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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
鳥取環境大学 環境情報学部 建築・環境デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 3115-164-250

土木工学科 （平成27年03月31日募集停止等) 3111-133-150

社会システム土木系学科 土木工学プログラム 3111-133-160

鳥取短期大学 生活学科 住居・デザイン専攻 3125-015-150

建築学科 3131-001-110

本科＋専攻科 （建築学科＋建築学専攻） 3131-001-910

建築コース（平成24年03月31日募集停止等) 3142-002-150

建築類型 3142-002-160

鳥取県立米子工業高等学校 全日制課程 建築科 （平成26年03月31日募集停止等) 3142-001-110

鳥取県立倉吉高等技術専門校 木造建築科 （高卒１年）（平成25年03月31日募集停止等) 3182-002-350

鳥取県立産業人材育成セ
ンター　倉吉校

普通課程 木造建築科 （高卒１年） 3182-003-210

設計・インテリア科(高卒1年) （平成27年03月31日募集停止等) 3182-003-320

設計・インテリア科 （高卒１年） 3182-004-310

鳥取県立米子高等技術専門校 普通課程 設計・インテリア科 （高卒１年）（平成25年03月31日募集停止等) 3182-001-350

米子工業高等専門学校

鳥取県立鳥取工業高等学校 全日制課程

鳥取大学 工学部

建設工学科

鳥取県立産業人材育成セ
ンター米子校

普通課程

鳥取県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
材料プロセス工学科 （平成24年03月31日募集停止等) 3211-134-250

建築・生産設計工学科 （平成30年03月31日募集停止等) 3211-134-260

松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 3231-001-150

島根県立出雲工業高等学校 全日制課程 建築科 3242-003-110

建築コース（平成28年03月31日募集停止等) 3242-001-115

施工技術コース（平成25年03月31日募集
停止等)

3242-001-120

インテリアデザインコース（平成28年03月
31日募集停止等)

3242-001-125

進学・公務員コース（平成25年03月31日
募集停止等)

3242-001-130

進学コース（平成28年03月31日募集停止等) 3242-001-135

設計計画コース（平成25年03月31日募集
停止等)

3242-001-110

全日制課程 建築都市工学科 建築コース 3242-002-150

定時制課程（夜間部制） 建築科 3242-002-210

中国職業能力開発大学校
附属島根職業能力開発短
期大学校

専門課程 住居環境科 3271-001-250

総合理工学部

全日制課程

島根大学

建築科島根県立江津工業高等学校

島根県立松江工業高等学校

島根県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
岡山県立大学 デザイン学部 デザイン工学科 3312-094-250

工学部 建築学科 建築工学コース、住デザインコース 3315-095-110

総合情報学部 建築学科 (平成23年03月31日募集停止等) 3315-095-250

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 医療福祉デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 3315-015-150

山陽学園大学 総合人間学部 生活心理学科 （平成25年03月31日募集停止等) 3315-110-250

美作大学 生活科学部 福祉のまちづくり学科 建築・まちづくり専攻（平成23年3月31日募集停止） 3315-082-150

岡山県立岡山工業高等学校 全日制課程 建築科 3342-001-110

岡山県立津山工業高等学校 全日制課程 建築科 3342-003-110

建築環境コース 3342-004-150

設備施工・管理コース 3342-004-160

岡山県立水島工業高等学校 全日制課程 建築科 3342-002-110

岡山科学技術専門学校 工業専門課程 建築工学科 3355-002-310

建築学科 昼間部 3355-001-310

建築学科 夜間部 3355-001-410

建築デザイン科 (平成23年03月31日募集停止等) 3355-003-250

スペースデザインコース（平成26年03月
31日募集停止等)

