
1 北海道 私立 旭川大学短期大学部 幼児教育学科 100
釧路短期大学 幼児教育学科 50
光塩学園女子短期大学 保育科 150
札幌国際大学短期大学部 幼児教育保育学科 140
札幌大学女子短期大学部 こども学科 50
札幌大谷大学短期大学部 保育科 100
帯広大谷短期大学 社会福祉科 子ども福祉専攻 70
拓殖大学北海道短期大学 保育学科 80
函館大谷短期大学 こども学科 70
函館短期大学 保育学科 60
北翔大学短期大学部 こども学科 140
國學院大學北海道短期大学部 幼児・児童教育学科 75

2 青森県 私立 青森中央短期大学 幼児保育学科 100
青森明の星短期大学 子ども福祉未来学科 保育専攻 60
東北女子短期大学 保育科 100
八戸学院大学短期大学部 幼児保育学科 100

3 岩手県 私立 修紅短期大学 幼児教育学科 55
盛岡大学短期大学部 幼児教育科 150

4 宮城県 私立 宮城誠真短期大学 保育科 50
聖和学園短期大学 保育学科 90
仙台青葉学院短期大学 こども学科 100
東北生活文化大学短期大学部 生活文化学科 子ども生活専攻 60

5 秋田県 私立 聖園学園短期大学 保育科 100
聖霊女子短期大学 生活文化科 生活こども専攻 50

6 山形県 私立 羽陽学園短期大学 幼児教育科 100
東北文教大学短期大学部 子ども学科 100

7 福島県 公立 会津大学短期大学部 幼児教育学科 50
私立 いわき短期大学 幼児教育科 100

郡山女子大学短期大学部 幼児教育学科 140
桜の聖母短期大学 生活科学科 福祉こども専攻 50
福島学院大学短期大学部 保育学科 150

8 茨城県 私立 つくば国際短期大学 保育科 100
茨城女子短期大学 保育科 100
常磐短期大学 幼児教育保育学科 140

9 栃木県 私立 佐野日本大学短期大学 総合キャリア教育学科 保育士養成課程 100
作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科 145
足利短期大学 こども学科 100
國學院大學栃木短期大学 人間教育学科 子ども教育フィールド 100

10 群馬県 私立 育英短期大学 保育学科 240
新島学園短期大学 コミュニティ子ども学科 65
東京福祉大学短期大学部 こども学科 保育・幼児教育専攻 75
明和学園短期大学 生活学科 こども学専攻 50

11 埼玉県 私立 国際学院埼玉短期大学 幼児保育学科 180
埼玉純真短期大学 こども学科 150
埼玉東萌短期大学 幼児保育学科 80
山村学園短期大学 子ども学科 100
秋草学園短期大学 地域保育学科 100

幼児教育学科第一部 150
幼児教育学科第二部 100

川口短期大学 こども学科 190
武蔵野短期大学 幼児教育学科 100

12 千葉県 私立 昭和学院短期大学 人間生活学科 こども発達専攻 60
植草学園短期大学 福祉学科 児童障害福祉専攻 100
清和大学短期大学部 こども学科 100
聖徳大学短期大学部 保育科第一部 200

保育科第二部 30
千葉敬愛短期大学 現代子ども学科 200
千葉経済大学短期大学部 こども学科 200
千葉明徳短期大学 保育創造学科 150
東京経営短期大学 こども教育学科 60

13 東京都 私立 駒沢女子短期大学 保育科 130
淑徳大学短期大学部 こども学科 250
新渡戸文化短期大学 生活学科 児童生活専攻 50
星美学園短期大学 幼児保育学科 100
鶴川女子短期大学 国際こども教育学科 150
貞静学園短期大学 保育学科 150
帝京短期大学 こども教育学科 こども教育専攻 50
東京家政大学短期大学部 保育科 120
東京女子体育短期大学 児童教育学科 110
東京成徳短期大学 幼児教育科 180
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 50
白梅学園短期大学 保育科 95
有明教育芸術短期大学 子ども教育学科 100
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14 神奈川県 私立 横浜女子短期大学 保育科 200
鎌倉女子大学短期大学部 初等教育学科 200
小田原短期大学 保育学科 140
湘北短期大学 保育学科 135
聖セシリア女子短期大学 幼児教育学科 100
洗足こども短期大学 幼児教育保育科 300
鶴見大学短期大学部 保育科 200
和泉短期大学 児童福祉学科 250

