学校名

都道府県

茨城大学

学部名・課程名
工学部
教育学部

学科名・科名
都市システム工学科
情報文化課程
総合デザイン学科

筑波技術大学

産業技術学部

産業情報学科

コース・専攻等名

学校課程コード

（平成28年03月31日募集停止等)

0811-093-150
0811-093-250

建築デザインコース(平成23年
03月31日募集停止等)

0811-130-250

環境・安全システムコース(平成
23年03月31日募集停止等)

0811-130-260
0811-130-270

筑波大学
茨城県立下館工業高等学校
茨城県立つくば工科高等学校
茨城県立土浦工業高等学校
茨城県 茨城県立水戸工業高等学校
専門学校文化デザイナー学院

筑波研究学園専門学校

水戸日建工科専門学校

茨城県立鹿島産業技術専門学院
茨城県立産業技術短期大学校併設水
戸産業技術専門学院

理工学群

総合デザイン学科
工学システム学類
社会工学類

芸術専門学群
全日制課程
全日制課程
全日制課程
全日制課程

建設工学科
建築デザイン科
建築科
建築科
建築インテリア学科
産業デザイン専門課程
インテリアデザイン学科
建築学科
建築デザイン学科
工業専門課程
建築環境学科

工業専門課程

建築設計科
インテリアデザイン科
建築インテリアデザイン科
建築CADビジネス学科

環境開発工学主専攻
都市計画主専攻
建築コース
（平成26年03月31日募集停止等)

（平成25年03月31日募集停止等)
（平成22年03月31日募集停止等)
（平成22年03月31日募集停止等)

建築設計デザインコース
建築土木施工コース
（平成24年03月31日募集停止等)

（平成26年03月31日募集停止等)
インテリアデザイン科（平成24年
（平成26年03月31日募集停止等)
04月01日以降の入学者）
専門コース 木造建築科（高卒１
（平成28年03月31日募集停止等)
年）
専門コース 建築システム科（高
卒２年）
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0811-130-280
0811-129-250
0811-129-350
0811-129-450
0842-001-150
0842-002-150
0842-003-110
0842-004-110
0855-003-350
0855-003-360
0855-001-310
0855-001-350
0855-001-360
0855-001-370
0855-002-350
0855-002-360
0855-002-365
0855-002-380
0855-002-390
0882-002-310
0882-001-210

学校名

都道府県

学部名・課程名

学科名・科名
建築学科

足利工業大学

宇都宮大学

工学部

工学部

建設学科
本科＋専攻科

全日制課程
全日制課程

建築科
建設工学科
建築科

全日制課程

栃木県立小山北桜高等学校
栃木県立那須清峰高等学校
栃木県立真岡工業高等学校

全日制課程
全日制課程
全日制課程

建築システム科
建設工学科
建設科

全日制課程

普通科

文化教養専門課程

インテリアデザイン科

足利デザイン・ビューティ専門学校

宇都宮日建工科専門学校

宇都宮メディア・アーツ専門学校
関東職業能力開発大学校
栃木県立県央産業技術専門校

(平成23年03月31日募集停止等)

0915-003-110

建築学コース（平成28年03月
創生工学科 建築・社会基盤学系 31日募集停止等)

栃木県立宇都宮工業高等学校

栃木県 白鴎大学足利高等学校

学校課程コード

建築デザイン科

文化教養専門課程
専門課程
応用課程

建築設計科
インテリアデザイン設計科
インテリアデザイン科
建築インテリアデザイン科
建築遺産保全設計科
建築不動産ビジネス科
まちづくり科
建築テクニカルデザイン科
建築インテリアデザイン科
インテリアデザイン科
建築科
建築施工システム技術科

普通課程

高等コース 木造建築科

工業専門課程

工業専門課程
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0915-003-150

空間デザインコース（平成28年03
月31日募集停止等)

0915-003-160

建築学コース（平成28年03月
31日募集停止等)

0911-004-150

建築学科

小山工業高等専門学校
足利工業大学附属高等学校
栃木県立今市工業高等学校

コース・専攻等名

0931-001-110
（建築学科＋複合工学専攻・建
築学コース）

建築コース
（平成23年03月31日募集停止等)

