一級学校課程一覧
学校課程コード
0111-112-150
0111-150-150
0111-150-550
0113-038-150
0113-038-160
0115-049-250
0115-049-450
0115-056-110
0115-078-150
0115-078-265
0115-079-110
0115-080-110
0115-184-110
0115-196-510
0131-001-110
0131-001-350
0131-001-910
0155-001-210
0155-001-310
0155-001-320
0155-002-310
0155-002-320
0155-002-330
0155-003-310
0155-004-310
0155-004-320
0155-004-350
0155-004-360
0155-004-370
0155-004-380
0155-005-250
0155-005-350
0155-005-360
0155-006-310

学校課程名
北海道大学 工学部 環境社会工学科 建築都市コース
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)
室蘭工業大学 理工学部 創造工学科 建築土木工学コース建築学トラッ
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)
札幌市立大学 デザイン学部 デザイン学科 人間空間デザインコース
東海大学 芸術工学部 建築・環境デザイン学科 （平成24年03月31日募
集停止等)
東海大学 国際文化学部 デザイン文化学科
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)
北翔大学 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)
北翔大学 教育文化学部 芸術学科 （平成28年4月1日以降の入学者）
北海学園大学 工学部 建築学科
北海道工業大学（北海道科学大学） 空間創造学部 建築学科 （平成26
年03月31日募集停止等)
北海道科学大学 工学部 建築学科
星槎道都大学 美術学部 建築学科
釧路工業高等専門学校 建築学科 （平成28年03月31日募集停止等)
釧路工業高等専門学校 創造工学科 建築デザインコース建築学分野
釧路工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋建設・生産システム
工学専攻）
札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程 建築工学科 ３年制（平成26
年03月31日募集停止等)
札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程 建築工学科 建築コース（平
成26年03月31日募集停止等)
札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程 建築工学科 デザインコース
（平成26年03月31日募集停止等)
札幌理工学院 工業専門課程 建築工学科 建築コース（平成22年03月31
日募集停止等）
札幌理工学院 工業専門課程 建築工学科 デザインコース（平成22年03
月31日募集停止等）
札幌理工学院 工業専門課程 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)
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程 建築学科
青山工学・医療専門学校 工業分野専門課程 建築学科 (平成22年03月
31日募集停止等)
青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業分野専門課程 建築設計デ
ザイン科 デザインコース
青山工学・医療専門学校 工業分野専門課程 建築設計ＣＡＤ科 (平成22
年03月31日募集停止等)
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 イン
テリアコース(平成22年03月31日募集停止等)
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 商業
施設コース(平成22年03月31日募集停止等)
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 福祉
住環境コース(平成22年03月31日募集停止等)
北海道芸術デザイン専門学校 工業分野専門課程 国際建築工学デザイ
ン学科
北海道芸術デザイン専門学校 工業分野専門課程 建築デザイン学科
（平成26年03月31日募集停止等)
北海道芸術デザイン専門学校 職業実践専門課程 建築デザイン学科
青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業分野専門課程 建築学科

学校課程コード
0155-006-350
0155-006-360
0155-006-370
0155-006-380
0155-007-350
0155-007-360
0171-001-150
0171-001-210
0215-142-150
0231-001-160
0255-001-310
0372-001-210
0411-170-150
0411-170-160
0412-099-250
0415-058-110
0415-058-310
0415-058-320
0415-113-260
0415-113-270
0415-113-550
0415-137-150
0415-137-160
0415-138-250
0415-138-260
0415-156-250
0415-156-350
0431-001-110
0431-001-910
0431-002-150
0431-002-250
0431-002-950
0455-001-310
0455-001-320
0455-001-325
0455-001-350
0455-001-380
0455-001-385
0455-002-310
0455-002-370

