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北海道 公立大学 名寄市立大学 【保健福祉】社会保育
北海道 私立大学 札幌学院大学 【人文】こども発達
北海道 私立大学 札幌国際大学 【人文】心理
北海道 私立大学 星槎道都大学 【社会福祉】社会福祉
北海道 私立大学 藤女子大学 【人間生活】子ども教育
北海道 私立大学 北翔大学 【教育文化】教育
北海道 私立大学 北海道文教大学 【人間科学】こども発達
北海道 私立短期大学 旭川大学短期大学部 【幼児教育】
北海道 私立短期大学 釧路短期大学 【幼児教育】
北海道 私立短期大学 光塩学園女子短期大学 【保育】
北海道 私立短期大学 國學院大學北海道短期大学部 【幼児・児童教育】児童教育コース
北海道 私立短期大学 國學院大學北海道短期大学部 【幼児・児童教育】幼児保育コース
北海道 私立短期大学 札幌大学女子短期大学部 【こども】
北海道 私立短期大学 札幌大谷大学短期大学部 【保育】
北海道 私立短期大学 札幌国際大学短期大学部 【幼児教育保育】
北海道 私立短期大学 拓殖大学北海道短期大学 【保育】身体表現コース
北海道 私立短期大学 拓殖大学北海道短期大学 【保育】造形表現コース
北海道 私立短期大学 拓殖大学北海道短期大学 【保育】幼児音楽教育コース
北海道 私立短期大学 函館短期大学 【保育】
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【こども】保育心理コース
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【こども】保育福祉コース
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【こども】幼児教育コース
北海道 私立短期大学 北翔大学短期大学部 【こども】
青森 私立短期大学 青森明の星短期大学 【子ども福祉未来】コミュニティ福祉専攻
青森 私立短期大学 青森明の星短期大学 【子ども福祉未来】保育専攻
青森 私立短期大学 青森中央短期大学 【幼児保育】
青森 私立短期大学 柴田学園大学短期大学部 【保育】
青森 私立短期大学 八戸学院大学短期大学部 【幼児保育】
岩手 国立大学 岩手大学 【教育】学校教育教員養成課程
岩手 国立大学 岩手大学 【理工】化学・生命理工
岩手 私立大学 盛岡大学 【文】児童教育
岩手 私立短期大学 修紅短期大学 【幼児教育】
岩手 私立短期大学 盛岡大学短期大学部 【幼児教育】
宮城 国立大学 宮城教育大学 【教育】初等教育教員養成課程
宮城 私立大学 尚絅学院大学 【心理・教育学群】学校教育学類
宮城 私立大学 尚絅学院大学 【心理・教育学群】子ども学類
宮城 私立大学 仙台大学 【体育】子ども運動教育
宮城 私立大学 仙台白百合女子大学 【人間】人間発達
宮城 私立大学 東北学院大学 【文】教育
宮城 私立大学 東北福祉大学 【教育】教育
宮城 私立短期大学 聖和学園短期大学 【保育】
宮城 私立短期大学 仙台青葉学院短期大学 【こども】
宮城 私立短期大学 東北生活文化大学短期大学部 【生活文化】子ども生活専攻
宮城 私立短期大学 宮城誠真短期大学 【保育】
秋田 国立大学 秋田大学 【教育文化】学校教育課程
秋田 私立短期大学 聖霊女子短期大学 【生活文化】生活こども専攻
秋田 私立短期大学 聖園学園短期大学 【保育】
山形 私立大学 東北文教大学 【人間科学部】子ども教育
山形 私立短期大学 羽陽学園短期大学 【幼児教育】幼児教育コース
山形 私立短期大学 東北文教大学短期大学部 【子ども】
福島 私立大学 福島学院大学 【福祉】こども
福島 私立大学 福島学院大学 【福祉】福祉心理
福島 公立短期大学 会津大学短期大学部 【幼児教育】
福島 私立短期大学 いわき短期大学 【幼児教育】
福島 私立短期大学 郡山女子大学短期大学部 【幼児教育】
福島 私立短期大学 桜の聖母短期大学 【生活科学】福祉こども専攻（こども保育）
福島 私立短期大学 福島学院大学短期大学部 【保育】
茨城 国立大学 茨城大学 【教育】学校教育教員養成課程
茨城 私立大学 茨城キリスト教大学 【文】児童教育（児童教育）
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茨城 私立大学 茨城キリスト教大学 【文】児童教育（幼児保育）