3355-003-260

インテリア・建築デザイン専攻、建築工学専攻 3355-003-270

岡山建設共同高等職業訓
練校

普通課程 建築施工系 木
造建築科（高卒2年）

3385-002-210

岡山県立北部高等技術専
門校

木造建築科（高卒１年） 3382-001-310

倉敷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2年）

3385-003-210

工業専門課程

全日制課程 設備システム科

岡山理科大学専門学校

インテリア・プロダクト科

岡山理科大学

造形専門課程

岡山県

中国デザイン専門学校

岡山県立東岡山工業高等
学校
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
建築学コース 3415-027-210

インテリアデザインコース 3415-027-220

建築工学科 3415-073-110

都市建設工学科 建築士プログラム(平成22年03月31日募集停止等) 3415-073-150

建築デザインコース(平成22年03月31日募集停止等) 3415-073-250

福祉住居・インテリアコース(平成22年03
月31日募集停止等)

3415-073-260

地域環境学科 （平成22年03月31日募集停止等) 3415-073-270

環境デザイン学科
(平成22年04月01日以降の入学者)（平成
28年03月31日募集停止等)

3415-073-280

建築学科 (平成23年03月31日募集停止等) 3415-105-110

住環境デザイン学科 （平成25年03月31日募集停止等) 3415-105-150

生活科学部 生活デザイン・情報学科 建築士課程(平成24年03月31日募集停止等) 3415-074-150

人間生活学部 生活デザイン・建築学科 建築士課程（平成30年03月31日募集停止等) 3415-074-250

建築学課程（平成30年03月31日募集停止等) 3411-104-210

建築工学課程（平成30年03月31日募集停止等) 3411-104-220

教育学部 第四類（生涯活動教育系） 人間生活系コース 3411-104-350

福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科 3413-179-150

建築学科 3415-147-110

建築・建設学科 （平成26年03月31日募集停止等) 3415-147-150

(平成24年03月31日募集停止等) 3415-087-150

(平成24年4月1日以降の入学者) 3415-087-160

福山市立女子短期大学 生活学科 生活創造専攻（平成23年03月31日募集停止等) 3423-018-150

建築学科 3431-001-110

（建築学科+建設工学専攻（建築学プログ
ラム））（平成23年03月31日募集停止等)

3431-001-920

(建築学科＋プロジェクトデザイン工学専攻（建築系）) 3431-001-930

発展型（平成23年03月31日募集停止等) 3442-001-110

（平成23年04月01日以降の入学者) 3442-001-150

広島県立福山工業高等学校 全日制課程 建築科 3442-002-110

広島県立府中東高等学校 全日制課程 インテリア科 3442-004-150

CADデザイン（平成27年03月31日募集停止等) 3442-003-150

施工エンジニア（平成27年03月31日募集停止等) 3442-003-160

全日制課程 建築科 3443-005-110

定時制課程 建設技術科 3443-005-250

建築デザイン学科 （平成22年03月31日募集停止） 3455-001-350

インテリアデザイン学科 （平成22年03月31日募集停止） 3455-001-360

建築デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 3455-002-350

（平成28年03月31日募集停止等) 3455-002-355

3455-002-357

インテリアデザイン学科 3455-002-360

建修技術学校 建築科 3455-004-710

専門学校広島工学院大学校 工業専門課程 建築環境学科 （平成22年03月31日募集停止） 3455-003-350

広島工業大学専門学校 工業専門課程 建築学科 3455-005-310

（一社）広島建築共同職業
訓練協会　広島県建築高
等職業訓練校

普通課程
建築施工系 木造建築科
（高卒２年）

3485-005-220

住宅リフォーム科 普通課
程(高卒1年)

（平成24年03月31日募集停止等) 3482-004-310

住宅リフォーム科 短期課
程(中卒1年)

（平成24年03月31日募集停止等) 3482-004-810

広島県立広島高等技術専
門校

建築インテリア科 普通課
程(高卒1年)

3482-003-310

住宅リフォーム科 普通課
程(高卒1年)

（平成25年03月31日募集停止等) 3482-001-310

建築科　普通課程(高卒1
年)

3482-001-320

住宅リフォーム科 短期課
程(中卒1年)

