大学福祉保育専門学校保育科 学校法人　三幸学園 東京都足立区綾瀬２－３０－６ ０３－５６２９－３７８０ 73 146 平成27年3月19日 不可

52 東京都 東京こども専門学校保育科 学校法人　三幸学園 東京都文京区湯島２－２９－１ ０３－３８１３－４６００ 120 240 平成27年3月19日 不可

53 東京都 東京保育医療秘書専門学校保育科 学校法人　三幸学園 東京都立川市曙町２－１８－１５ ０４２－５４０－１３５５ 108 216 平成29年3月17日 不可

54 東京都 帝京平成大学人文社会学部児童学科保育・幼稚園コース 学校法人　帝京平成大学 東京都中野区中野４－２１－２ ０３－５８６０－４７１６ 100 400 平成20年3月31日 可

55 東京都 日本児童教育専門学校総合子ども学科 学校法人　敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ ０３－３２０７－５３１１ 40 120 平成20年3月27日 不可

56 東京都 日本児童教育専門学校保育福祉科 学校法人　敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ ０３－３２０７－５３１１ 200 400 平成20年3月27日 不可

57 東京都 東京都市大学人間科学部児童学科 学校法人　五島育英会 東京都世田谷区玉堤１－２８－１ ０３－５７０７－０１０４ 100 400 平成21年3月26日 可

58 東京都 日本ウェルネス保育専門学校こども保育学科 学校法人　タイケン科学学園 東京都千代田区神田神保町１－５２－４ ０３－３２１９－３２７１ 40 80 平成21年3月26日 不可

59 東京都 日本ウェルネス保育専門学校こども保育学科夜間部 学校法人　タイケン科学学園 東京都千代田区神田神保町１－５２－４ ０３－３２１９－３２７１ 40 120 平成23年3月22日 不可

60 東京都 和光大学現代人間学部心理教育学科子ども教育専修 学校法人　和光学園 東京都町田市金井ヶ丘５－１－１ ０４４－９８９－７４９６ 60 240 平成22年2月24日 可

61 東京都 帝京科学大学教育人間科学部幼児保育学科 学校法人　帝京科学大学 東京都足立区千住桜木２－２－１ ０３－６９１０－１０１０ 100 400 平成22年3月16日 可

62 東京都 東京福祉大学保育児童学部保育児童学科 学校法人　茶屋四郎次郎記念学園 東京都豊島区東池袋４－２３－１ ０３－３９８７－６６０２ 100 550 平成24年3月28日 可

63 東京都 東京工学院専門学校幼児保育学科 学校法人　田中育英会 東京都小金井市前原町５－１－２９ ０４２－３８７－４８１０ 40 80 平成24年3月28日 不可

64 東京都 大東文化大学文学部教育学科保育士課程 学校法人　大東文化学園 東京都板橋区高島平１－９－１ ０３－５３９９－７３２４ 25 100 平成25年2月28日 可

65 東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校こども保育学科 学校法人　大原学園 東京都千代田区西神田２－４－１０ ０３－３２３４－５８５６ 40 80 平成25年1月11日 不可

66 東京都 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校こども保育学科 学校法人　大原学園 東京都立川市緑町４－８ ０４２－５２８－８０２３ 80 160 平成28年3月25日 不可

67 東京都 日本体育大学児童スポーツ教育学部児童スポーツ教育学科幼児教育保育コース 学校法人　日本体育大学 東京都世田谷区深沢７－１－１ ０３－５７０６－０９００ 50 200 平成25年1月11日 可

68 東京都 アルファ医療福祉専門学校こども保育学科 学校法人　西田学園 東京都町田市森野２－１５－１３ ０４２－７２９－１０２６ 50 100 平成27年2月4日 不可

69 東京都 日本デザイン福祉専門学校保育こどもデザイン学科 学校法人　国際代々木学園 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－７－３ ０３－３３５６－１５０１ 40 80 平成28年3月30日 不可

70 東京都 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 東京都新宿区高田馬場２－１４－１７ ０３－６８９２－２１５０ 80 160 平成28年3月25日 不可

71 東京都 日本女子大学家政学部児童学科保育者養成コース 学校法人　日本女子大学 東京都文京区目白台２－８－１ ０３－５９８１－３１３１ 44 176 平成29年3月17日 可

72 東京都 聖心女子大学現代教養学部教育学科初等教育学専攻幼児教育コース 学校法人聖心女子学院 東京都渋谷区広尾４－３－１ ０３－３４０７－５８１１ 50 200 平成30年3月26日 可

73 東京都 東京女子体育短期大学児童教育学科幼保コース 学校法人藤村学園 東京都国立市富士見台４－３０－１ ０４２－５７２－４１３１ 80 170 平成30年3月26日 可

74 東京都 東京福祉専門学校こども保育科 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区西葛西５－１０－３２ ０３－３８０４－１５１５ 120 240 平成30年3月26日 不可

75 東京都 学研アカデミー保育士養成コース 株式会社　学研ココファン 東京都大田区蒲田５－４０－１６蒲燃第３ビル ０１２０－５１２－５５８ 100 200 平成30年3月26日 不可

76 東京都 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科子ども支援学専攻 学校法人　東洋大学 東京都北区赤羽台１－７－１１ ０３－５９２４－２１００ 100 400 平成17年3月31日 可

77 東京都 代々木アニメーション学院東京校こども学部こども保育科 株式会社　代々木アニメーション学院 東京都千代田区神田三崎町1-3-9　MCビル ０３－６８９５－５６２２ 40 80 令和4年3月16日 不可

78 八王子市 東京純心大学現代文化学部こども文化学科（保育士養成課程） 学校法人　東京純心女子学園 東京都八王子市滝山町２－６００ ０４２－６９２－０３２６ 40 190 平成16年3月30日 可

79 八王子市 帝京大学教育学部初等教育学科こども教育コース 学校法人　帝京大学 東京都八王子市大塚３５９ ０４２－６７８－３３００ 70 295 平成17年3月4日 可

80 八王子市 八王子保育専門学院保育士養成科 特定非営利活動法人木馬 東京都八王子市台町４－４５－１０ ０４２－６２９－９７２３ 50 100 平成30年3月26日 不可


