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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
環境科学部 環境建築デザイン学科 2512-111-250

人間文化学部 生活デザイン学科 2512-111-350

造形学部 デザイン科
環境デザイン群 環境デザインクラス(平成
22年03月31日募集停止等)

2515-117-250

2515-117-340

空間デザイン領域 住環境デザインコース
（平成26年03月31日募集停止等)

2515-117-350

立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科 2515-171-150

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 2525-017-150

滋賀県立安曇川高等学校 全日制課程 総合学科 建築デザイン 2542-002-150

滋賀県立八幡工業高等学校 全日制課程 工業学科 建築科 建築コース（平成26年03月31日募集停止等) 2542-003-110

建築コース（平成23年03月31日募集停止等) 2542-001-150

設備コース（平成23年03月31日募集停止等) 2542-001-160

全日制課程 建設科 2542-001-170

近畿職業能力開発大学校
附属滋賀職業能力開発短
期大学校

専門課程 住居環境科 2571-001-250

滋賀県八幡建築高等職業
訓練校

普通職業訓練 普通
課程 建築施工系

木造建築科（高卒２年） 2585-002-210

木造建築科（建築科相
当）（高卒1年）

2582-003-310

木造建築科（建築科相
当）（中卒1年）

2582-003-810

滋賀県立高等技術専門校 普通職業訓練 短期課程

芸術学部 芸術学科

全日制課程 工業 建築・設備科
滋賀県立彦根工業高等学校

滋賀県立大学

成安造形大学

滋賀県
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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

大阪成蹊大学 芸術学部 環境デザイン学科
空間・インテリアデザインコース（平成24
年03月31日募集停止等)

2615-124-250

造形科学域 造形工学課程 （平成26年03月31日募集停止等) 2611-021-150

造形科学域　デザイン・建
築学課程

2611-021-160

京都女子大学 家政学部 生活造形学科 2615-022-150

京都市立芸術大学 美術学部 デザイン科
環境デザイン専攻（平成28年03月31日募
集停止等)

2613-162-250

建築学科 2615-101-250

インテリアプロダクトデザインコース(平成
23年03月31日募集停止等)

2615-101-260

ライフクリエイションコース 2615-101-270

芸術学部 環境デザイン学科 2615-023-250

建築デザインコース 2615-023-850

空間演出デザインコース 2615-023-860

ランドスケープデザインコース（平成30年
03月31日募集停止等)

2615-023-870

京都大学 工学部 建築学科 2611-100-110

京都橘大学 現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科 2615-024-150

京都ノートルダム女子大学 生活福祉文化学部 生活福祉文化学科 （平成29年03月31日募集停止等) 2615-025-150

京都美術工芸大学 工芸学部 伝統工芸学科 （平成28年03月31日募集停止等) 2615-184-250

京都府立大学 生命環境学部 環境デザイン学科 2612-181-350

京都女子大学短期大学部 生活造形学科 (平成23年03月31日募集停止等) 2625-007-150

京都聖母女学院短期大学 生活科学科
キャリアデザイン専攻（平成27年03月31
日募集停止等)

2625-025-150

聖母女学院短期大学 生活科学科 生活科学専攻(平成23年03月31日募集停止等) 2625-013-150

建設システム工学科 建築コース 2631-001-560

建設システム工学科 建築コース（平成26年03月31日募集停止等) 2631-001-950

本科＋専攻科 総合システム工学専攻 建設工学コース 2631-001-960

定時制課程（昼間定
時制課程）

キャリア実践コース（建築プログラム）（平
成27年03月31日募集停止等）

2643-001-150

全日制課程
住環境システムコース（平成28年03月31
日募集停止等)

2643-001-160

定時制課程（夜間部制） 工業技術科 建築系 2643-001-250

京都府立宮津高等学校 全日制課程 建築科 2642-002-110

空間デザインコース 建築デザイン専攻
（平成22年03月31日募集停止）

2655-003-350

空間デザインコース　住宅デザイン専攻
（平成24年03月31日募集停止等)