（平成25年03月31日募集停止等) 3482-001-810

建築インテリア科 普通課
程(高卒1年)

（平成25年03月31日募集停止等) 3482-002-310

建築科 普通課程(高卒1年) 3482-002-320

建築インテリア科 短期課
程(中卒1年)

（平成25年03月31日募集停止等) 3482-002-810

工学部 建築学科

工学部

工学部

広島女学院大学

工学部

環境デザイン学科
広島工業大学

環境学部

安田女子大学 家政学部 生活デザイン学科

広島国際大学

本科＋専攻科

第四類（建設・環境系）
広島大学

福山大学 工学部

広島県立広島工業高等学校 全日制課程 建築科

広島県立宮島工業高等学校 全日制課程 工業 建築科

呉工業高等専門学校

穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程

広島市立広島工業高等学校

建築学科

広島県立呉高等技術専門校

近畿大学

広島県立福山高等技術専
門校

広島県立三次高等技術専
門校

広島県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード

建築システム専攻（平成27年03月31日募
集停止等)

3515-191-150

福祉環境デザイン領域（平成24年03月31
日募集停止等)

3515-191-160

山口大学 工学部 感性デザイン工学科 3511-175-150

山口福祉文化大学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科
福祉環境デザイン領域（平成24年03月31
日募集停止等)

3515-165-250

土木建築工学科（建築系） 3531-001-150

土木建築工学科(土木系） （平成29年4月以降の入学者は、二級・木造のみ） 3531-001-160

（土木建築工学科（建築系）＋環境建設工学専攻） 3531-001-910

（土木建築工学科(土木系）＋環境建設工学専攻） 3531-001-950

高川学園高等学校 全日制課程 総合学科
建築テクノロジー系列（平成24年03月31
日募集停止）

3545-004-150

専門コース（平成22年03月31日募集停止等) 3542-001-110

（平成22年04月01日以降の入学者)（平成
28年03月31日募集停止等)

3542-001-120

建設工学科 建築コース（平成23年03月31日募集停止等) 3542-002-150

電気・建築科 建築コース 3542-002-160

建築・情報科 建築コース（平成22年03月31日募集停止等) 3542-003-150

建築・電子科 建築コース 3542-003-160

山口建設高等職業訓練校
普通課程 建築施工系 木
造建築科（高卒2年）

3585-002-210

木造建築科
普通課程（高卒2年）（平成26年03月31日
募集停止等)

3582-001-210

普通職業訓練 木造建築科 短期課程（高卒1年) 3582-001-310

短期課程 内装リフォーム科 (高卒1年) 3582-001-320

木造建築科
普通課程（中卒2年）（平成26年03月31日
募集停止等)

3582-001-710

全日制課程

山口県立西部高等産業技
術学校

山口県立萩商工高等学校 全日制課程

山口県立柳井商工高等学校

本科＋専攻科

山口県立下関中央工業高等学校 全日制課程 建築科

至誠館大学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科

徳山工業高等専門学校

山口県



- 42 -

都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
徳島大学 工学部 建設工学科 （平成28年03月31日募集停止等) 3611-060-150

徳島文理大学 人間生活学部 建築デザイン学科 3615-061-150

徳島文理大学短期大学部 生活科学科 生活科学専攻 3625-014-150

建設システム工学科 （平成26年03月31日募集停止等) 3631-001-150

創造技術工学科 建設コース 3631-001-160

徳島県立阿南工業高等学校 全日制課程 建設科 建設技能専攻（平成29年03月31日募集停止等) 3642-003-150

徳島県立貞光工業高等学校 全日制課程 工業 建設科 建築コース（平成24年03月31日募集停止等) 3642-001-150

徳島県立つるぎ高等学校 全日制課程 工業 建設科 建築コース 3642-004-150

建築コース 3642-002-110

建設技術類
総合デザインコース（平成25年4月入学以
降は実務4年）

3642-002-150

建築コース(3修制） 3642-002-210

建築コース(4修制） 3642-002-220

金属技術科（高卒１年） （平成25年03月31日募集停止等) 3682-001-310

金属技術科（中卒１年） （平成25年03月31日募集停止等) 3682-001-810

工業技術類定時制課程（夜間部制）

全日制課程
徳島県立徳島科学技術高
等学校

阿南工業高等専門学校

徳島県立徳島テクノスクール

徳島県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
香川大学 工学部 安全システム建設工学科 （平成30年03月31日募集停止等) 3711-011-150