茨城 私立大学 常磐大学 【人間科学】教育
茨城 私立大学 流通経済大学 【社会】社会
茨城 私立短期大学 茨城女子短期大学 【保育】
茨城 私立短期大学 つくば国際短期大学 【保育】
茨城 私立短期大学 常磐短期大学 【幼児教育保育】
栃木 国立大学 宇都宮大学 【共同教育】学校教育教員養成課程
栃木 私立大学 宇都宮共和大学 【子ども生活】子ども生活
栃木 私立大学 作新学院大学 【人間文化】発達教育
栃木 私立大学 白鷗大学 【教育】発達科学（児童教育）
栃木 私立短期大学 足利短期大学 【こども】
栃木 私立短期大学 國學院大學栃木短期大学 【人間教育】
栃木 私立短期大学 作新学院大学女子短期大学部 【幼児教育】
栃木 私立短期大学 佐野日本大学短期大学 【総合キャリア教育】
群馬 国立大学 群馬大学 【共同教育】学校教育教員養成課程
群馬 私立大学 育英大学 【教育】教育（児童教育専攻）
群馬 私立大学 共愛学園前橋国際大学 【国際社会】国際社会（地域児童教育）
群馬 私立大学 群馬医療福祉大学 【社会福祉】社会福祉（子ども）
群馬 私立大学 群馬医療福祉大学 【社会福祉】社会福祉（社会福祉）
群馬 私立大学 高崎健康福祉大学 【人間発達】子ども教育
群馬 私立大学 東京福祉大学（伊勢崎キャンパス） 【保育児童】保育児童
群馬 私立短期大学 育英短期大学 【保育】
群馬 私立短期大学 東京福祉大学短期大学部 【こども】保育・幼児教育専攻
群馬 私立短期大学 新島学園短期大学 【コミュニティ子ども】
群馬 私立短期大学 明和学園短期大学 【生活】こども学専攻
埼玉 私立大学 浦和大学 【こども】こども
埼玉 私立大学 共栄大学 【教育】教育
埼玉 私立大学 埼玉学園大学 【人間】子ども発達
埼玉 私立大学 淑徳大学（埼玉キャンパス） 【教育】こども教育
埼玉 私立大学 文教大学 【教育】発達教育課程
埼玉 私立短期大学 秋草学園短期大学 【地域保育】
埼玉 私立短期大学 秋草学園短期大学 【幼児教育】
埼玉 私立短期大学 秋草学園短期大学 【幼児教育（第二部）】
埼玉 私立短期大学 川口短期大学 【こども】
埼玉 私立短期大学 国際学院埼玉短期大学 【幼児保育】
埼玉 私立短期大学 埼玉純真短期大学 【こども】保育士課程
埼玉 私立短期大学 埼玉純真短期大学 【こども】幼稚園教諭課程
埼玉 私立短期大学 埼玉東萌短期大学 【幼児保育】
埼玉 私立短期大学 武蔵野短期大学 【幼児教育】
埼玉 私立短期大学 山村学園短期大学 【子ども】
千葉 国立大学 千葉大学 【教育】学校教員養成課程
千葉 私立大学 植草学園大学 【発達教育】発達支援教育
千葉 私立大学 江戸川大学 【メディアコミュニケーション】こどもコミュニケーション
千葉 私立大学 川村学園女子大学 【教育】児童教育
千葉 私立大学 川村学園女子大学 【教育】幼児教育
千葉 私立大学 敬愛大学 【教育】こども教育
千葉 私立大学 淑徳大学 【教育】こども教育
千葉 私立大学 城西国際大学 【福祉総合】福祉総合
千葉 私立大学 聖徳大学 【教育（夜間主）★】教育
千葉 私立大学 聖徳大学 【教育（夜間主）★】児童
千葉 私立大学 聖徳大学 【教育★】教育
千葉 私立大学 聖徳大学 【教育★】児童
千葉 私立大学 和洋女子大学 【人文】こども発達
千葉 私立短期大学 植草学園短期大学 【福祉】児童障害福祉専攻
千葉 私立短期大学 昭和学院短期大学 【人間生活】こども発達専攻
千葉 私立短期大学 聖徳大学短期大学部 【保育】
千葉 私立短期大学 聖徳大学短期大学部 【保育（二部）】幼稚園教員・保育士養成コース
千葉 私立短期大学 清和大学短期大学部 【こども】
千葉 私立短期大学 千葉敬愛短期大学 【現代子ども】初等教育コース
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千葉 私立短期大学 千葉敬愛短期大学 【現代子ども】保育コース
千葉 私立短期大学 千葉経済大学短期大学部 【こども】
千葉 私立短期大学 千葉明徳短期大学 【保育創造】
千葉 私立短期大学 東京経営短期大学 【こども教育】
東京 国立大学 東京学芸大学 【教育】初等教育教員養成課程
東京 私立大学 青山学院大学 【教育人間科学】教育
東京 私立大学 桜美林大学 【健康福祉学群】
東京 私立大学 大妻女子大学 【家政】児童
東京 私立大学 共立女子大学 【家政】児童