学校課程名
青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業分野専門課程 建築設計ＣＡ
Ｄ科 （平成25年03月31日募集停止等)
青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業分野専門課程 建築設計デ
ザイン科 商業施設コース（平成25年03月31日募集停止等)
青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業分野専門課程 建築設計デ
ザイン科 インテリアコース
青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業分野専門課程 建築設計デ
ザイン科 福祉住環境コース（平成25年03月31日募集停止等)
札幌科学技術専門学校 工業専門課程 建築設計デザイン学科 （平成26
年03月31日募集停止等)
札幌科学技術専門学校 工業専門課程 建築技術学科
北海道職業能力開発大学校 応用課程 建築施工システム技術科
北海道職業能力開発大学校 専門課程 建築科
八戸工業大学 工学部 土木建築工学科
八戸工業高等専門学校 産業システム工学科 環境都市・建築デザイン
コース 建築デザイン履修コース
専門学校アレック情報ビジネス学院 工業専門課程 建築科
岩手県立産業技術短期大学校 本校 建築科
東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 都市・建築学コース
東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 都市・建築デザインコース
宮城大学 事業構想学部 デザイン情報学科 （平成29年03月31日募集停
止等)
東北工業大学 工学部 建築学科 （平成31年03月31日募集停止等)
東北工業大学 建築学部 建築学科 建築システムコース
東北工業大学 建築学部 建築学科 建築デザインコース
尚絅学院大学 総合人間科学部 生活環境学科 （平成27年03月31日募
集停止等)
尚絅学院大学 総合人間科学部 環境構想学科 （平成31年03月31日募
集停止等)
尚絅学院大学 人文社会学群 人文社会学類
東北学院大学 工学部 環境建設工学科 （平成25年03月31日募集停止
東北学院大学 工学部 環境建設工学科 建築コース
東北文化学園大学 科学技術学部 人間環境デザイン学科 （平成25年03
月31日募集停止等)
東北文化学園大学 科学技術学部 建築環境学科
宮城学院女子大学 学芸学部 生活文化デザイン学科 （平成28年03月31
日募集停止等)
宮城学院女子大学 生活科学部 生活文化デザイン学科
宮城工業高等専門学校 建築学科 （平成22年09月30日募集停止等）
宮城工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋建築情報デザイン
学専攻）（平成22年09月30日募集停止等）
仙台高等専門学校 建築デザイン学科 （平成28年03月31日募集停止等)
仙台高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース
仙台高等専門学校 本科＋専攻科（平成28年03月31日募集停止等) （建
築デザイン学科＋生産システムデザイン工学専攻建築デザイン学コー
東北電子専門学校 工業専門課程 建築工学科 （平成27年03月31日募
集停止等)
東北電子専門学校 工業専門課程 建築科 建築工学コース
東北電子専門学校 工業専門課程 建築科 CAD設計コース
東北電子専門学校 工業専門課程 建築デザイン科 （平成24年03月31日
募集停止等)
東北電子専門学校 工業専門課程 建築CADデザイン科 （平成26年03月
31日募集停止等)
東北電子専門学校 工業専門課程 建築CAD科 （平成27年03月31日募集
停止等)
東北文化学園専門学校 工業専門課程 建築科 （平成28年03月31日募
集停止等)
東北文化学園専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科 建築土木科

学校課程コード
0455-005-350
0455-005-360
0455-005-385
0471-001-150
0471-001-250
0512-002-150
0531-001-150
0531-001-950
0555-001-350
0571-001-250
0611-109-130
0611-109-260
0611-109-270
0615-057-150
0655-001-350
0675-002-250
0715-035-150
0715-069-210
0755-001-350
0755-002-550
0811-093-150
0811-129-250
0811-129-350
0811-129-450
0811-130-250
0811-130-260
0811-130-270
0855-001-310
0855-001-350
0855-001-360
0855-002-350
0855-002-365
0855-002-390
0855-003-350
0855-003-360
0911-004-150
0911-004-350
0915-003-110
0915-003-150