2655-003-360

空間デザインコース　商業デザイン専攻
（平成24年03月31日募集停止等)

2655-003-370

住宅デザイン専攻 (平成23年4月1日以降の
入学者)（平成25年03月31日募集停止等)

2655-003-380

商業デザイン専攻 (平成23年04月01日以降
の入学者)（平成25年03月31日募集停止等)

2655-003-390

クリエイティブデザイン学科 インテリアデザインコース　デザイン専攻 2655-003-395

建築科 2655-002-310

建築科二部 2655-002-410

建築科 2655-001-310

建築学科 2655-001-110

建築科二部 2655-001-410

近畿職業能力開発大学校
附属京都職業能力開発短
期大学校

専門課程 住居環境科 （平成26年03月31日募集停止等) 2671-001-250

建築施工系 木造建築科 （高卒１年） 2682-001-310

建築施工系 建築設計科
（高卒１年）

(平成22年03月31日募集停止等) 2682-001-320

工業専門課程

京都建築専門学校

〈専〉京都建築大学校

プロダクトデザイン学科

京都造形芸術大学
通信教育部芸術学部

京都工芸繊維大学 工芸科学部

京都精華大学 デザイン学部

クリエイティブデザイン学科

デザイン科

舞鶴工業高等専門学校

システム工学科
京都市立伏見工業高等学校

京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程

クリエイティブデザイン学
科　　空間デザインコース

工業専門課程

京都府立京都高等技術専
門校

京都府
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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
建築学科 2715-006-110

環境デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 2715-006-150

デザイン学科 2715-006-160

建築学科 2715-006-810

環境デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止等) 2715-006-850

建築学科 2715-007-110

空間デザイン学科 （平成29年03月31日募集停止等) 2715-007-150

都市デザイン工学科 2715-007-160

シビックデザインコース（平成24年03月31
日募集停止等)

2715-166-120

建築・インテリアデザインコース（平成24
年03月31日募集停止等)

2715-166-130

土木・環境総合コース（平成24年03月31
日募集停止等)

2715-166-150

まちづくりコース（平成24年03月31日募集停止等) 2715-166-160

総合コース（平成24年04月01日以降の入学者) 2715-166-170

構造コース（平成24年04月01日以降の入学者) 2715-166-180

環境コース（平成24年04月01日以降の入
学者)（平成28年03月31日募集停止等)

2715-166-190

自然エネルギーコース（平成24年04月01
日以降の入学者)

2715-166-199

建築デザインコース 2715-166-220

都市環境デザインコース 2715-166-230

インテリアデザインコース 2715-166-240

クラフトデザインコース 2715-166-250

プロダクトデザインコース 2715-166-260

人間環境学部 生活環境学科
住環境デザインコース（平成28年03月31
日募集停止等)

2715-166-660

大阪樟蔭女子大学 学芸学部 インテリアデザイン学科 （平成25年03月31日募集停止等） 2715-008-150

建築学科 2713-009-110

都市学科 2713-009-150

生活科学部 居住環境学科 2713-009-250

大阪大学 工学部 地球総合工学科 建築工学科目 2711-125-150

大阪人間科学大学 人間科学部 環境・建築デザイン学科 （平成24年03月31日募集停止） 2715-010-150

関西大学 環境都市工学部 建築学科 2715-096-250

建築学科 (平成23年03月31日募集停止等) 2715-027-110

環境計画コース（平成23年03月31日募集停止） 2715-027-160

建設設計コース（平成23年03月31日募集停止） 2715-027-170

（平成25年03月31日募集停止等) 2715-027-180

建築工学専攻 2715-027-410

建築デザイン専攻 2715-027-420

住宅建築専攻 2715-027-430

企画マネジメント専攻 2715-027-440

建築学科 (平成22年03月31日募集停止等) 2715-169-110

都市環境システム工学科 （平成22年03月31日募集停止等) 2715-169-150

建築学科 2715-169-210

住環境デザイン学科 2715-169-250

都市環境工学科 2715-169-260

大阪大谷大学短期大学部 生活創造学科
住居・インテリアコース(平成22年03月31
日募集停止等)