東京 私立大学 国立音楽大学 【音楽】音楽文化教育
東京 私立大学 國學院大學 【人間開発】子ども支援
東京 私立大学 國學院大學 【人間開発】初等教育
東京 私立大学 国士舘大学 【体育】こどもスポーツ教育
東京 私立大学 国士舘大学 【文】教育（初等教育）
東京 私立大学 こども教育宝仙大学 【こども教育】幼児教育
東京 私立大学 実践女子大学 【生活科学】生活文化
東京 私立大学 昭和女子大学 【人間社会】初等教育
東京 私立大学 白梅学園大学 【子ども】家族・地域支援
東京 私立大学 白梅学園大学 【子ども】子ども
東京 私立大学 白梅学園大学 【子ども】発達臨床
東京 私立大学 白百合女子大学 【人間総合】初等教育
東京 私立大学 聖心女子大学 【現代教養】教育
東京 私立大学 創価大学 【教育】教育
東京 私立大学 創価大学 【教育】児童教育
東京 私立大学 高千穂大学 【人間科学】人間科学
東京 私立大学 玉川大学 【教育】教育
東京 私立大学 玉川大学 【教育】乳幼児発達
東京 私立大学 帝京大学 【教育】初等教育
東京 私立大学 帝京科学大学 【教育人間科学（山梨）】こども
東京 私立大学 帝京科学大学 【教育人間科学（東京）】学校教育
東京 私立大学 帝京科学大学 【教育人間科学（東京）】幼児保育
東京 私立大学 帝京平成大学 【人文社会】児童
東京 私立大学 帝京平成大学 【人文社会】人間文化
東京 私立大学 東海大学 【児童教育★】児童教育
東京 私立大学 東京家政大学 【家政】児童教育
東京 私立大学 東京家政大学 【子ども】子ども支援
東京 私立大学 東京家政学院大学 【現代生活】児童
東京 私立大学 東京純心大学 【現代文化】こども文化
東京 私立大学 東京成徳大学（十条台キャンパス） 【子ども】子ども
東京 私立大学 東京都市大学 【人間科学】児童
東京 私立大学 東京福祉大学（池袋キャンパス） 【教育】教育
東京 私立大学 東京福祉大学（池袋キャンパス） 【社会福祉】保育児童
東京 私立大学 東京未来大学 【こども心理】こども心理（こども保育・教育専攻）
東京 私立大学 東洋大学 【福祉社会デザイン☆】子ども支援
東京 私立大学 東洋大学 【文】教育（初等教育）
東京 私立大学 日本社会事業大学 【社会福祉】福祉援助
東京 私立大学 日本女子大学 【家政】児童
東京 私立大学 日本女子大学 【人間社会】教育
東京 私立大学 日本女子体育大学 【体育】健康スポーツ
東京 私立大学 日本女子体育大学 【体育】子ども運動
東京 私立大学 文京学院大学 【人間】児童発達
東京 私立大学 武蔵野大学 【教育】教育
東京 私立大学 武蔵野大学 【教育】幼児教育
東京 私立大学 武蔵野大学 【人間科学】人間科学
東京 私立大学 明治学院大学 【心理】教育発達
東京 私立大学 明星大学 【教育】教育
東京 私立大学 目白大学 【人間】子ども
東京 私立大学 目白大学 【人間】児童教育
東京 私立大学 和光大学 【現代人間】心理教育
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東京 私立短期大学 有明教育芸術短期大学 【子ども教育】
東京 私立短期大学 駒沢女子短期大学 【保育】
東京 私立短期大学 白梅学園短期大学 【保育】
東京 私立短期大学 星美学園短期大学 【幼児保育】
東京 私立短期大学 帝京短期大学 【こども教育】こども教育専攻
東京 私立短期大学 貞静学園短期大学 【保育】
東京 私立短期大学 東京家政大学短期大学部 【保育】
東京 私立短期大学 東京女子体育短期大学 【児童教育】
東京 私立短期大学 東京成徳短期大学 【幼児教育】
東京 私立短期大学 東京立正短期大学 【現代コミュニケーション】幼児教育専攻
東京 私立短期大学 フェリシアこども短期大学 【国際こども教育】
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【児童】子ども心理
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【児童】児童
神奈川 私立大学 関東学院大学 【教育】こども発達
神奈川 私立大学 相模女子大学 【学芸】子ども教育
神奈川 私立大学 松蔭大学 【コミュニケーション文化】子ども
神奈川 私立大学 松蔭大学 【コミュニケーション文化】生活心理