建築技術コース
住環境デザインコース
建築技術コース
建築コース
建築コース
環境システムコース（建築系）（平
成23年03月31日募集停止等)

0931-001-920
0945-001-110
0942-002-150
0942-003-110
0942-003-150
0942-003-160
0942-007-110
0942-004-150
0942-005-150
0945-006-150
0955-001-360

（平成24年03月31日募集停止）
（平成26年03月31日募集停止等)

（平成28年03月31日募集停止等)
（平成27年03月31日募集停止等)
(平成24年03月31日募集停止等)

(平成24年03月31日募集停止等)

(高卒2年)
(中卒2年)

0955-003-350
0955-003-360
0955-003-370
0955-003-375
0955-003-380
0955-003-383
0955-003-385
0955-002-350
0955-002-360
0955-002-550
0971-001-210
0971-001-150
0982-001-210
0982-001-710

学校名

都道府県

学部名・課程名

前橋工科大学

工学部

群馬県立桐生工業高等学校

全日制課程
全日制課程

群馬県立高崎工業高等学校
群馬県立館林商工高等学校
群馬県立前橋工業高等学校

フェリカ建築＆デザイン専門学校

建築学科
総合デザイン工学科
建設科
建築科

定時制課程（夜間部制） 建設科

全日制課程
建築科
全日制課程
建築科
定時制課程（夜間部制） 建築科
建築設計科

群馬県
群馬日建工科専門学校

学科名・科名

工業専門課程

インテリアデザイン科

建築インテリアデザイン科
建築士養成科
工業専門課程（通信制） 建築士養成科
建築デザイン科
建築設計工学科
建築デザイン科
工業専門課程
インテリア設計科
建築科
インテリア設計科
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コース・専攻等名

建築コース
建築コース（平成28年03月31日
募集停止等)

建築コース

（平成24年03月31日募集停止等)
（平成26年03月31日募集停止等)
（平成25年03月31日募集停止等)
（平成28年03月31日募集停止等)
（平成24年03月31日募集停止等)

空間デザインコース
インテリアコーディネーターコース

学校課程コード
1013-121-110
1013-121-150
1042-004-150
1042-001-110
1042-001-250
1042-002-150
1042-003-110
1042-003-210
1055-001-350
1055-001-360
1055-001-370
1055-001-375
1055-001-380
1055-001-383
1055-002-110
1055-002-150
1055-002-250
1055-002-260
1055-002-310
1055-002-350

学校名

都道府県

埼玉大学
芝浦工業大学
東京電機大学
東洋大学

学部名・課程名
工学部
システム理工学部
理工学部
理工学部
ライフデザイン学部

学科名・科名
建設工学科
環境システム学科
理工学科
建築学科
人間環境デザイン学科
建築学科
生活環境デザイン学科

日本工業大学

工学部

ものつくり大学

技能工芸学部

建設学科

全日制課程

建築科

埼玉県立大宮工業高等学校
埼玉県立春日部工業高等学校
埼玉県立川越工業高等学校
埼玉県立熊谷工業高等学校

定時制課程（夜間部制） 工業技術科

全日制課程
全日制課程
全日制課程

埼玉県

CAD製図専門学校

工業専門課程

建築科
建築科
建築科
建築CAD科
建築CAD科II部
CAD製図科
CAD製図科II部
CAD製図科 II部
木造建築科（高卒２年）

埼玉県立熊谷高等技術専門校

埼玉県立中央高等技術専門校
ポラス建築技術訓練校

建築科
木造建築科（中卒２年）
建築科
建築設計科（建築デザイン
科）（高卒2年）
建築設計科（建築デザイン
科）（中卒2年）
普通課程 建築施工系 木造建築
科（高卒1年）
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コース・専攻等名

学校課程コード

（平成30年03月31日募集停止等)

1111-108-150
1115-041-250
1115-135-150
1115-059-110
1115-059-250
1115-070-110
1115-070-150
1115-157-260
1115-157-295

（平成30年03月31日募集停止等)
（平成30年03月31日募集停止等)

特別課程
特別課程木造建築科
専門家コース

1115-157-297
1142-001-110

建築類型（平成25年03月31日募
集停止等)