学校課程名
仙台工科専門学校 工業専門課程 建築工学科 建築デザインコース（平
成26年03月31日募集停止等)
仙台工科専門学校 工業専門課程 建築工学科 建築技能コース（平成24
年03月31日募集停止等)
仙台工科専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科
東北職業能力開発大学校 応用課程 建築施工システム技術科
東北職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科
秋田県立大学 システム科学技術学部 建築環境システム学科
秋田工業高等専門学校 環境都市工学科 （平成29年3月31日募集停止
秋田工業高等専門学校 本科＋専攻科（環境都市工学科＋環境システ
ム工学専攻） （平成29年3月31日募集停止等）
秋田建築デザイン専門学校 専門課程 建築設計科 （令和02年03月31日
募集停止等)
東北職業能力開発大学校附属秋田職業能力開発短期大学校 専門課程
住居環境科
山形大学 工学部 建築・デザイン学科
山形大学 地域教育文化学部 生活総合学科 生活環境科学コース（平成
23年04月01日以降の入学者）（平成24年03月31日募集停止等）
山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科 生活環境科学コース
（平成29年03月31日募集停止等)
東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科
山形デザイン専門学校 文化教養専門課程 環境デザイン科
山形工科短期大学校 居住システム系 住居環境科
郡山女子大学 家政学部 人間生活学科 建築デザインコース
日本大学 工学部 建築学科
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科 （平成
29年03月31日募集停止等)
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程 建築CAD設計科
茨城大学 工学部 都市システム工学科
筑波大学 理工学群 工学システム学類 環境開発工学主専攻
筑波大学 理工学群 社会工学類 都市計画主専攻
筑波大学 芸術専門学群
筑波技術大学 産業技術学部 総合デザイン学科 建築デザインコース(平
成23年03月31日募集停止等)
筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科 環境・安全システムコース
(平成23年03月31日募集停止等)
筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科
筑波研究学園専門学校 工業専門課程 建築学科 （平成22年03月31日
募集停止等）
筑波研究学園専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科 （平成22年03
月31日募集停止等）
筑波研究学園専門学校 工業専門課程 建築環境学科 建築設計デザイ
ンコース
水戸日建工科専門学校 工業専門課程 建築設計科
水戸日建工科専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン科
水戸日建工科専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科（平成24年
04月01日以降の入学者） （平成26年03月31日募集停止等)
専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程 建築インテリア学
科 （平成25年03月31日募集停止等)
専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程 インテリアデザイ
ン学科
宇都宮大学 工学部 建設学科 建築学コース（平成28年03月31日募集停
止等)
宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科
足利工業大学 工学部 建築学科 (平成23年03月31日募集停止等)
足利工業大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 建築学コース
（平成27年03月31日募集停止等)

学校課程コード
0915-003-160
0915-197-150
0915-197-160
0915-197-170
0931-001-110
0931-001-920
0955-001-360
0955-003-350
0955-003-370
0955-003-375
0955-003-380
0955-003-385
0971-001-150
0971-001-210
1013-121-110
1013-121-150
1055-001-350
1055-001-370
1055-001-375
1055-002-110
1055-002-150
1055-002-250
1055-002-260
1055-002-310
1111-108-150
1111-108-160
1115-041-250
1115-059-110
1115-059-250
1115-070-110
1115-070-150
1115-070-310
1115-135-150
1115-157-260
1155-001-150
1155-001-160
1155-001-360
1155-001-460
1211-119-110
1211-119-150
1211-119-510
1211-119-520
1215-069-150