神奈川 私立大学 田園調布学園大学 【子ども未来】子ども未来
神奈川 私立大学 東洋英和女学院大学 【人間科学】保育子ども
神奈川 私立大学 横浜創英大学 【こども教育】幼児教育
神奈川 私立短期大学 和泉短期大学 【児童福祉】
神奈川 私立短期大学 小田原短期大学 【保育】
神奈川 私立短期大学 鎌倉女子大学短期大学部 【初等教育】
神奈川 私立短期大学 湘北短期大学 【保育】
神奈川 私立短期大学 洗足こども短期大学 【幼児教育保育】
神奈川 私立短期大学 鶴見大学短期大学部 【保育】
神奈川 私立短期大学 横浜女子短期大学 【保育】
新潟 国立大学 上越教育大学 【学校教育】初等教育教員養成課程
新潟 公立大学 新潟県立大学 【人間生活】子ども
新潟 私立短期大学 新潟青陵大学短期大学部 【幼児教育】
新潟 私立短期大学 新潟中央短期大学 【幼児教育】
山梨 公立大学 都留文科大学 【教養】学校教育
山梨 私立短期大学 帝京学園短期大学 【保育】
山梨 私立短期大学 山梨学院短期大学 【保育】
長野 公立大学 長野県立大学 【健康発達】こども
長野 私立短期大学 飯田女子短期大学 【幼児教育】
長野 私立短期大学 上田女子短期大学 【幼児教育】
長野 私立短期大学 信州豊南短期大学 【幼児教育】
長野 私立短期大学 清泉女学院短期大学 【幼児教育】
長野 私立短期大学 松本短期大学 【幼児保育】
静岡 私立大学 静岡英和学院大学 【人間社会】コミュニティ福祉
静岡 私立大学 静岡福祉大学 【子ども】子ども
静岡 私立大学 聖隷クリストファー大学 【社会福祉】こども教育福祉
静岡 私立大学 常葉大学 【教育】初等教育課程
静岡 私立大学 常葉大学 【教育】心理教育
静岡 私立大学 常葉大学 【健康プロデュース】こども健康
静岡 私立大学 常葉大学 【保育】保育
静岡 私立大学 浜松学院大学 【現代コミュニケーション】子どもコミュニケ－ション
静岡 公立短期大学 静岡県立大学短期大学部 【こども】
静岡 公立短期大学 静岡県立大学短期大学部 【社会福祉】社会福祉専攻
静岡 私立短期大学 常葉大学短期大学部 【保育】
静岡 私立短期大学 浜松学院大学短期大学部 【幼児教育】
富山 私立大学 富山国際大学 【子ども育成】子ども育成
富山 私立短期大学 富山短期大学 【幼児教育】
富山 私立短期大学 富山福祉短期大学 【幼児教育】
石川 私立大学 金沢学院大学 【教育★】教育
石川 私立大学 金沢星稜大学 【人間科学】こども
石川 私立大学 金城大学 【社会福祉】子ども福祉
石川 私立大学 北陸学院大学 【人間総合】子ども教育
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石川 私立短期大学 金沢学院短期大学 【幼児教育】
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【幼児教育】
福井 私立大学 仁愛大学 【人間生活】子ども教育
福井 私立短期大学 仁愛女子短期大学 【幼児教育】
岐阜 私立大学 岐阜聖徳学園大学 【教育】学校教育課程
岐阜 私立大学 岐阜女子大学 【家政】生活科学（生活科学）
岐阜 私立大学 岐阜女子大学 【文化創造】文化創造（初等教育）
岐阜 私立大学 中部学院大学 【教育】子ども教育
岐阜 私立大学 東海学院大学 【人間関係】子ども発達
岐阜 私立短期大学 大垣女子短期大学 【幼児教育】
岐阜 私立短期大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部 【幼児教育（第一部）】
岐阜 私立短期大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部 【幼児教育（第三部）】
岐阜 私立短期大学 中京学院大学短期大学部 【保育】
岐阜 私立短期大学 中部学院大学短期大学部 【幼児教育】
岐阜 私立短期大学 東海学院大学短期大学部 【幼児教育】強くなる子どもスポーツ
岐阜 私立短期大学 東海学院大学短期大学部 【幼児教育】強くなる子ども医療・心理
岐阜 私立短期大学 東海学院大学短期大学部 【幼児教育】強くなる子ども音楽
岐阜 私立短期大学 東海学院大学短期大学部 【幼児教育】強くなる子ども造形
愛知 国立大学 愛知教育大学 【教育】初等教育教員養成課程
愛知 公立大学 愛知県立大学 【教育福祉】教育発達
愛知 公立大学 名古屋市立大学 【人文社会】心理教育