（平成23年03月31日募集停止等)
建築コース（平成25年03月31日
募集停止等)

1142-001-250
1142-002-110
1142-003-110
1142-004-110
1155-001-150
1155-001-160
1155-001-350

建築コース

1155-001-360

建築コース（平成25年03月31日
募集停止等)

1155-001-450

建築コース
（平成23年03月31日募集停止等)
2年コース（高卒2年）（平成27年3
月31日以前の入学者は最短実
務3年）
（平成23年03月31日募集停止等)

1155-001-460
1182-001-210
1182-001-220

2年コース（中卒2年）

1182-001-710
1182-001-720

（平成26年03月31日募集停止等)

1182-002-210

（平成26年03月31日募集停止等)

1182-002-710
1185-003-310

学校名

都道府県

千葉工業大学

千葉大学
東京電機大学
東京理科大学
日本大学

明海大学
千葉県 日本大学短期大学部
千葉県立市川工業高等学校
千葉県立京葉工業高等学校
千葉県立東総工業高等学校
国際理工情報デザイン専門学校
国際理工専門学校
千葉日建工科専門学校

学部名・課程名
工学部
工学部
園芸学部
情報環境学部
理工学部
理工学部
生産工学部
不動産学部

学科名・科名
建築都市環境学科
デザイン科学科
建築学科
都市環境システム学科
緑地環境学科
情報環境学科
建築学科
海洋建築工学科
建築工学科
土木工学科
不動産学科

建設学科
建築・生活デザイン学科
全日制課程
建築科
定時制課程（夜間部制） 建築科
全日制課程
建設科
全日制課程
建設科
建築設計科
工業専門課程
インテリアデザイン科
工業専門課程
建築設計科
建築設計科
工業専門課程
建築CAD技術科

コース・専攻等名

学校課程コード

（平成28年03月31日募集停止等)
（平成28年03月31日募集停止等)
（平成29年03月31日募集停止等)
都市空間工学コース（平成29年
03月31日募集停止等)

1215-120-150
1215-120-160
1211-119-110

（平成29年03月31日募集停止等)

デザインコース
ビジネスコース
ファイナンスコース
（平成24年03月31日募集停止等)

建築コース
建築コース
（平成27年03月31日募集停止等)
（平成24年03月31日募集停止等)
（平成24年03月31日募集停止等)

1211-119-150
1211-119-250
1215-135-350
1215-136-310
1215-069-150
1215-069-310
1215-069-350
1215-155-250
1215-155-260
1215-155-270
1225-023-250
1225-023-260
1242-001-110
1242-001-210
1242-002-150
1242-003-150
1255-003-310
1255-003-550
1255-001-350
1255-002-350
1255-002-360

関東職業能力開発大学校附属千葉職
専門課程
業能力開発短期大学校

住居環境科

1271-001-250

君津郡市共同高等職業訓練校

普通課程 建築施工系 木造建築
科（高卒3年）

1285-001-110

木造建築科(高卒１年)

1285-002-310

住友林業建築技術専門校

普通課程
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学校名

都道府県

大妻女子大学

学部名・課程名

学科名・科名

社会情報学部

社会情報学科
人間・環境科学科

お茶の水女子大学

生活科学部
人間・環境科学

共立女子大学

家政学部

デザイン工学部

建築・デザイン学科
建築学科
建築都市デザイン学科
建築学科
建築学科
建築デザイン学科
まちづくり学科
理工学科
空間造形学科
住空間デザイン学科
生活環境学科
建築学科
建築工学科
デザイン工学科