学校課程名
足利工業大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 空間デザイン
コース（平成27年03月31日募集停止等)
足利大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 建築学コース（平成
28年03月31日募集停止等)
足利大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 空間デザインコー
ス（平成28年03月31日募集停止等)
足利大学 工学部 創生工学科 建築・土木分野 建築学コース
小山工業高等専門学校 建築学科
小山工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋複合工学専攻・建
築学コース）
足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程 インテリアデザイ
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程 建築設計科
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科 （平成26
年03月31日募集停止等)
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン科
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程 建築遺産保全設計科 （平成
25年03月31日募集停止等)
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程 まちづくり科 （平成27年03月
31日募集停止等)
関東職業能力開発大学校 応用課程 建築施工システム技術科
関東職業能力開発大学校 専門課程 建築科
前橋工科大学 工学部 建築学科
前橋工科大学 工学部 総合デザイン工学科
群馬日建工科専門学校 工業専門課程 建築設計科
群馬日建工科専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科 （平成26年
03月31日募集停止等)
群馬日建工科専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン科
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築デザイン科 （平成
28年03月31日募集停止等)
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築設計工学科
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築デザイン科 （平成
24年03月31日募集停止等)
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 インテリア設計科 空間
デザインコース
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築科
埼玉大学 工学部 建設工学科 （平成30年03月31日募集停止等)
埼玉大学 工学部 環境社会デザイン学科
芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム学科
東洋大学 理工学部 建築学科
東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科
日本工業大学 工学部 建築学科 （平成30年03月31日募集停止等)
日本工業大学 工学部 生活環境デザイン学科 （平成30年03月31日募集
停止等)
日本工業大学 建築学部 建築学科
東京電機大学 理工学部 理工学科
ものつくり大学 技能工芸学部 建設学科
CAD製図専門学校 工業専門課程 建築CAD科
CAD製図専門学校 工業専門課程 建築CAD科II部 （平成23年03月31日
募集停止等)
CAD製図専門学校 工業専門課程 CAD製図科 建築コース
CAD製図専門学校 工業専門課程 CAD製図科 II部 建築コース
千葉大学 工学部 建築学科 （平成29年03月31日募集停止等)
千葉大学 工学部 都市環境システム学科 都市空間工学コース（平成29
年03月31日募集停止等)
千葉大学 工学部 総合工学科 建築学コース
千葉大学 工学部 総合工学科 都市環境システムコース・都市空間工学
プログラム
日本大学 理工学部 海洋建築工学科

学校課程コード
1215-069-310
1215-069-350
1215-120-150
1215-120-160
1215-120-310
1215-135-350
1215-136-310
1215-155-250
1215-155-260
1215-155-270
1225-023-250
1225-023-260
1255-001-350
1255-002-350
1255-002-360
1255-003-310
1271-001-250
1311-050-110
1311-050-150
1311-050-160
1311-050-260
1311-052-110
1311-052-510
1311-091-260
1311-173-110
1312-042-150
1312-199-510
1312-199-550
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
1315-037-510
1315-040-150
1315-041-110
1315-041-120
1315-041-350
1315-041-410
1315-043-150
1315-051-150
1315-051-550

