
千葉県内指定保育士養成施設一覧（R4.4.1現在）

No 管　轄 保 育 士 養 成 施 設 の 名 称 種 別 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

※
開講形態

1 千葉県 聖徳大学教育学部児童学科(昼間主コース) 私立 大学 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１１１１ 325 1,304 平成7年3月30日 可 昼間部

2 千葉県 聖徳大学教育学部児童学科(夜間主コース) 私立 大学 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１１１１ 7 30 平成12年12月22日 可 夜間部

3 千葉県 聖徳大学通信教育部教育学部児童学科 私立 大学 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１２００ 120 120 平成12年12月22日 可 通信教育制

4 千葉県 聖徳大学心理・福祉学部社会福祉学科 私立 大学 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１１１１ 50 200 平成17年3月4日 不可 昼間部

5 千葉県 川村学園女子大学教育学部幼児教育学科 私立 大学 学校法人　川村学園 千葉県我孫子市下ヶ戸１１３３ ０４－７１８３－０１１1 80 320 平成12年11月30日 可 昼間部

6 千葉県 城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科子ども福祉コース 私立 大学 学校法人　城西大学 千葉県東金市求名１ ０４７５－５５－８８３８ 50 200 平成19年3月30日 可 昼間部

7 千葉県 和洋女子大学人文学部こども発達学科 私立 大学 学校法人　和洋学園 千葉県市川市国府台２－３－１ ０４７－３７１－１１２４ 70 280 平成21年3月25日 可 昼間部

8 千葉県 江戸川大学メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科 私立 大学 学校法人　江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ ０４－７１５２－9989 60 240 平成26年3月18日 可 昼間部

9 千葉県 流通経済大学社会学部社会学科保育士養成コース 私立 大学 学校法人　日通学園 千葉県松戸市新松戸３－２－１ ０４７－３４０－０２９１ 25 100 平成30年3月20日 不可 昼間部

10 千葉県 和洋女子大学家政学部家政福祉学科児童福祉コース 私立 大学 学校法人　和洋学園 千葉県市川市国府台２－３－１ ０４７－３７１－１１２４ 40 160 平成31年3月8日 不可 昼間部

11 千葉県 聖徳大学短期大学部保育科第一部 私立 短大 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１１１１ 160 320 昭和40年3月4日 可 昼間部

12 千葉県 聖徳大学短期大学部保育科第二部 私立 短大 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１１１１ 10 30 昭和45年3月28日 可 夜間部

13 千葉県 聖徳大学短期大学部通信教育部保育科 私立 短大 学校法人　東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬５５０　　 ０４７－３６５－１２００ 200 600 昭和48年2月19日 可 通信教育制

14 千葉県 清和大学短期大学部こども学科 私立 短大 学校法人　君津学園 千葉県木更津市東太田３－４－２　 ０４３８－３０－５５２２ 80 160 昭和43年3月23日 可 昼間部

15 千葉県 千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース 私立 短大 学校法人　千葉敬愛学園 千葉県佐倉市山王１－９ ０４３－４８６－７１１１ 150 350 平成12年10月31日 可 昼間部

16 千葉県 昭和学院短期大学人間生活学科こども発達専攻 私立 短大 学校法人　昭和学院 千葉県市川市東菅野２－１７－１ ０４７－３２４－７１１５ 60 120 平成15年3月27日 可 昼間部

17 千葉県 東京経営短期大学こども教育学科 私立 短大 学校法人　創志学園 千葉県市川市二俣６２５－１ ０４７－３２８－６１６１ 60 120 平成29年3月7日 可 昼間部

18 千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程 こども福祉学科 私立 専修 学校法人　江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ ０４－７１５５－２６９１ 100 200 平成15年3月27日 不可 昼間部

19 千葉県 成田国際福祉専門学校保育士学科 私立 専修 学校法人　秋葉学園 千葉県成田市郷部５８３－１ ０４７６－２６－１５１１ 50 100 平成16年3月30日 不可 昼間部

20 千葉市 淑徳大学総合福祉学部教育福祉学科 私立 大学 学校法人　大乗淑徳学園 千葉県千葉市中央区大厳寺町２００ ０４３－２６５－９８４６ 100 400 昭和41年3月28日 可 昼間部

21 千葉市 植草学園大学発達教育学部発達支援教育学科保育士コース 私立 大学 学校法人　植草学園 千葉県千葉市若葉区小倉町１６３９－３ ０４３ー２３３ー９０６１ 100 400 平成20年3月27日 可 昼間部

22 千葉市 千葉大学教育学部学校教員養成課程乳幼児教育コース 国立 大学 国立大学法人　千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町１番３３号 ０４３－２９０－２６５０ 20 80 平成27年3月25日 可 昼間部

23 千葉市 千葉明徳短期大学保育創造学科 私立 短大 学校法人  千葉明徳学園 千葉県千葉市中央区南生実町１４１２ ０４３ー２６５ー１６１３ 120 270 昭和47年2月25日 可 昼間部

24 千葉市 植草学園短期大学こども未来学科 私立 短大 学校法人  植草学園 千葉県千葉市若葉区小倉町１６３９－３ ０４３ー２３３ー９０６１ 100 200 平成11年3月5日 可 昼間部

25 千葉市 千葉経済大学短期大学部こども学科保育コース 私立 短大 学校法人　千葉経済学園 千葉県千葉市稲毛区轟町３－５９－５ ０４３－２５５－４３７０ 170 340 平成16年3月30日 可 昼間部

26 千葉市 千葉女子専門学校保育科 私立 専修 学校法人  増田学園 千葉県千葉市中央区道場北１－２１－２１ ０４３ー２２６ー１５２５ 100 200 昭和44年3月19日 可 昼間部

27 千葉市 千葉こども専門学校保育科 私立 専修 学校法人　三幸学園 千葉市中央区本千葉町８－１６ ０４３－２２３－６７８１ 80 160 平成28年3月25日 不可 昼間部

28 千葉市 大原医療保育福祉専門学校千葉校こども保育学科 私立 専修 学校法人　大原学園 千葉市中央区弁天１－１６－２ ０４３－２９０－０００８ 40 80 平成31年3月20日 不可 昼間部

29 船橋市 船橋情報ビジネス専門学校こども学科　　 私立 専修 学校法人　三橋学園 千葉県船橋市本町７－１２－１６ ０４７－４２５－１０５１ 30 90 平成28年3月28日 不可 昼間部

※幼稚園教諭免許は、当該学校以外の学習で取得できる学校もあります。幼稚園教諭免許の情報につきましては当該学校にお問い合わせください。


