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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
北九州市立大学 国際環境工学部 建築デザイン学科 4013-151-250

九州工業大学 工学部 建設社会工学科 4011-019-150

建築学科 （平成29年03月31日募集停止等) 4015-020-110

住居・インテリア設計学科 （平成29年03月31日募集停止等) 4015-020-120

都市基盤デザイン工学科 （平成29年03月31日募集停止等) 4015-020-150

芸術学部 デザイン学科 （平成28年03月31日募集停止等) 4015-020-250

九州女子大学 家政学部 人間生活学科 4015-102-250

工学部 建築学科 4011-018-110

芸術工学部 環境設計学科 4011-018-250

近畿大学 産業理工学部 建築・デザイン学科 4015-027-350

久留米工業大学 工学部 建築・設備工学科 4015-030-150

西日本工業大学 デザイン学部 建築学科 4015-068-110

福岡女子大学 人間環境学部 生活環境学科 （平成23年03月31日募集停止等) 4012-077-150

構造コース 4015-146-110

設計・計画コース 4015-146-120

総合コース 4015-146-130

社会デザイン工学科 （平成29年03月31日募集停止等) 4015-146-150

建築学科 （平成28年03月31日募集停止等) 4031-001-110

本科＋専攻科
（建築学科＋建築学専攻）（平成28年03
月31日募集停止等)

4031-001-910

大牟田高等学校 全日制課程 建築科 4045-008-110

建築コース（平成28年03月31日募集停止等) 4045-001-110

伝統技能コース（平成28年03月31日募集停止等) 4045-001-120

筑紫台高等学校 全日制課程 建築科 4045-009-110

建築科 4042-007-110

環境デザイン科 4042-007-150

福岡県立大川樟風高等学校 全日制課程 住環境システム科 4042-002-150

福岡県立田川科学技術高等学校 全日制課程 システム科学技術科 建築・環境創造専攻 4042-003-150

福岡県立戸畑工業高等学校 全日制課程 建築科 建築技術コース、建築デザインコース 4042-004-110

福岡県立福岡工業高等学校 全日制課程 建築科 4042-005-110

建築科 4043-006-110

（平成25年03月31日以前の入学者) 4043-006-150

（平成25年度入学者を対象として福岡県
知事の同等認定で審査）

4043-006-199

建築工学科 4055-004-210

建築学科 4055-004-310

建築CAD科 4055-004-350

インテリアデザイン科 4055-004-360

建築学科 夜間 4055-004-410

九州工業技術専門学校 工業専門課程 建築工学科 （平成25年03月31日募集停止等) 4055-001-310

昼間部 建築工学科 4055-002-310

夜間部 建築科 4055-002-410

昼間部 土木工学科 （平成25年４月入学者まで） 4055-005-350

高度総合デザイン科 4055-003-150

総合デザイン科 4055-003-250

環境デザイン科 （平成24年03月31日募集停止等) 4055-003-350

クリエイティブデザイン科 （平成26年03月31日募集停止等) 4055-003-360

専門課程 建築科 4071-001-210

応用課程 建築施工システム技術科 4071-001-150

国立県営 福岡障害者職業
能力開発校

普通課程 建築設計科（高卒１年) 4081-002-310

福岡県立福岡高等技術専門校 短期課程 建築科 (高卒1年) 4082-004-310

家屋営繕科（高卒1年） (平成22年03月31日募集停止等) 4082-001-310

家屋営繕科（中卒1年） (平成22年03月31日募集停止等) 4082-001-810

建築科(高卒1年) 4082-003-310

建築科(中卒1年） 4082-003-810

建築科

福岡県立浮羽工業高等学校 全日制課程

インテリア科
福岡市立博多工業高等学校

工学部
九州産業大学

福岡大学 工学部
建築学科

工業専門課程

デザイン専門課程

全日制課程

九州大学

麻生建築＆デザイン専門
学校

有明工業高等専門学校

真颯館高等学校

九州職業能力開発大学校

福岡県立大牟田高等技術
専門校

福岡県立久留米高等技術
専門校

福岡デザイン専門学校

福岡建設専門学校

工業専門課程

全日制課程

福岡県
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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
佐賀大学 理工学部 都市工学科 4111-107-150

佐賀県立唐津工業高等学校 全日制課程 建築科 4142-004-110

佐賀県立佐賀工業高等学校 全日制課程 建築科 4142-005-110

佐賀県立塩田工業高等学校 全日制課程 建築科 4142-001-110

佐賀県立鳥栖工業高等学校 全日制課程 建築科 4142-002-110

北陵高等学校 全日制課程 建築科 4145-003-110

建築技術・設計科（高卒2年） 4182-001-210

建築設計科（高卒１年） （平成24年03月31日募集停止等) 4182-001-310

総合建築科（高卒１年） (平成24年03月31日募集停止等） 4182-001-320

建築技術・設計科 （中卒2年） 4182-001-710

建築設計科（中卒１年） （平成24年03月31日募集停止等) 4182-001-810

総合建築科（中卒１年） (平成24年03月31日募集停止等） 4182-001-820

佐賀県立産業技術学院

佐賀県
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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
活水女子大学 健康生活学部 生活デザイン学科 （平成27年03月31日募集停止等) 4215-013-150