2725-004-150

環境都市システムコース（旧 大阪府立工
業高等専門学校）（平成23年03月31日募
集停止等)

2732-002-150

都市環境コース 2732-002-160

（旧 大阪府立工業高
等専門学校）

本科＋専攻科 （総合工学シ
ステム学科　環境都市シス
テムコース＋総合工学シス
テム専攻　土木工学コース）

（平成23年03月31日募集停止等) 2732-002-910

大阪市立工芸高等学校 全日制課程 建築デザイン科 2743-001-150

大阪市立第二工芸高等学校 定時制課程（夜間部制） 建築科 （平成24年03月31日募集停止等) 2743-002-210

大阪市立都島工業高等学校 全日制課程 建築科 2743-003-110

大阪市立都島第二工業高
等学校

定時制課程（夜間部
制）

建築科 2743-004-210

大阪産業大学

工学部

芸術学部

大阪芸術大学

建築・環境デザイン学科

通信教育部　芸術学部

大阪工業大学 工学部

都市創造工学科

建築学部 建築学科

工学部

社会環境工学科

建築・環境デザイン学科

工学部
大阪市立大学

デザイン工学部

近畿大学

理工学部

総合工学システム学科

摂南大学

理工学部

大阪府立大学工業高等専
門学校
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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
建築設計専科 深化コース（平成26年03月31日募集停止等) 2742-005-150

建築生産専科 深化コース（平成26年03月31日募集停止等) 2742-005-160

定時制課程（夜間部制） 総合学科 建築系列 2742-005-250

全日制課程 建築都
市工学系

建築システム専科 2742-006-150

定時制の課程（夜間
部制）

総合学科
生活デザイン系列 建築コース（平成26年
03月31日募集停止等)

2742-006-260

多部制・単位制 住環境系列（平成24年03月31日募集停止等) 2742-008-350

全日制課程 住環境系列 2742-008-150

建築設備系 建築システム専科 2742-007-150

建築設備系 設備システム専科 2742-007-160

向陽台高等学校 通信制課程 建築科 2745-009-310

全日制課程 建築インテリア創造科 2743-010-150

定時制課程（夜間部制） 建築創造科 2743-010-210

建築学科II 2755-006-310

建築学科（夜間） 2755-006-410

建築学科I 2755-006-810

I部建築学科 2755-001-310

I部建築ものづくり学科 (平成22年03月31日募集停止等) 2755-001-350

I部建築設計学科 2755-001-352

I部建築実務学科 (平成24年03月31日募集停止） 2755-001-354

I部建築設備学科 （平成27年03月31日募集停止等) 2755-001-356

Ⅰ部設備環境デザイン学科 2755-001-358

I部大工技能ものづくり学科 (平成22年03月31日募集停止等) 2755-001-360

I部大工技能学科 2755-001-365

(平成22年03月31日募集停止等) 2755-001-370

(平成23年04月01日以降の入学者) 2755-001-372

I部インテリア学科 (平成23年03月31日募集停止等) 2755-001-375

II部建築学科 2755-001-410

II部フレックス建築学科 2755-001-420

建築学科 (平成22年03月31日募集停止等) 2755-005-310

生活環境デザイン学科 (平成22年03月31日募集停止等） 2755-005-350

第１本科（昼）建築学科 2755-002-310

第１本科（昼）建築CGデ
ザイン学科

2755-002-350

第１本科（昼）空間デザイン学科 2755-002-360

第１本科（昼）木匠学科 （平成22年03月31日募集停止等) 2755-002-370

第１本科（昼） 土木工学科 2755-002-380

第１本科（昼） 建設エンジ
ニア学科

2755-002-390

（平成27年4月入学者まで） 2755-002-395

（平成28年4月以降の入学者は、二級・木造
のみの認定）（平成30年03月31日募集停止
等)