愛知 私立大学 愛知学泉大学 【家政】こどもの生活
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【福祉貢献】福祉貢献（子ども福祉）
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【文】教育
愛知 私立大学 愛知東邦大学 【教育】子ども発達
愛知 私立大学 桜花学園大学 【保育】国際教養こども
愛知 私立大学 桜花学園大学 【保育】保育
愛知 私立大学 岡崎女子大学 【子ども教育】子ども教育
愛知 私立大学 金城学院大学 【人間科学】現代子ども教育
愛知 私立大学 至学館大学 【健康科学】こども健康・教育
愛知 私立大学 椙山女学園大学 【教育】子ども発達
愛知 私立大学 中部大学 【現代教育】現代教育
愛知 私立大学 中部大学 【現代教育】幼児教育
愛知 私立大学 東海学園大学 【教育】教育
愛知 私立大学 東京福祉大学（名古屋キャンパス） 【教育】教育
愛知 私立大学 同朋大学 【社会福祉】社会福祉
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【スポーツ健康】こどもスポーツ教育
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【スポーツ健康】スポーツ健康
愛知 私立大学 名古屋学芸大学 【ヒューマンケア】子どもケア
愛知 私立大学 名古屋経済大学 【人間生活科学】教育保育
愛知 私立大学 名古屋芸術大学（人間発達学部） 【人間発達】子ども発達
愛知 私立大学 名古屋女子大学 【文】児童教育
愛知 私立大学 名古屋柳城女子大学 【こども】こども
愛知 私立大学 日本福祉大学 【教育・心理】子ども発達
愛知 私立短期大学 愛知学泉短期大学 【幼児教育】
愛知 私立短期大学 愛知文教女子短期大学 【幼児教育（第一部）】
愛知 私立短期大学 愛知文教女子短期大学 【幼児教育（第三部）】
愛知 私立短期大学 愛知みずほ短期大学 【現代幼児教育】
愛知 私立短期大学 岡崎女子短期大学 【幼児教育（第一部）】
愛知 私立短期大学 岡崎女子短期大学 【幼児教育（第三部）】
愛知 私立短期大学 修文大学短期大学部 【幼児教育（第一部）】
愛知 私立短期大学 修文大学短期大学部 【幼児教育（第三部）】
愛知 私立短期大学 豊橋創造大学短期大学部 【幼児教育・保育】
愛知 私立短期大学 名古屋短期大学 【保育】
愛知 私立短期大学 名古屋経営短期大学 【子ども】
愛知 私立短期大学 名古屋女子大学短期大学部 【保育（第一部）】
愛知 私立短期大学 名古屋女子大学短期大学部 【保育（第三部）】
愛知 私立短期大学 名古屋柳城短期大学 【保育】
三重 私立大学 皇學館大学 【教育】教育
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三重 私立大学 鈴鹿大学 【こども教育】こども教育
三重 私立短期大学 鈴鹿大学短期大学部 【生活コミュニケーション】こども学専攻
三重 私立短期大学 高田短期大学 【子ども】
三重 私立短期大学 ユマニテク短期大学 【幼児保育】
滋賀 私立大学 びわこ学院大学 【教育福祉】スポーツ教育
滋賀 私立大学 びわこ学院大学 【教育福祉】子ども
滋賀 私立短期大学 滋賀短期大学 【幼児教育保育】
滋賀 私立短期大学 滋賀文教短期大学 【子ども】小学校教諭養成コース
滋賀 私立短期大学 滋賀文教短期大学 【子ども】保育士養成コース
京都 私立大学 大谷大学 【教育】教育
京都 私立大学 京都華頂大学 【現代家政】現代家政
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】こども芸術
京都 私立大学 京都光華女子大学 【こども教育】こども教育
京都 私立大学 京都女子大学 【発達教育】児童
京都 私立大学 京都橘大学 【発達教育】児童教育
京都 私立大学 京都文教大学 【こども教育】こども教育
京都 私立大学 同志社女子大学 【現代社会】現代こども
京都 私立大学 花園大学 【社会福祉】児童福祉
京都 私立大学 佛教大学 【教育】教育
京都 私立大学 佛教大学 【教育】幼児教育★
京都 私立大学 平安女学院大学 【子ども教育】子ども教育
京都 私立短期大学 池坊短期大学 【幼児保育】
京都 私立短期大学 華頂短期大学 【幼児教育】