環境・建築学部 建築学科 （平成26年03月31日募集停止等) 4215-132-210

工学部 工学科 建築学コース 4215-132-550

構造工学科 (平成23年03月31日募集停止等) 4211-064-150

工学科 構造工学コース 4211-064-160

長崎県立大村工業高等学校 全日制課程 工業 建築科 4242-001-110

全日制課程 工業 建築科 4242-002-110

（三修制）（平成28年03月31日募集停止等) 4242-002-210

（四修制）（平成28年03月31日募集停止等) 4242-002-220

長崎県立島原工業高等学校 全日制課程 建築科 （平成28年03月31日募集停止等) 4242-003-110

建築科 4242-004-110

インテリア科 4242-004-150

（4年制） 4242-004-210

（3年制） 4242-004-220

建築施工系木造建築科 （高卒2年) 4285-006-210

建築施工系建築設計科 (高卒2年) 4285-006-220

長崎建設技術専門学院 普通課程 建築設計科（高卒２年）（休止） 4285-004-210

長崎県立佐世保高等技術
専門校

普通職業訓練 普通
課程 建築施工系

木造建築科 （高卒１年） 4282-001-350

長崎高等技術専門校 木造建築科（高卒2年） 4282-007-210

普通課程

工学部

建築科

全日制課程

長崎県立長崎工業高等学校

定時制課程（夜間部制）

長崎県立佐世保工業高等
学校 定時制課程（夜間部制） 建築科

長崎総合科学大学

長崎大学

長崎県央職業訓練校

長崎県
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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
熊本県立大学 環境共生学部 居住環境学科 （平成31年03月31日募集停止等) 4312-029-150

熊本大学 工学部 建築学科 4311-168-110

崇城大学 工学部 建築学科 4315-047-110

東海大学 産業工学部 建築学科 （平成25年03月31日募集停止等) 4315-049-310

建築社会デザイン工学科 4331-002-150

本科＋専攻科
（建築社会デザイン工学科＋生産システ
ム工学専攻）

4331-002-950

土木建築工学科
本科（建築コース）（平成21年9月30日募
集停止等）

4331-001-150

本科＋専攻科
（土木建築工学科建築コース＋専攻科環
境建設工学専攻）（平成21年9月30日募
集停止等）

4331-001-950

開新高等学校 全日制課程 土木建築科 建築コース 4345-009-550

熊本県立小川工業高等学校 全日制課程 建築科 4342-001-110

建築科 4342-002-110

インテリア科 4342-002-150

定時制課程（夜間部制） 建築科 4342-002-210

熊本県立翔陽高等学校 全日制課程 総合学科 4342-003-150

建築コース 4342-004-110

伝統建築コース 4342-004-120

熊本県立水俣工業高等学校 全日制課程 建築科 建築コース（平成24年03月31日募集停止） 4342-005-110

熊本県立水俣高等学校 電気建築システム科 建築コース 4342-008-150

秀岳館高等学校 全日制課程 建設工業科
テクニカルコース（平成27年03月31日募
集停止等)

4345-007-150

総合科学科
建築インテリア専攻（平成23年03月31日
募集停止等)

4345-006-150

理工科
建築インテリア専攻（平成25年03月31日
募集停止等)

4345-006-160

専門課程 インテリアデザイン科 （平成22年03月31日募集停止等） 4355-003-350

建築デザイン専攻 4355-003-550

ショップデザイン専攻（平成24年03月31日
募集停止等)

4355-003-560

インテリアコーディネート専攻 4355-003-570

商業空間デザイン専攻 4355-003-580

湖東カレッジ情報建築専門
学校

工業専門課程 建築学科 （平成22年03月31日募集停止） 4355-001-310

専修学校 熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程 建築科 4355-002-310

熊本職業訓練短期大学校 居住システム系
建築科(建築大工・左官・
型枠・鉄筋・建築製図・建
築設備)

（平成23年03月31日募集停止等) 4375-001-210

総合建築科(高卒２年） （平成２４年度卒業生まで熊本高等技術訓練校） 4382-001-210

総合建築科（中卒２年） （平成２４年度卒業生まで熊本高等技術訓練校） 4382-001-710

職業訓練法人 人吉球磨能
力開発センター

普通課程 木造建築科(高卒2年) （平成25年03月31日以前の入学者) 4385-002-210

全日制課程 建築科

工業専門課程

熊本県立高等技術専門校

建築・インテリアデザイン科

文徳高等學校 全日制課程

熊本高等専門学校

八代工業高等専門学校

全日制課程
熊本県立熊本工業高等学校

熊本デザイン専門学校

熊本県立球磨工業高等学校

熊本県
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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
大分大学 工学部 福祉環境工学科 建築コース（平成29年03月31日募集停止等) 4411-005-150

