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保育／幼児教育

北海道 専門学校 大原医療福祉専門学校

北海道 専門学校 札幌医療秘書福祉専門学校

北海道 専門学校 札幌こども専門学校

北海道 専門学校 札幌スポーツ＆メディカル専門学校

北海道 専門学校 せいとく介護こども福祉専門学校

北海道 専門学校 美芸学園幼児教育専門学校

北海道 専門学校 北海道医薬専門学校

北海道 専門学校 北海道ハイテクノロジー専門学校

北海道 専門学校 専門学校北海道福祉大学校（保育系）

宮城 専門学校 仙台医療秘書福祉専門学校

宮城 専門学校 仙台こども専門学校

宮城 専門学校 仙台保健福祉専門学校

宮城 専門学校 仙台リゾート＆スポーツ専門学校

宮城 各種スクール ヒューマンアカデミー仙台校

栃木 専門学校 宇都宮ビジネス電子専門学校

栃木 専門学校 国際介護福祉専門学校

群馬 専門学校 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校

群馬 専門学校 群馬社会福祉専門学校

埼玉 専門学校 大原こども専門学校

埼玉 専門学校 大宮こども専門学校

埼玉 各種スクール ヒューマンアカデミー大宮校

千葉 専門学校 千葉医療秘書専門学校

千葉 専門学校 千葉こども専門学校

東京 専門学校 大原医療秘書福祉保育専門学校

東京 専門学校 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校

東京 専門学校 篠原保育医療情報専門学校

東京 専門学校 東京医療秘書福祉専門学校

東京 専門学校 東京工学院専門学校

東京 専門学校 東京国際福祉専門学校

東京 専門学校 東京こども専門学校

東京 専門学校 東京未来大学福祉保育専門学校

東京 専門学校 東京リゾート＆スポーツ専門学校

東京 専門学校 日本ウェルネススポーツ専門学校

東京 専門学校 日本外国語専門学校

東京 専門学校 日本工学院八王子専門学校（医療・保育カレッジ）

東京 各種スクール ヒューマンアカデミー東京校

神奈川 専門学校 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校

神奈川 専門学校 横浜こども専門学校

神奈川 専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校
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神奈川 各種スクール ヒューマンアカデミー横浜校

山梨 専門学校 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校（2018年4月校名変更　旧：大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校甲府校）

愛知 専門学校 名古屋医療秘書福祉専門学校

愛知 専門学校 名古屋こども専門学校

愛知 専門学校 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校

愛知 専門学校 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

京都 各種スクール ヒューマンアカデミー京都校

大阪 専門学校 ECC国際外語専門学校

大阪 専門学校 大阪医療秘書福祉専門学校

大阪 専門学校 大阪こども専門学校

大阪 専門学校 大阪バイオメディカル専門学校

大阪 専門学校 大阪保育こども教育専門学校

大阪 専門学校 大阪保健福祉専門学校

大阪 専門学校 大阪リゾート＆スポーツ専門学校

大阪 各種スクール ヒューマンアカデミー大阪校

兵庫 専門学校 大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫路校

兵庫 専門学校 神戸元町こども専門学校

和歌山 専門学校 大原情報医療保育専門学校和歌山校

島根 専門学校 山陰中央専門大学校

岡山 専門学校 専門学校岡山情報ビジネス学院

広島 専門学校 穴吹医療福祉専門学校

広島 専門学校 トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校

広島 専門学校 広島医療秘書こども専門学校

広島 各種スクール ヒューマンアカデミー広島校

香川 専門学校 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ

福岡 専門学校 麻生医療福祉＆観光カレッジ

福岡 専門学校 麻生医療福祉専門学校福岡校

福岡 専門学校 F・Cフチガミ医療福祉専門学校

福岡 専門学校 大原保育医療福祉専門学校福岡校

福岡 専門学校 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ

福岡 専門学校 福岡医健・スポーツ専門学校（2018年4月校名変更　旧：福岡医健専門学校）

福岡 専門学校 福岡医療秘書福祉専門学校

福岡 専門学校 福岡こども専門学校

福岡 専門学校 福岡リゾート＆スポーツ専門学校

福岡 各種スクール ヒューマンアカデミー北九州校

福岡 各種スクール ヒューマンアカデミー福岡校

福岡 短期大学 西日本短期大学

長崎 専門学校 長崎医療こども専門学校

熊本 専門学校 大原保育医療福祉専門学校熊本校
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熊本 専門学校 専修学校熊本YMCA学院

大分 専門学校 大分保育専門学校

大分 専門学校 専門学校九州総合スポーツカレッジ

宮崎 専門学校 宮崎医療管理専門学校

宮崎 専門学校 宮崎情報ビジネス医療専門学校

鹿児島 専門学校 奄美看護福祉専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島キャリアデザイン専門学校（保育・幼児教育系）

鹿児島 専門学校 神村学園専修学校

沖縄 専門学校 専修学校育成保育カレッジ学院

沖縄 専門学校 エルケア医療保育専門学校

沖縄 専門学校 沖縄こども専門学校

沖縄 専門学校 専門学校沖縄中央学園

沖縄 専門学校 沖縄福祉保育専門学校

沖縄 専門学校 専門学校尚学院国際ビジネスアカデミー

沖縄 専門学校 ソーシャルワーク専門学校

沖縄 各種スクール ヒューマンアカデミー那覇校