2755-002-396

第２本科（夜）建築学科 2755-002-410

第２本科（夜）建築デュア
ルシステム科

2755-002-450

建築学科 2755-004-310

インテリアデザイン科 2755-004-350

空間CGデザイン科 （平成24年03月31日募集停止等) 2755-004-360

建築CGデザイン科 2755-004-370

住宅デザイン科 2755-004-380

建築学科（夜間） 2755-004-410

建築デザイン科（昼間） 2755-003-350

建築デザイン科（夜間） 2755-003-450

専門課程 住居環境科 2771-001-250

応用課程 建築施工システム技術科 2771-001-150

大阪府立北大阪高等職業
技術専門校

建築設計科(高卒1年)（平
成30年度入学者から5月
入学・4月修了）

2782-003-310

建築設計製図科 （高卒１年）（平成25年03月31日募集停止等) 2782-001-350

住環境設備科 （高卒１年）（平成25年03月31日募集停止等) 2782-001-360

大阪府立夕陽丘高等職業
技術専門校

建築内装設計科（高卒１年） （平成23年03月31日募集停止等) 2782-002-350

I部インテリアデザイン学科

大阪工業技術専門学校 工業専門課程

全日制課程

全日制課程 建築系
大阪府立今宮工科高等学校

堺市立堺高等学校

第１本科（昼）　住環境リノ
ベーション学科

工業専門課程

工業専門課程

近畿職業能力開発大学校

大阪府立守口高等職業技
術専門校

中央工学校ＯＳＡＫＡ

日本理工情報専門学校

工業専門課程

修成建設専門学校 工業専門課程

工業専門課程

工業専門課程

修成建設専門学校

大阪建設専門学校

大阪府立西野田工科高等学校

大阪府立東住吉総合高等学校

大阪府立布施工科高等学校

大阪デジタルテクノ専門学校

大阪府
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大手前大学 メディア･芸術学部 メディア･芸術学科 一級建築士コース 2815-126-250

都市政策学科 建築士プログラム 2815-097-250

総合政策学科 建築士プログラム 2815-097-260

国際政策学科 建築士プログラム 2815-097-270

メディア情報学科 建築士プログラム 2815-097-280

デザイン学部 環境・建築デザイン学科 （平成27年03月31日募集停止等) 2815-163-250

芸術工学部 環境デザイン学科 2815-163-260

神戸松蔭女子学院大学 人間科学部
ファッション・ハウジングデ
ザイン学科

（平成30年03月31日募集停止等) 2815-032-150

神戸大学 工学部 建築学科 2811-115-110

神戸ファッション造形大学 ファッション造形学部 ファッション造形学科
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)

2815-033-150

環境デザインコース(平成22年03月31日募集停止等) 2815-034-150

住環境･インテリアコース（平成25年03月
31日募集停止等)

2815-034-160

総合社会学科 2815-034-170

宝塚造形芸術大学 造形学部 産業デザイン学科
建築＆ショップデザインコース（平成22年
03月31日募集停止等）

2815-149-250

アート・デザイン学科
トータル空間デザイン専攻領域（平成25
年03月31日募集停止等)

2815-176-550

制作力創造学科 （平成28年03月31日募集停止等) 2815-185-250

兵庫県立大学 環境人間学部 環境人間学科 建築資格課程 2812-174-150

建築学科 2815-144-210

建築デザインコース（平成31年03月31日
募集停止等)

2815-144-250

生活デザインコース（平成27年4月入学者まで） 2815-144-260

アパレルコース（平成31年03月31日募集停止等) 2815-144-270

大阪芸術大学短期大学部 デザイン美術学科
スペースデザインコース（平成25年03月
31日募集停止等)

2825-020-150

大手前短期大学 ライフデザイン総合学科 住生活コース 2825-005-150

神戸女子短期大学 総合生活学科 2825-008-150

神戸ファッション造形大学
短期大学部

ファッションデザイン学科
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)