首都大学東京

都市環境学部

都市環境学科

昭和女子大学
多摩美術大学

生活科学部
美術学部
家政学部

工学部第1部
工学院大学

工学部第2部
建築学部

国士舘大学

理工学部

駒沢女子大学

人文学部

実践女子大学

生活科学部

芝浦工業大学

工学部

東京芸術大学
東京工業大学

美術学部
工学部

環境デザイン学科
環境デザイン学科
住居学科
生活デザイン学科
現代家政学科
建築科
建築学科

東京造形大学

造形学部

デザイン学科

東京家政学院大学

東京大学
東京電機大学
東京都市大学
東京理科大学

日本女子大学

現代生活学部

建築学科
社会基盤学科
都市工学科
環境資源科学課程
建築学科
建築学科
都市工学科
都市生活学科
建築学科
建築学科

工学部
農学部
未来科学部
工学部
都市生活学部
工学部第一部
工学部第二部

家政学部

住居学科

理工学部

建築学科
土木工学科
まちづくり工学科

日本大学
芸術学部
文化学園大学

デザイン学科
住環境学科
建築・インテリア学科
建築学科
都市環境デザイン工学科

造形学部
デザイン工学部

法政大学

武蔵野大学

（大学院）デザイン工学研究科

環境学部

学校課程コード

環境情報学専攻
（平成25年03月31日以前の入
学者）

1315-183-350
1311-091-250

（平成24年4月以前の入学者は、
二級・木造のみの認定）

1311-091-260

副プログラム

1311-091-550

建築コース

1315-026-150
1315-031-110
1315-031-150
1315-031-210
1315-031-310
1315-031-350
1315-031-360
1315-036-150
1315-037-150
1315-037-160
1315-040-150
1315-041-110
1315-041-120
1315-041-350

(平成23年03月31日募集停止等)
(平成23年03月31日募集停止等)
（平成27年03月31日募集停止等)

建築学系
（平成26年03月31日募集停止等)
（平成30年03月31日募集停止等)

（平成29年03月31日募集停止等)

建築都市コース（平成30年03
月31日募集停止等)

（平成22年3月31日募集停止等）

（平成28年03月31日募集停止等)
室内建築専攻領域（平成23年03
月31日以前の入学者)
室内建築専攻領域（平成23年04
月01日以降の入学者)

木質構造科学専修

（平成28年03月31日募集停止等)
（平成28年03月31日募集停止等)
建築環境デザイン専攻(平成22年
03月31日募集停止等)

1312-042-150
1315-043-150
1315-123-250
1315-051-150
1315-051-550
1315-051-560
1311-173-110
1311-052-110
1315-054-150
1315-054-160
1311-050-110
1311-050-150
1311-050-160
1311-050-260
1315-135-210
1315-055-110
1315-055-150
1315-055-250
1315-136-110
1315-136-210
1315-140-250

居住環境デザイン専攻

1315-140-260

建築デザイン専攻

1315-140-270
1315-069-110
1315-069-160
1315-069-180

建築デザインコース（平成24年03
月31日募集停止等)
（平成24年04月01日以降の入学
者)

（平成22年03月31日募集停止）

修士課程 キャリア3年コース（平

（大学院）工学研究科
法政大学

コース・専攻等名

1315-069-450
1315-069-460
1315-178-250
1315-178-260
1315-158-110
1315-158-150

建設工学専攻（建築学領域） 成22年03月31日募集停止等)

1315-158-950

建築学専攻

修士課程 キャリア3年コース

1315-158-960

都市環境デザイン工学専攻

修士課程 キャリア3年コース
住環境専攻（平成22年03月31
日募集停止等）
都市環境専攻（平成27年03月
31日募集停止等)

1315-083-150

環境学科
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1315-158-970

1315-083-160

学校名

都道府県

学部名・課程名

武蔵野美術大学

造形学部

明星大学

理工学部

早稲田大学

創造理工学部

昭和女子大学短期大学部

（本科＋専攻科）

関東第一高等学校

全日制課程

昭和第一学園高等学校

全日制課程

東京工業大学附属科学技術高等学校 全日制課程
東京都立葛西工業高等学校
東京都立蔵前工業高等学校
東京都立墨田工業高等学校
東京都 東京都立総合工科高等学校
東京都立田無工業高等学校
日本工業大学駒場高等学校

学科名・科名
建築学科
工芸工業デザイン学科
建築学科
総合理工学科
建築学科
文化創造学科

専門学校 東京テクニカルカレッジ

インテリアデザインコース
(平成22年03月31日募集停止等)

建築学系
(平成22年03月31日募集停止)

文化創造学科＋専攻科生活文
（平成22年03月31日募集停止）
化学専攻
（平成23年03月31日募集停止等)
建築ビジュアル科
建築デザインコース（平成29年03
工学科
月31日募集停止等)
（平成22年03月31日募集停止等)
建築科
建築デザイン分野（平成28年03
科学技術科
月31日募集停止等)