京都 私立短期大学 京都西山短期大学 【仏教】仏教保育専攻（保育幼児教育）
京都 私立短期大学 京都文教短期大学 【幼児教育】
京都 私立短期大学 龍谷大学短期大学部 【こども教育】
大阪 国立大学 大阪教育大学 【教育】初等教育教員養成課程
大阪 国立大学 大阪教育大学 【教育（二部）】初等教育教員養成課程
大阪 私立大学 大阪青山大学 【子ども教育★】子ども教育
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】初等芸術教育
大阪 私立大学 大阪樟蔭女子大学 【児童教育】児童教育
大阪 私立大学 大阪信愛学院大学 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪成蹊大学（教育学部） 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪総合保育大学 【児童保育】児童保育
大阪 私立大学 大阪総合保育大学 【児童保育】乳児保育
大阪 私立大学 大阪体育大学 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪人間科学大学 【人間科学】子ども教育
大阪 私立大学 関西大学 【文】総合人文
大阪 私立大学 関西福祉科学大学 【教育】教育
大阪 私立大学 四天王寺大学 【教育】教育
大阪 私立大学 千里金蘭大学 【教育☆】教育
大阪 私立大学 相愛大学 【人間発達】子ども発達
大阪 私立大学 太成学院大学 【人間】子ども発達
大阪 私立大学 常磐会学園大学 【国際こども教育】国際こども教育
大阪 私立大学 梅花女子大学 【心理こども】こども教育
大阪 私立大学 東大阪大学 【こども】アジアこども
大阪 私立大学 東大阪大学 【こども】こども
大阪 私立大学 桃山学院教育大学 【人間教育】人間教育
大阪 私立大学 大和大学 【教育】教育
大阪 私立短期大学 大阪キリスト教短期大学 【幼児教育】
大阪 私立短期大学 大阪芸術大学短期大学部（大阪キャンパス） 【保育】
大阪 私立短期大学 大阪健康福祉短期大学 【子ども福祉】
大阪 私立短期大学 大阪健康福祉短期大学 【保育・幼児教育】
大阪 私立短期大学 大阪国際大学短期大学部 【幼児保育】
大阪 私立短期大学 大阪城南女子短期大学 【総合保育】
大阪 私立短期大学 大阪千代田短期大学 【幼児教育】
大阪 私立短期大学 関西女子短期大学 【保育】総合保育コース
大阪 私立短期大学 関西女子短期大学 【保育】臨床保育コース
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大阪 私立短期大学 堺女子短期大学 【美容生活文化】保育士コース
大阪 私立短期大学 四條畷学園短期大学 【保育】
大阪 私立短期大学 四天王寺大学短期大学部 【保育】
大阪 私立短期大学 常磐会短期大学 【幼児教育】
大阪 私立短期大学 東大阪大学短期大学部 【実践保育】
兵庫 国立大学 神戸大学 【国際人間科学】子ども教育
兵庫 国立大学 兵庫教育大学 【学校教育】学校教育教員養成課程
兵庫 私立大学 芦屋大学 【臨床教育】児童教育
兵庫 私立大学 関西国際大学 【教育】教育福祉（こども学）
兵庫 私立大学 関西福祉大学 【教育】児童教育
兵庫 私立大学 関西学院大学 【教育】教育
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【人間科学】総合子ども
兵庫 私立大学 神戸医療未来大学 【人間社会】未来社会
兵庫 私立大学 神戸海星女子学院大学 【現代人間】心理こども
兵庫 私立大学 神戸松蔭女子学院大学 【教育】教育
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【文】教育
兵庫 私立大学 神戸親和女子大学 【教育】児童教育
兵庫 私立大学 神戸常盤大学 【教育】こども教育
兵庫 私立大学 園田学園女子大学 【人間教育】児童教育
兵庫 私立大学 姫路大学 【教育】こども未来
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【教育】教育
兵庫 私立短期大学 甲子園短期大学 【幼児教育保育】
兵庫 私立短期大学 神戸教育短期大学 【こども】
兵庫 私立短期大学 神戸女子短期大学 【幼児教育】