日本文理大学 工学部 建築学科 4415-071-110

大分県立大分工業高等学校 全日制課程 建築科 4442-001-110

大分県立鶴崎工業高等学校 全日制課程 建築科 4442-004-110

大分県立中津東高等学校 全日制課程 土木科 建築専攻 4442-002-150

大分県立日出暘谷高等学校 全日制課程 総合学科
環境プラニング系列（平成24年03月31日
募集停止等)

4442-005-150

建築科 （平成25年03月31日募集停止等) 4442-003-110

建築土木科 建築コース 4442-003-150

大分県立工科短期大学校 住居環境科 4472-001-250

大分県立日田林工高等学校 全日制課程

大分県
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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
建築学科 4531-001-110

本科＋専攻科 （建築学科＋建築学専攻） 4531-001-910

宮崎県立小林秀峰高等学校 全日制課程 建築環境科 （平成23年03月31日募集停止等) 4542-004-150

住環境 コース（平成29年03月31日募集停止等) 4542-001-110

建築技術コース（平成29年03月31日募集停止等) 4542-001-120

宮崎県立都城工業高等学校 全日制課程 建設システム科 4542-002-150

全日制課程 建築科 4542-003-110

定時制課程（夜間部制） 建築科 4542-003-210

構造物鉄工科 （高卒２年）（平成23年03月31日募集停止） 4582-001-250

木造建築科（高卒２年） 4582-001-210

普通課程 短期 建築科
（高卒1年）

4582-003-310

普通課程 短期 建築科
（中卒1年）

4582-003-810

普通訓練課程（高卒２年） 4585-002-210

普通訓練課程（中卒３年） 4585-002-610

宮崎県立産業技術専門校
高鍋校

木造建築科

都城工業高等専門学校

宮崎県立日向工業高等学校 全日制課程

宮崎高等技術専門校

建築科

宮崎県立宮崎工業高等学校

宮崎県立産業技術専門校

宮崎県
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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
建築学科 4611-012-110

海洋土木工学科 （平成25年03月31日以前の入学者) 4611-012-150

第一工業大学 工学部 建築デザイン学科 4615-128-150

鹿児島県立短期大学 生活科学科
生活科学専攻（平成24年3月31日以前の
入学者は最短実務2年）

4622-019-150

土木工学科 (平成22年03月31日募集停止等) 4631-001-150

都市環境デザイン工学科 4631-001-250

鹿児島県立出水工業高等学校 全日制課程 建築科 4642-001-110

鹿児島県立大島工業高等学校 全日制課程 建設工学科 （平成22年03月31日募集停止等) 4642-009-150

インテリア系 4642-002-160

工業II類 建築系 4642-002-150

鹿児島県立加治木工業高等学校 全日制課程 建築科 4642-007-110

鹿児島県立鹿屋工業高等学校 全日制課程 建築科 4642-003-110

鹿児島県立薩南工業高等学校 全日制課程 建築科 4642-004-110

鹿児島県立川内商工高等学校 全日制課程 工業・インテリア科 4642-010-150

鹿児島県立隼人工業高等学校 全日制課程 インテリア科 4642-005-150

尚志館高等学校 全日制課程 建設工業科 4645-008-150

れいめい高等学校 全日制課程 工学科 建築コース（平成28年03月31日募集停止等) 4645-006-110

鹿児島建設専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科 （平成25年03月31日募集停止等) 4655-001-350

鹿児島工学院専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科 4655-002-150

4682-002-220

（平成26年03月31日募集停止等) 4682-002-210

国立・県営 鹿児島障害者
職業能力開発校

建築設計科（高卒1年） （平成24年03月31日募集停止等) 4681-001-310

鹿児島県立鹿児島工業高
等学校

全日制課程

鹿児島県立宮之城高等技
術専門校

建築工学科（高卒2年）

鹿児島大学 工学部

鹿児島工業高等専門学校

鹿児島県



- 53 -

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
琉球大学 工学部 環境建設工学科 建築コース（平成29年03月31日募集停止等) 4711-089-150

沖縄県立沖縄工業高等学校 全日制課程 建築科 4742-001-110

沖縄県立名護商工高等学校 全日制課程 電建システム科 建築技術コース 4742-002-150

沖縄県立美里工業高等学校 全日制課程 建築科 4742-003-110

サイ・テク・カレッジ 工業専門課程 環境建築学科 （平成29年03月31日募集停止等) 4755-001-350

サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程 建築デザイン科 4755-003-350

サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程 環境建築学科 4755-005-350

空間デザイン科 (平成23年03月31日募集停止等) 4755-004-350

建築デザインコース 4755-004-360

インテリアデザインコース（平成30年03月
31日募集停止等)

4755-004-370

専修学校パシフィックテクノ
カレッジ学院

工業専門課程 建築学科 4755-002-310

沖縄職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科 4771-001-250

工業専門課程
インテリア・建築デザイン科

専修学校 インターナショナ
ルデザインアカデミー

沖縄県
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