全日制課程

建築科
建築科
全日制課程
設備工業科
定時制課程（夜間部制） 建築工学科
全日制課程
建築科
定時制課程（夜間部制） 総合技術科
全日制課程
建築・都市工学科
定時制課程（夜間部制） 総合技術科
全日制課程
工業科
全日制課程 工業科
建築科
建築工学科
建築インテリア工学科
建築設計デザイン科

青山製図専門学校

コース・専攻等名

製図専門課程（工業）

工業専門課程

建築･大工コース
建築類型
建築コース
建築科
（平成29年03月31日募集停止等)

建築コース（平成23年03月31
日募集停止等)
設備コース（平成23年03月31
日募集停止等)

建築インテリアデザイン科
商空間デザイン科
建築設計デザイン科

建築デザインコース
環境デザインコース

建築科(夜間）
インテリア工学科（夜間）
建築監督科
建築工学科
建築科
インテリア科
建築科 夜間

（平成22年03月31日募集停止等)

インテリアデザイン専
専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
門課程

インテリアアーキテクチュア＆デ
（平成22年03月31日募集停止等)
ザイン科
（平成28年03月31日募集停止等)
インテリアデザイン科
（平成29年03月31日募集停止等)
インテリアデコレーション科

中央工学校

工業専門課程

建築学科
建築工学科
インテリアデザイン科
建築設計科
木造建築科
女子建築設計科
建築設備設計科
建築室内設計科
インテリア科
エンターテインメント設営科
建築科（夜間）

（平成23年03月31日募集停止等)

東京工学院専門学校

工業専門課程

建築学科

建築工学コース
建築設計コース
福祉住環境デザインコース

東京工業専門学校

工業専門課程

建築工学科

(平成22年03月31日募集停止等)

東京デザイナー学院

建築専門課程

建築デザイン科

東京デザイン専門学校
東京デジタルテクニカル専門学校

工業分野建築専門課程 インテリアデザイン科
工業専門課程
インテリアコーディネーター科 (平成22年03月31日募集停止等)
建築設計科（昼間部）
（平成26年03月31日募集停止等)
建築ＣＡＤ技術科
建築専門課程
建築ＣＡＤビジネス科
建築インテリアデザイン科
建築設計科（夜間部）

東京日建工科専門学校
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インテリアデザイン専攻

建築デザイン専攻
住宅デザイン専攻
住宅設計専攻

学校課程コード
1315-145-210
1315-145-250
1315-086-110
1315-086-150
1315-122-210
1325-012-150
1325-012-950
1345-008-150
1345-007-120
1345-007-110
1341-009-150
1342-001-110
1342-005-110
1342-005-150
1342-005-250
1342-002-110
1342-002-250
1342-003-150
1342-003-250
1342-006-110
1345-004-110
1355-001-210
1355-001-250
1355-001-350
1355-001-360
1355-001-370
1355-001-380
1355-001-390
1355-001-395
1355-001-410
1355-001-450
1355-013-130
1355-013-210
1355-013-310
1355-013-350
1355-013-410
1355-002-250
1355-002-260
1355-002-350
1355-003-110
1355-003-210
1355-003-250
1355-003-350
1355-003-360
1355-003-370
1355-003-380
1355-003-390
1355-003-392
1355-003-393
1355-003-410
1355-012-310
1355-012-320
1355-012-330
1355-004-310
1355-017-350
1355-017-360
1355-005-350
1355-006-350
1355-007-350
1355-007-360
1355-007-370
1355-007-380
1355-007-450

都道府県

学校名

学部名・課程名

日本工学院専門学校

工業専門課程

日本工学院八王子専門学校

工科技術専門課程

町田・デザイン専門学校

建築専門課程

山脇美術専門学院

美術専門課程

読売理工医療福祉専門学校

工業専門課程

早稲田大学芸術学校

産業技術専門課程

学科名・科名
建築学科
建築設計科
建築学科
建築設計科
建築デザイン科
建築・インテリアデザイン科
建築デザイン科
二級建築士受験科
建築デザイン科
スペースデザイン科
建築学科
建築科（夜間）
都市デザイン科（夜間）