2825-009-150

兵庫大学短期大学部 美術デザイン学科第一部 （平成22年03月31日募集停止等) 2825-022-150

武庫川女子大学短期大学部 生活造形学科 インテリアコース 2825-021-150

建築学科 2831-001-110

本科＋専攻科 （建築学科＋建築・都市システム工学専攻） 2831-001-910

本科＋専攻科（都市シス
テム工学科＋建築・都市
システム工学専攻（都市
システム工学系））

（平成24年03月31日募集停止等) 2831-001-950

神戸市立工業高等専門学校 本科＋専攻科
（都市工学科＋都市工学専攻）（平成21
年4月入学者は二級最短1年）

2833-002-950

神戸市立科学技術高等学校 全日制課程 都市工学科 2843-007-150

兵庫県立尼崎工業高等学校 全日制課程 建築科 2842-001-110

2842-005-210

専修コース 2842-005-220

兵庫県立龍野北高等学校 全日制課程 環境建設工学科 建築類型 2842-006-150

兵庫県立東播工業高等学校 全日制課程 建築科 2842-002-110

兵庫県立豊岡総合高等学校 全日制工業科 環境建設工学科 建築類型 2842-003-150

兵庫県立兵庫工業高等学校 全日制課程 建築科 建築コース、インテリアコース 2842-004-110

神戸電子専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン学科 建築デザインコース 2855-001-350

建築職人マイスター専攻科 2855-002-560

環境建設工学科 2855-002-550

建築工学科 （平成24年03月31日募集停止等) 2855-002-310

建築職人マイスター専攻科 （平成24年03月31日募集停止等) 2855-002-350

兵庫県立但馬技術大学校 建築工学科（高卒２年） 2852-003-910

建築系学科（建築内装系）
インテリアリフォームコース（インテリア
サービス科）（高卒２年）（平成29年03月
31日募集停止等)

2882-001-250

建築系学科（建築内装系）
インテリアリフォームコース（インテリア
サービス科）（中卒２年）（平成29年03月
31日募集停止等)

2882-001-750

造形芸術学部

日本工科専門学校 工業専門課程

兵庫県立神戸高等技術専
門学院

兵庫県立神戸工業高等学校 定時制課程（夜間部制） 建築科

専門学校　日本工科大学校 工業専門課程

武庫川女子大学 生活環境学部
生活環境学科

明石工業高等専門学校

環境文化学科
神戸山手大学 現代社会学部

総合政策学部

神戸芸術工科大学

関西学院大学

兵庫県

宝塚大学
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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
住宅系専科（高卒１年） （平成23年03月31日募集停止等) 2882-002-310

住宅系専科（中卒１年） （平成23年03月31日募集停止等) 2882-002-810

住宅系専科（高卒１年） 2882-003-310

住宅系専科（中卒1年） 2882-003-810
普通職業訓練短期課程

普通職業訓練短期課程

兵庫県立ものづくり大学校
姫路職業能力開発校

兵庫県立姫路高等技術専
門学院
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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

畿央大学 健康科学部 人間環境デザイン学科
建築・まちづくりコース（平成28年03月31
日募集停止等)

2915-098-250

帝塚山大学 現代生活学部 居住空間デザイン学科 2915-048-150

生活環境学部 住環境学科 2911-139-250

（大学院）人間文化研究科 住環境学専攻 2911-139-950

奈良県立奈良朱雀高等学校 全日制課程 建築工学科 2942-001-110

奈良県立吉野高等学校 全日制課程 工業科 建築工学科 2942-002-110

奈良建築高等職業訓練校
建築施工系木造建築科
（高卒２年）

2985-001-210

奈良女子大学
奈良県
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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
環境システム学科 （平成27年03月31日募集停止等) 3011-090-150

システム工学科 3011-090-170

全日制課程 建築科 （平成23年04月01日以降の入学者） 3042-001-130

定時制課程（夜間部制） 建築科 3042-001-210

構造・施工系（平成23年03月31日募集停止等） 3042-001-110

住環境系（平成23年03月31日募集停止等） 3042-001-120

（高卒１年） 3082-001-310

（中卒１年） 3082-001-810
普通職業訓練・普通課程

（建築施工系 木造建築
科）建築工学科

和歌山大学

建築科

和歌山産業技術専門学院

システム工学部

和歌山県立和歌山工業高
等学校

全日制課程

和歌山県
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