15 新潟県 私立 新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科 130
新潟中央短期大学 幼児教育科 100

16 富山県 私立 富山短期大学 幼児教育学科 80
富山福祉短期大学 幼児教育学科 50

17 石川県 私立 金城大学短期大学部 幼児教育学科 150
金沢学院短期大学 幼児教育学科 50

18 福井県 私立 仁愛女子短期大学 幼児教育学科 120
19 山梨県 私立 山梨学院短期大学 保育科 150

帝京学園短期大学 保育科 50
20 長野県 私立 松本短期大学 幼児保育学科 100

上田女子短期大学 幼児教育学科 120
信州豊南短期大学 幼児教育学科 100
清泉女学院短期大学 幼児教育科 100
飯田女子短期大学 幼児教育学科 80

21 岐阜県 私立 岐阜聖徳学園大学短期大学部 幼児教育学科第一部 100
幼児教育学科第三部 50

大垣女子短期大学 幼児教育学科 50
中京学院大学短期大学部 保育科 100
中部学院大学短期大学部 幼児教育学科 100
東海学院大学短期大学部 幼児教育学科 100

22 静岡県 公立 静岡県立大学短期大学部 こども学科 30
私立 常葉大学短期大学部 保育科 150

東海大学短期大学部 児童教育学科 100
浜松学院大学短期大学部 幼児教育科 140

23 愛知県 私立 愛知みずほ短期大学 現代幼児教育学科 50
愛知学泉短期大学 幼児教育学科 120
愛知江南短期大学 こども健康学科 保育専攻 100
愛知文教女子短期大学 幼児教育学科第１部 80

幼児教育学科第３部 70
岡崎女子短期大学 幼児教育学科第一部 172

幼児教育学科第三部 80
修文大学短期大学部 幼児教育学科第一部 120

幼児教育学科第三部 100
豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 100
名古屋経営短期大学 子ども学科 50
名古屋女子大学短期大学部 保育学科 第一部 150

第三部 50
名古屋短期大学 保育科 240
名古屋柳城短期大学 保育科 200

24 三重県 私立 ユマニテク短期大学 幼児保育学科 100
高田短期大学 子ども学科 150
鈴鹿大学短期大学部 生活コミュニケーション学科 こども学専攻 50

25 滋賀県 私立 びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 児童学コース 30
滋賀短期大学 幼児教育保育学科 150
滋賀文教短期大学 子ども学科 50

26 京都府 私立 華頂短期大学 幼児教育学科 180
京都西山短期大学 仏教学科 仏教保育専攻 50
京都文教短期大学 幼児教育学科 150
池坊短期大学 幼児保育学科 90
龍谷大学短期大学部 こども教育学科 135

27 大阪府 私立 プール学院短期大学 幼児教育保育学科 90
関西女子短期大学 保育学科 120
四天王寺大学短期大学部 保育科 120
四條畷学園短期大学 保育学科 100
常磐会短期大学 幼児教育科 300
大阪キリスト教短期大学 幼児教育学科 200
大阪芸術大学短期大学部 保育学科 100
大阪健康福祉短期大学 子ども福祉学科 70

保育・幼児教育学科 40
大阪国際大学短期大学部 幼児保育学科 150
大阪城南女子短期大学 総合保育学科 170
大阪信愛学院短期大学 子ども教育学科 120
大阪成蹊短期大学 幼児教育学科 300
大阪千代田短期大学 幼児教育科 150
東大阪大学短期大学部 実践保育学科 80
平安女学院大学短期大学部 保育科 100