建築設計科

コース・専攻等名

（平成24年03月31日募集停止等)
（平成26年03月31日募集停止等)
（平成26年04月01日以降の入学者）

（通信教育課程）
（通信教育課程）

（平成22年03月31日募集停止等)

1355-015-260

建築設計コース（夜間）（平成
22年03月31日募集停止等）

1355-015-270
1355-015-280
1355-015-410

（平成25年4月1日神奈川県か
ら東京都へ移転）

長期課程

建築システム工学科

総合課程(特定専門課
程・特定応用課程)

居住システム系建築科〈特定専門
課程〉居住・建築システム技術系建 建築専攻
築施工システム技術科〈特定応用

1371-001-155
1371-001-160

総合課程（特定専門課程） 居住システム系建築科

建築専攻

1371-001-270

応用課程

（平成26年03月31日募集停止等)
（平成24年03月31日募集停止等)
（平成23年03月31日募集停止等)
（平成22年03月31日募集停止等)

1371-001-150
1371-001-210
1371-001-250
1371-001-260
1375-002-210

東京建築カレッジ

建築施工システム技術科
建築科
専門課程
インテリア科
住居環境科（デュアル）
高度職業訓練 専門課程 居住システム系建築科

東京建築高等職業訓練校

普通課程

職業能力開発総合大学校東京校

1355-011-110
1355-011-350
1355-010-110
1355-010-350
1355-008-350
1355-008-360
1355-008-370
1355-008-510
1355-008-520
1355-018-250
1355-009-310
1355-009-410
1355-015-250

構造設計コース（夜間）（平成
22年03月31日募集停止等）

建築都市設計科(夜間)
建築科（夜間）

職業能力開発総合大学校

学校課程コード

建築施工系 木造建築科（高卒２
年）

東京障害者職業能力開発校

建築CAD科（高卒1年）

東京都立城南職業能力開発センター

インテリアサービス科（高卒１年）
インテリアサービス科（中卒１年）

東京都立多摩職業能力開発センター武蔵
野校

建築設計科（高卒１年）
建築設計科（中卒１年）
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1385-001-210

（平成23年03月31日募集停止等)
（平成23年03月31日募集停止等)

1381-004-310
1382-003-310
1382-003-810
1382-002-310
1382-002-810

学校名

都道府県

神奈川大学

学部名・課程名

相模女子大学

工学部
工学部
人間環境学部
建築･環境学部
理工学部
環境情報学部
総合政策学部
（大学院）修士課程
学芸学部

女子美術大学

芸術学部

関東学院大学

慶應義塾大学

学科名・科名
建築学科
建築学科
人間環境デザイン学科
建築･環境学科
システムデザイン工学科
環境情報学科
総合政策学科
政策・メディア研究科
生活デザイン学科
デザイン学科

東海大学

工学部

東京工芸大学

工学部

日本大学

生物資源科学部

明治大学

理工学部

デザイン・工芸学科
建築学科
土木工学科
建築学科
生物環境工学科
森林資源科学科
建築学科

工学部

建設学科

理工学部

建築都市・環境系学科
生活デザイン学科

横浜国立大学
相模女子大学短期大学部

コース・専攻等名
（平成25年03月31日募集停止等)
（平成28年03月31日募集停止等)

政策・メディア専攻
環境デザインコース（平成22年03
月31日募集停止等）

環境デザイン専攻

建築学コース（平成23年03月
31日募集停止等)
建築教育プログラム
（平成24年03月31日募集停止等)

すまいとインテリアコース（平
成24年03月31日募集停止等)
インテリアデザインコース（平
成26年03月31日募集停止等)

学校課程コード
1415-116-110
1415-016-110
1415-016-250
1415-016-350
1415-103-150
1415-103-250
1415-103-350
1415-103-950
1415-182-150
1415-044-150
1415-044-160
1415-049-110
1415-049-150
1415-053-110
1415-069-550
1415-069-560
1415-084-110
1411-088-150
1411-088-360
1425-010-150
1425-011-150