学校課程名
日本大学 生産工学部 建築工学科
日本大学 生産工学部 土木工学科
千葉工業大学 工学部 建築都市環境学科 （平成28年03月31日募集停
千葉工業大学 工学部 デザイン科学科 （平成28年03月31日募集停止等)
千葉工業大学 創造工学部 建築学科
東京電機大学 情報環境学部 情報環境学科 （平成29年03月31日募集
停止等)
東京理科大学 理工学部 建築学科
明海大学 不動産学部 不動産学科 デザインコース
明海大学 不動産学部 不動産学科 ビジネスコース
明海大学 不動産学部 不動産学科 ファイナンスコース
日本大学短期大学部 建設学科 （平成24年03月31日募集停止等)
日本大学短期大学部 建築・生活デザイン学科
国際理工専門学校 工業専門課程 建築設計科 （平成24年03月31日募
集停止等)
千葉日建工科専門学校 工業専門課程 建築設計科 （平成24年03月31
日募集停止等)
千葉日建工科専門学校 工業専門課程 建築CAD技術科
国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程 建築設計科
関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開発短期大学校 専門課程
住居環境科
東京大学 工学部 建築学科
東京大学 工学部 社会基盤学科
東京大学 工学部 都市工学科
東京大学 農学部 環境資源科学課程 木質構造科学専修
東京工業大学 工学部 建築学科 （平成28年03月31日募集停止等)
東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系
お茶の水女子大学 生活科学部 人間・環境科学科 （平成25年4月1日以
降の入学者）
東京芸術大学 美術学部 建築科
首都大学東京 都市環境学部 都市環境学科 建築都市コース（平成29年
03月31日募集停止等)
東京都立大学 都市環境学部 建築学科
東京都立大学 都市環境学部 都市環境学科 建築都市コース（平成30年
03月31日募集停止等)
共立女子大学 家政学部 建築・デザイン学科 建築コース
工学院大学 工学部第1部 建築学科 (平成23年03月31日募集停止等)
工学院大学 工学部第1部 建築都市デザイン学科 (平成23年03月31日募
集停止等)
工学院大学 工学部第2部 建築学科 （平成27年03月31日募集停止等)
工学院大学 建築学部 建築学科
工学院大学 建築学部 建築デザイン学科
工学院大学 建築学部 まちづくり学科
国士舘大学 理工学部 理工学科 建築学系
駒沢女子大学 人文学部 空間造形学科 （平成26年03月31日募集停止
駒沢女子大学 人文学部 住空間デザイン学科 （平成30年03月31日募集
停止等)
駒沢女子大学 人間総合学群 住空間デザイン学類
実践女子大学 生活科学部 生活環境学科
芝浦工業大学 工学部 建築学科 （平成29年03月31日募集停止等)
芝浦工業大学 工学部 建築工学科 （平成29年03月31日募集停止等)
芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科 （平成29年03月31日募
集停止等)
芝浦工業大学 建築学部 建築学科
昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科
東京家政学院大学 家政学部 住居学科 （平成22年3月31日募集停止
東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科

学校課程コード
1315-054-160
1315-055-110
1315-055-150
1315-055-250
1315-055-510
1315-055-550
1315-069-110
1315-069-180
1315-069-450
1315-069-460
1315-083-150
1315-083-160
1315-083-270
1315-086-105
1315-086-110
1315-086-150
1315-122-210
1315-123-250
1315-135-210
1315-136-110
1315-136-210
1315-136-410
1315-136-550
1315-140-250
1315-140-260
1315-140-270
1315-145-210
1315-158-110
1315-158-950
1315-158-960
1315-178-250
1315-178-260
1325-012-150
1325-012-950
1355-001-210
1355-001-250
1355-001-350
1355-001-360
1355-001-390
1355-001-395
1355-001-397
1355-001-410
1355-002-270