兵庫 私立短期大学 頌栄短期大学 【保育】
兵庫 私立短期大学 聖和短期大学 【保育】
兵庫 私立短期大学 園田学園女子大学短期大学部 【幼児教育】
兵庫 私立短期大学 豊岡短期大学 【こども】
兵庫 私立短期大学 姫路日ノ本短期大学 【幼児教育】ライフデザインコース
兵庫 私立短期大学 姫路日ノ本短期大学 【幼児教育】保育コース
兵庫 私立短期大学 兵庫大学短期大学部 【保育（第一部）】
兵庫 私立短期大学 兵庫大学短期大学部 【保育（第三部）】
兵庫 私立短期大学 湊川短期大学 【幼児教育保育】
兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【幼児教育】
奈良 私立大学 畿央大学 【教育】現代教育
奈良 私立大学 帝塚山大学 【教育】こども教育
奈良 私立大学 奈良学園大学 【人間教育】人間教育（人間教育）
奈良 私立短期大学 奈良佐保短期大学 【地域こども】こども教育コース
奈良 私立短期大学 奈良佐保短期大学 【地域こども】こども保育コース
奈良 私立短期大学 白鳳短期大学 【総合人間】こども教育専攻
和歌山 私立大学 高野山大学 【文】教育
和歌山 私立大学 和歌山信愛大学 【教育】子ども教育
和歌山 私立短期大学 和歌山信愛女子短期大学 【保育】
鳥取 私立短期大学 鳥取短期大学 【幼児教育保育】
島根 公立大学 島根県立大学 【人間文化】保育教育
島根 公立短期大学 島根県立大学短期大学部 【保育】
島根 私立短期大学 大阪健康福祉短期大学（松江キャンパス） 【保育・幼児教育】
岡山 私立大学 岡山理科大学 【教育】初等教育
岡山 私立大学 岡山理科大学 【理】基礎理
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉】子ども医療福祉
岡山 私立大学 環太平洋大学 【次世代教育】こども発達
岡山 私立大学 環太平洋大学 【次世代教育】教育経営
岡山 私立大学 くらしき作陽大学 【子ども教育】子ども教育
岡山 私立大学 就実大学 【教育】初等教育
岡山 私立大学 中国学園大学 【子ども】子ども
岡山 私立大学 ノートルダム清心女子大学 【人間生活】児童
岡山 私立大学 美作大学 【生活科学】児童
岡山 公立短期大学 倉敷市立短期大学 【保育】
岡山 私立短期大学 岡山短期大学 【幼児教育】
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岡山 私立短期大学 作陽短期大学 【音楽】幼児教育専攻
岡山 私立短期大学 山陽学園短期大学 【こども育成】
岡山 私立短期大学 就実短期大学 【幼児教育】
岡山 私立短期大学 中国短期大学 【保育】
岡山 私立短期大学 美作大学短期大学部 【幼児教育】
広島 公立大学 福山市立大学 【教育】児童教育（教育）
広島 公立大学 福山市立大学 【教育】児童教育（保育）
広島 私立大学 エリザベト音楽大学 【音楽】音楽文化
広島 私立大学 比治山大学 【現代文化】子ども発達教育
広島 私立大学 広島修道大学 【人文】教育
広島 私立大学 広島女学院大学 【人間生活】児童教育
広島 私立大学 広島都市学園大学 【子ども教育】子ども教育
広島 私立大学 広島文化学園大学 【学芸】子ども
広島 私立大学 広島文教大学 【教育】教育
広島 私立大学 広島文教大学 【人間科学】人間福祉
広島 私立大学 福山平成大学 【福祉健康】こども
広島 私立大学 安田女子大学 【教育】児童教育
広島 私立短期大学 比治山大学短期大学部 【幼児教育】
広島 私立短期大学 広島文化学園短期大学 【保育】
広島 私立短期大学 安田女子短期大学 【保育】
山口 私立大学 至誠館大学 【ライフデザイン】ライフデザイン
山口 私立大学 梅光学院大学 【子ども】子ども未来
山口 私立大学 山口学芸大学 【教育】教育
山口 私立短期大学 岩国短期大学 【幼児教育】
山口 私立短期大学 宇部フロンティア大学短期大学部 【保育】
山口 私立短期大学 下関短期大学 【保育】
山口 私立短期大学 山口短期大学 【児童教育】初等教育学専攻
山口 私立短期大学 山口短期大学 【児童教育】幼児教育学専攻
山口 私立短期大学 山口芸術短期大学 【保育】幼児教育コース
徳島 私立大学 四国大学 【生活科学】児童
徳島 私立大学 徳島文理大学 【人間生活】児童
徳島 私立短期大学 四国大学短期大学部 【幼児教育保育】