湘北短期大学

生活プロデュース学科

湘北短期大学

（本科＋専攻科）

生活プロデュース学科すまいとイン
（平成25年03月31日募集停止等)
テリアコース＋専攻科住居専攻

1425-011-950

神奈川県立磯子工業高等学校

全日制課程

建設科

1442-001-150

神奈川県立小田原城北工業高等学校 全日制課程
全日制課程
神奈川県立神奈川工業高等学校
定時制課程

建設科
建設科

神奈川県立藤沢工科高等学校

総合技術科

1425-011-160

神奈川県

全日制課程

建設科（夜間部制）

神奈川県立向の岡工業高等学校

全日制課程

建設科

川崎市立川崎総合科学高等学校

全日制課程

建設工学科
建築工学科
建築CAD科

浅野工学専門学校

工業専門課程
建築デザイン科

横浜日建工科専門学校

神奈川県立東部総合職業技術校

工業専門課程

建築コース

1442-002-150
1442-003-150
（平成25年入学者以降は、修業
年限4年での指定科目の修得）

1442-003-250

建築系

1442-004-150

住環境系（平成22年03月31日
募集停止等）
建築コース
都市工学コース（平成24年03
月31日募集停止等)

（平成22年03月31日募集停止等）
建築デザインコース（平成22年03
月31日募集停止等）
建築インテリアコース（平成22年
03月31日募集停止等）

建築設計科
（平成27年03月31日募集停止等)
建築CAD技術科
建築インテリアデザイン科
（平成23年03月31日募集停止等）
建築ものづくり学科
建築士養成科（通信制学科）
建築ＣＡＤビジネス科
建築設計コース（高卒１年）
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1442-004-160
1442-006-150
1442-006-160
1443-005-150
1455-001-110
1455-001-350
1455-001-360
1455-001-370
1455-001-380
1455-002-350
1455-002-370
1455-002-380
1455-002-560
1455-002-570
1455-002-580
1482-001-310

都道府県

学校名
山梨県立峡南高等学校

山梨県 山梨県立甲府工業高等学校
山梨県立富士北稜高等学校
峡南高等技術専門校

学部名・課程名

学科名・科名

全日制課程

建築インテリア科

全日制課程

建築科

コース・専攻等名
建築コース（平成25年03月31
日募集停止等)

定時制課程（夜間部制） 建築科

定時制課程
全日制課程

専攻科建築科
総合学科
建築科（高卒1年）
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建築デザイン系列
（平成25年03月31日募集停止等)

学校課程コード
1542-003-150
1542-001-110
1542-001-210
1542-001-310
1542-002-150
1582-001-310

都道府県

学校名
信州大学
長野工業高等専門学校
長野県池田工業高等学校
長野県飯田長姫高等学校
長野県上田千曲高等学校
長野県長野工業高等学校
長野県中野立志館高等学校
長野県丸子修学館高等学校

長野県 上田情報ビジネス専門学校

大北高等職業訓練校

長野共同高等職業訓練校
長野県飯田技術専門校

学部名・課程名

学科名・科名

工学部

建築学科
環境都市工学科
全日制課程
建築科
全日制課程
建築科
全日制課程
建築科
全日制課程
建築科
定時制課程（夜間部制） 建築科
全日制課程
総合学科
全日制課程
総合学科
建築学科
工業専門課程
建築ＣＡＤ科

コース・専攻等名

学校課程コード

（平成28年03月31日募集停止等)

1611-045-110
1631-001-150
1642-004-110
1642-001-110
1642-003-110
1642-002-110
1642-002-210
1642-006-150
1642-005-150
1655-001-310

（平成25年03月31日募集停止等)

インテリア住環境コース
インテリア住環境コース(平成
22年03月31日募集停止等)

普通課程 建築施工系 木造建築
科（高卒3年）

1685-003-110

普通課程 建築施工系 木造建築
科（中卒3年）
木造建築科（高卒3年）

1685-003-610

建築施工系 木造建築科（高卒1年）

長野県松本技術専門校

建築施工系木造建築科 (建築
科)

長野県長野技術専門校

建築施工系 木造建築科（高卒１年）
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1655-001-350

建築大工専門コース（高卒２年）
住宅施工総合コース（高卒２年）

1685-005-110
1682-004-310
1682-002-210
1682-002-220
1682-001-310

