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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

札幌市立大学 デザイン学部 デザイン学科
空間デザインコース（平成28年03月31日
募集停止等)

0113-038-150

星槎道都大学 美術学部 建築学科 0115-196-510

建築・環境デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 0115-049-250

くらしデザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 0115-049-260

国際文化学部 デザイン文化学科 0115-049-450

道都大学 美術学部 建築学科 （平成26年03月31日募集停止等) 0115-056-110

生涯学習システム学部 芸術メディア学科 （平成26年03月31日募集停止等) 0115-078-150

教育文化学部 芸術学科 （平成28年03月31日募集停止等) 0115-078-260

北海学園大学 工学部 建築学科 0115-079-110

建築学科 0115-184-110

都市環境学科 （平成30年03月31日募集停止等) 0115-184-250

建築学科 （平成26年03月31日募集停止等) 0115-080-110

都市環境学科 （平成26年03月31日募集停止等) 0115-080-150

北海道大学 工学部 環境社会工学科 建築都市コース 0111-112-150

室蘭工業大学 工学部 建築社会基盤系学科 建築学コース（平成31年03月31日募集停止等) 0111-150-150

建築学科 （平成28年03月31日募集停止等) 0131-001-110

本科＋専攻科 （建築学科+建設・生産システム工学専攻） 0131-001-910

全日制課程 建築科 0142-001-110

定時制課程（夜間部制） 建築科 （平成26年03月31日募集停止等) 0142-001-210

全日制課程 建設科
建築デザインコース（平成28年03月31日
募集停止等)

0142-002-150

定時制課程（夜間部制） 電気・建築科 建築コース（平成27年03月31日募集停止等) 0142-002-250

北海道帯広工業高等学校 全日制課程 建築科 0142-011-110

北海道北見工業高等学校 全日制課程 建設科 建築コース 0142-010-150

北海道釧路工業高等学校 全日制課程 建築科 0142-003-110

全日制課程 建築科 0142-004-110

（3年制）（平成24年4月入学以前は実務4
年）（平成29年03月31日募集停止等)

0142-004-210

4年制 0142-004-220

全日制課程 建築科 0142-005-110

定時制課程（夜間部制） 建築科 0142-005-210

北海道名寄産業高等学校 全日制課程 建築システム科 0142-012-150

全日制課程 建築科 0142-006-110

定時制課程（夜間部制） 建築科 （平成28年03月31日募集停止等) 0142-006-210

北海道美唄工業高等学校 全日制課程 建築科 （平成22年03月31日募集停止等) 0142-007-110

北海道室蘭工業高等学校 全日制課程 建築科 0142-008-110

電気・建築科 建築コース（平成30年03月31日募集停止等) 0142-009-110

建設科
建築施工コース（平成23年03月31日募集
停止等)

0142-009-150

建築設計デザイン科 デザインコース 0155-004-320

建築学科 0155-006-310

建築設計ＣＡＤ科 （平成25年03月31日募集停止等) 0155-006-350

商業施設コース（平成25年03月31日募集
停止等)

0155-006-360

インテリアコース 0155-006-370

福祉住環境コース（平成25年03月31日募
集停止等)

0155-006-380

建築学科 (平成22年03月31日募集停止等) 0155-004-310

建築設計ＣＡＤ科 (平成22年03月31日募集停止等) 0155-004-350

インテリアコース(平成22年03月31日募集
停止等)

0155-004-360

商業施設コース(平成22年03月31日募集
停止等)

0155-004-370

福祉住環境コース(平成22年03月31日募
集停止等)

0155-004-380

空間創造学部

釧路工業高等専門学校

芸術工学部
東海大学

北翔大学

工学部北海道科学大学

北海道工業大学
（北海道科学大学）

北海道

青山建築デザイン・医療事
務専門学校

工業分野専門課程

北海道旭川工業高等学校

北海道小樽工業高等学校

北海道札幌工業高等学校

建築設計デザイン科

青山工学・医療専門学校 工業分野専門課程

建築設計デザイン科

北海道留萌千望高等学校 全日制課程

定時制課程（夜間部
制）

建築科

北海道苫小牧工業高等学校

北海道函館工業高等学校
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建築設計デザイン学科 （平成26年03月31日募集停止等) 0155-007-350

建築技術学科 0155-007-360

建築工学科 ３年制（平成26年03月31日募集停止等) 0155-001-210

建築コース（平成26年03月31日募集停止等) 0155-001-310

デザインコース（平成26年03月31日募集
停止等)

0155-001-320

建築コース（平成22年03月31日募集停止等） 0155-002-310

デザインコース（平成22年03月31日募集
停止等）

0155-002-320

建築工学科（平成22年04
月01日以降の入学者）

（平成25年03月31日募集停止等) 0155-002-330

日本工学院北海道専門学校 工業専門課程 建築学科 0155-003-310

工業分野専門課程 国際建築工学デザイン学科 0155-005-250

工業分野専門課程 （平成26年03月31日募集停止等) 0155-005-350

職業実践専門課程 0155-005-360

専門課程 建築科 0171-001-210

応用課程 建築施工システム技術科 0171-001-150

北日本鉄筋高等職業訓練校
鉄筋コンクリート施工科
（高卒1年）

0185-001-350

国立北海道障害者職業能
力開発校

建築デザイン科（高卒1年） 0181-007-310

木造建築科（高卒１年） １年コース（平成29年03月31日募集停止等) 0185-009-310

鉄筋コンクリート施工科
（高卒１年）

１年コース（平成29年03月31日募集停止等) 0185-009-320

木造建築科（中卒２年） （平成29年03月31日募集停止等) 0185-009-710

鉄筋コンクリート施工科
（中卒２年）

（平成29年03月31日募集停止等) 0185-009-720

北海道立旭川高等技術専
門学院

建築技術科（高卒2年） 0182-003-210

北海道立帯広高等技術専
門学院

建築技術科（高卒2年） 0182-008-210

建築デザイン科（高卒2年） （平成22年03月31日募集停止等) 0182-006-210

建築技術科 0182-006-220

北海道立釧路高等技術専
門学院

建築技術科（高卒2年） 0182-005-310

北海道立札幌高等技術専
門学院

建築技術科（高卒2年） 0182-004-210

北海道立函館高等技術専
門学院

建築技術科（高卒2年） 0182-002-210

建築工学科

工業専門課程札幌理工学院

札幌建築デザイン専門学校
建築工学科

札幌科学技術専門学校 工業専門課程

北海道芸術デザイン専門
学校 建築デザイン学科

札幌高等技術専門校

北海道職業能力開発大学校

北海道立北見高等技術専
門学院

建築施工系

工業専門課程
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