28 兵庫県 私立 園田学園女子大学短期大学部 幼児教育学科 120
甲子園短期大学 幼児教育保育学科 80
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神戸教育短期大学 児童教育学科 130
神戸女子短期大学 幼児教育学科 100
聖和短期大学 保育科 150
姫路日ノ本短期大学 幼児教育科 70
武庫川女子大学短期大学部 幼児教育学科 150
兵庫大学短期大学部 保育科第一部 100

保育科第三部 80
豊岡短期大学 こども学科 40
湊川短期大学 幼児教育保育学科 100
頌栄短期大学 保育科 150

29 奈良県 私立 奈良佐保短期大学 地域こども学科 100
白鳳短期大学 総合人間学科 こども教育専攻 100

30 和歌山県 私立 和歌山信愛女子短期大学 保育科 100
31 鳥取県 私立 鳥取短期大学 幼児教育保育学科 145
32 島根県 公立 島根県立大学短期大学部 保育学科 40
33 岡山県 公立 倉敷市立短期大学 保育学科 50

私立 岡山短期大学 幼児教育学科 100
作陽音楽短期大学 音楽学科 幼児教育専攻 40
山陽学園短期大学 幼児教育学科 100
就実短期大学 幼児教育学科 100
中国短期大学 保育学科 120
美作大学短期大学部 幼児教育学科 70

34 広島県 私立 安田女子短期大学 保育科 150
広島文化学園短期大学 保育学科 100
比治山大学短期大学部 幼児教育科 100

35 山口県 私立 宇部フロンティア大学短期大学部 保育学科 80
下関短期大学 保育学科 50
岩国短期大学 幼児教育科 80
山口芸術短期大学 保育学科 120
山口短期大学 児童教育学科 幼児教育学専攻 50

36 徳島県 私立 四国大学短期大学部 幼児教育保育科 80
徳島文理大学短期大学部 保育科 70

37 香川県 私立 香川短期大学 子ども学科第Ⅰ部 60
子ども学科第Ⅲ部 40

高松短期大学 保育学科 80
38 愛媛県 私立 今治明徳短期大学 幼児教育学科 40

松山東雲短期大学 保育科 100
聖カタリナ大学短期大学部 保育学科 100

39 高知県 私立 高知学園短期大学 幼児保育学科 80
40 福岡県 私立 久留米信愛短期大学 幼児教育学科 100

近畿大学九州短期大学 保育科 70
九州女子短期大学 子ども健康学科 幼稚園教諭養成課程 80
九州大谷短期大学 幼児教育学科 100
香蘭女子短期大学 保育学科 150
純真短期大学 こども学科 100
精華女子短期大学 幼児保育学科 150
西南女学院大学短期大学部 保育科 150
西日本短期大学 保育学科 100
中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 190
東筑紫短期大学 保育学科 150
福岡こども短期大学 こども教育学科 300
福岡女子短期大学 子ども学科 70

41 佐賀県 私立 九州龍谷短期大学 保育学科 75
佐賀女子短期大学 こども未来学科 80
西九州大学短期大学部 幼児保育学科 90

42 長崎県 私立 長崎女子短期大学 幼児教育学科 100
長崎短期大学 保育学科 保育専攻 100

43 熊本県 私立 尚絅大学短期大学部 幼児教育学科 150
中九州短期大学 幼児保育学科 80

44 大分県 私立 東九州短期大学 幼児教育学科 50
別府溝部学園短期大学 幼児教育学科 70
別府大学短期大学部 初等教育科 200

45 宮崎県 私立 宮崎学園短期大学 保育科 210
46 鹿児島県 私立 鹿児島純心女子短期大学 生活学科 こども学専攻 65

鹿児島女子短期大学 児童教育学科 240
第一幼児教育短期大学 幼児教育科 100

47 沖縄県 私立 沖縄キリスト教短期大学 保育科 100
沖縄女子短期大学 児童教育学科 175
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