徳島 私立短期大学 徳島文理大学短期大学部 【保育】
香川 私立大学 四国学院大学 【文】人文
香川 私立大学 高松大学 【発達科学】子ども発達
香川 私立短期大学 香川短期大学 【子ども（第Ⅰ部）】
香川 私立短期大学 香川短期大学 【子ども（第Ⅲ部）】
香川 私立短期大学 高松短期大学 【保育】
愛媛 私立大学 松山東雲女子大学 【人文科学】心理子ども（子ども）
愛媛 私立短期大学 今治明徳短期大学 【幼児教育】
愛媛 私立短期大学 聖カタリナ大学短期大学部 【保育】
愛媛 私立短期大学 松山東雲短期大学 【保育】
高知 私立短期大学 高知学園短期大学 【幼児保育】
福岡 国立大学 福岡教育大学 【教育】初等教育教員養成課程
福岡 私立大学 九州産業大学 【人間科学】子ども教育
福岡 私立大学 九州女子大学 【人間科学】人間発達
福岡 私立大学 久留米大学 【人間健康】総合子ども
福岡 私立大学 西南学院大学 【人間科学】児童教育
福岡 私立大学 筑紫女学園大学 【人間科学】人間科学（初等教育・保育）
福岡 私立大学 中村学園大学 【教育】児童幼児教育
福岡 私立大学 福岡大学 【人文】教育・臨床心理
福岡 私立大学 福岡女学院大学 【人間関係】子ども発達
福岡 私立短期大学 九州大谷短期大学 【幼児教育】幼児教育コース
福岡 私立短期大学 九州女子短期大学 【子ども健康】
福岡 私立短期大学 近畿大学九州短期大学 【保育】
福岡 私立短期大学 香蘭女子短期大学 【保育】
福岡 私立短期大学 純真短期大学 【こども】
福岡 私立短期大学 精華女子短期大学 【幼児保育】
福岡 私立短期大学 西南女学院大学短期大学部 【保育】
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福岡 私立短期大学 中村学園大学短期大学部 【幼児保育】
福岡 私立短期大学 西日本短期大学 【保育】
福岡 私立短期大学 東筑紫短期大学 【保育】
福岡 私立短期大学 福岡こども短期大学 【こども教育】
福岡 私立短期大学 福岡女子短期大学 【子ども】
佐賀 私立大学 西九州大学 【子ども】子ども
佐賀 私立短期大学 九州龍谷短期大学 【保育】
佐賀 私立短期大学 佐賀女子短期大学 【こども未来】こども教育コース
佐賀 私立短期大学 佐賀女子短期大学 【こども未来】こども保育コース
佐賀 私立短期大学 西九州大学短期大学部 【幼児保育】心理・環境コース
佐賀 私立短期大学 西九州大学短期大学部 【幼児保育】表現・音楽コース
長崎 私立大学 活水女子大学 【健康生活】子ども
長崎 私立大学 長崎純心大学 【人文】こども教育保育
長崎 私立短期大学 長崎短期大学 【保育】
長崎 私立短期大学 長崎女子短期大学 【幼児教育】
熊本 国立大学 熊本大学 【教育】小学校教員養成課程
熊本 私立大学 九州ルーテル学院大学 【人文】人文（こども）
熊本 私立大学 熊本学園大学 【社会福祉】子ども家庭福祉
熊本 私立大学 平成音楽大学 【音楽】こども
熊本 私立短期大学 尚絅大学短期大学部 【幼児教育】
熊本 私立短期大学 中九州短期大学 【幼児保育】こども心理コース
熊本 私立短期大学 中九州短期大学 【幼児保育】保育総合コース
大分 私立大学 日本文理大学 【経営経済】経営経済
大分 私立短期大学 東九州短期大学 【幼児教育】
大分 私立短期大学 別府大学短期大学部 【初等教育】
大分 私立短期大学 別府溝部学園短期大学 【幼児教育】
宮崎 私立大学 南九州大学 【人間発達】子ども教育
宮崎 私立大学 宮崎国際大学 【教育】児童教育
宮崎 私立短期大学 宮崎学園短期大学 【保育】
鹿児島 私立大学 鹿児島国際大学 【福祉社会】児童
鹿児島 私立大学 鹿児島純心女子大学 【人間教育】教育・心理
鹿児島 私立短期大学 鹿児島純心女子短期大学 【生活】こども学専攻
鹿児島 私立短期大学 鹿児島女子短期大学 【児童教育】小・幼・保コース
鹿児島 私立短期大学 鹿児島女子短期大学 【児童教育】幼・保コース
鹿児島 私立短期大学 第一幼児教育短期大学 【幼児教育】
沖縄 私立大学 沖縄大学 【人文】こども文化
沖縄 私立短期大学 沖縄キリスト教短期大学 【保育】
沖縄 私立短期大学 沖縄女子短期大学 【児童教育】初等教育コース
沖縄 私立短期大学 沖縄女子短期大学 【児童教育】心理教育コース
沖縄 私立短期大学 沖縄女子短期大学 【児童教育】福祉教育コース