香川県立坂出工業高等学校 全日制課程 建築科 3742-001-110

全日制課程 建築科 3742-002-110

定時制課程（夜間部制） 建築科 3742-002-210

香川県立多度津高等学校 全日制課程 工業科 建築科 3742-003-110

建築デザイン学科 （平成22年03月31日募集停止） 3755-001-350

住宅・ショップデザイン専攻 3755-001-360

建築設計専攻 3755-001-370

四国職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科 3771-001-250

香川県立高等技術学校　高松校 普通課程 建築システム科（高卒2年） 3782-002-210

香川県立高松高等技術学校
建築施工系　建築設計科
（建築システム科）（高卒2
年）

（平成23年03月31日募集停止等) 3782-001-210

香川県立高松工芸高等学校

トータルインテリア学科
専門学校 穴吹デザインカ
レッジ

工業専門課程香川県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
愛媛県立東予高等学校 全日制課程 建設工学科 建築型（コース） 3842-004-150

全日制課程 建築科 3842-001-110

定時制課程（夜間部制） 建築科 3842-001-210

建築科 （平成24年03月31日募集停止等) 3842-002-110

機械建築工学科 建築コース 3842-002-150

松山聖陵高等学校 全日制課程 建築科 3845-003-110

建築デザイナーコース（平成24年03月31
日募集停止等)

3855-002-350

3855-002-360

国際デザイン・アート専門学校 工業関係専門課程 インテリア・建築デザイン科
建築デザイナーコース（平成22年03月31
日募集停止等）

3855-001-350

愛媛県立松山高等技術専門校 総合建築科（高卒１年） 3882-001-310

全日制課程

河原デザイン・アート専門学校 工業関係専門課程 インテリア・建築デザイン科

愛媛県立松山工業高等学校

愛媛県立吉田高等学校

愛媛県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
高知県立大学 生活科学部 生活デザイン学科 （平成22年03月31日募集停止） 3912-180-250

高知工科大学 システム工学群 建築・都市デザイン専攻 3912-177-150

環境都市デザイン工学科 （平成28年03月31日募集停止等) 3931-001-150

本科＋専攻科 （環境都市デザイン工学科＋建設工学専攻） 3931-001-950

高知県立安芸桜ヶ丘高等学校 全日制課程 環境建設科 建築専攻 3942-003-150

工業コース 3942-001-110

スペシャリストコース 3942-001-120

進学コース（平成24年03月31日募集停止等) 3942-001-130

3942-001-210

専修コース（３年次編入） 3942-001-220

高知県立宿毛工業高等学校 全日制課程 建設科 建築専攻 3942-002-150

文化・教養関係専門課程 インテリア建築科 (平成23年03月31日募集停止等) 3955-001-350

建築士・インテリアコーディネータコース
（平成26年03月31日募集停止等)

3955-001-550

インテリア雑貨コース（平成26年03月31
日募集停止等)

3955-001-560

建築・インテリアデザイン科 3955-001-570

建築施工系木造建築科
（高卒2年）

（平成28年3月31日以前の入学者は最短
実務3年）

3982-001-210

建築施工系木造建築科
（中卒2年）

3982-001-710

住空間デザイン科
国際デザイン・ビューティカ
レッジ 工業関係専門課程

建築科

定時制課程（夜間部制） 建築科

高知県立中村高等技術学校

高知工業高等専門学校

全日制課程高知県立高知工業高等学校

高知県立高知工業高等学校

高知県
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