学校課程名
東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域（平成23年04
月01日以降の入学者)
東京都市大学 工学部 建築学科 （令和02年03月31日募集停止等)
東京都市大学 工学部 都市工学科 （令和02年03月31日募集停止等)
東京都市大学 都市生活学部 都市生活学科
東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科
東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科
日本大学 理工学部 建築学科
日本大学 理工学部 まちづくり工学科
日本大学 芸術学部 デザイン学科 建築デザインコース（平成24年03月31
日募集停止等)
日本大学 芸術学部 デザイン学科 （平成24年04月01日以降の入学者)
武蔵野大学 環境学部 環境学科 住環境専攻（平成22年03月31日募集
停止等）
武蔵野大学 環境学部 環境学科 都市環境専攻（平成27年03月31日募
集停止等)
武蔵野大学 工学部 建築デザイン学科
明星大学 建築学部 建築学科
明星大学 理工学部 建築学科 (平成22年03月31日募集停止等)
明星大学 理工学部 総合理工学科 建築学系 （令和02年03月31日募集
停止等)
早稲田大学 創造理工学部 建築学科
多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科
東京電機大学 未来科学部 建築学科
東京理科大学 工学部第一部 建築学科 （平成28年03月31日募集停止
東京理科大学 工学部第二部 建築学科 （平成28年03月31日募集停止
東京理科大学 工学部 建築学科
東京理科大学 工学部 建築学科 夜間主社会人コース
日本女子大学 家政学部 住居学科 建築環境デザイン専攻(平成22年03
月31日募集停止等)
日本女子大学 家政学部 住居学科 居住環境デザイン専攻
日本女子大学 家政学部 住居学科 建築デザイン専攻
武蔵野美術大学 造形学部 建築学科
法政大学 デザイン工学部 建築学科
法政大学 （大学院）工学研究科 建設工学専攻（建築学領域） 修士課程
キャリア3年コース（平成22年03月31日募集停止等)
法政大学 （大学院）デザイン工学研究科 建築学専攻 修士課程 キャリア
3年コース
文化学園大学 造形学部 住環境学科 （平成22年03月31日募集停止）
文化学園大学 造形学部 建築・インテリア学科
昭和女子大学短期大学部 文化創造学科 (平成22年03月31日募集停止)
昭和女子大学短期大学部 （本科＋専攻科） 文化創造学科＋専攻科生
活文化学専攻 （平成22年03月31日募集停止）
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築工学科
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築インテリア工学科
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築設計デザイン科 建築コー
ス（平成23年03月31日募集停止等)
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築設計デザイン科 設備コー
ス（平成23年03月31日募集停止等)
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築設計デザイン科 建築デ
ザインコース
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築設計デザイン科 環境デ
ザインコース
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 住宅設計デザイン科
青山製図専門学校 製図専門課程（工業） 建築科(夜間）
専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程
インテリアアーキテクチュア＆デザイン科

学校課程コード
1355-002-275
1355-003-110
1355-003-210
1355-003-350
1355-003-360
1355-003-370
1355-003-380
1355-003-390
1355-003-410
1355-004-310
1355-007-250
1355-007-350
1355-007-380
1355-007-560
1355-008-350
1355-008-360
1355-008-370
1355-009-310
1355-009-410
1355-010-110
1355-010-350
1355-011-110
1355-011-350
1355-012-310
1355-012-320
1355-012-330
1355-013-130
1355-013-210
1355-013-310
1355-013-410
1355-015-250
1355-015-260
1355-015-270
1355-015-280
1355-015-410
1355-017-350
1371-001-150
1371-001-155
1371-001-160
1371-001-210
1371-001-250

学校課程名
専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程
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
中央工学校 工業専門課程 建築工学科
中央工学校 工業専門課程 建築設計科
中央工学校 工業専門課程 木造建築科
中央工学校 工業専門課程 女子建築設計科 （平成23年03月31日募集
停止等)
中央工学校 工業専門課程 建築設備設計科
中央工学校 工業専門課程 建築室内設計科
中央工学校 工業専門課程 建築科（夜間）
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）
東京日建工科専門学校 建築専門課程 建築CADビジネス科(3年制)
東京日建工科専門学校 建築専門課程 建築設計科（昼間部）
東京日建工科専門学校 建築専門課程 建築インテリアデザイン科
東京日建工科専門学校 建築専門課程 建築大工科
町田・デザイン専門学校 建築専門課程 建築デザイン科 （平成24年03月
31日募集停止等)
町田・デザイン専門学校 建築専門課程 建築・インテリアデザイン科 （平
成26年03月31日募集停止等)
町田･デザイン専門学校 建築専門課程 建築デザイン科 （平成26年04月
01日以降の入学者）
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程 建築学科
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程 建築科（夜間）
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 建築学科
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 建築設計科
日本工学院専門学校 工業専門課程 建築学科
日本工学院専門学校 工業専門課程 建築設計科
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
東京工学院専門学校 工業専門課程 建築学科 建築設計コース
東京工学院専門学校 工業専門課程 建築学科 福祉住環境デザインコー
専門学校 東京テクニカルカレッジ 工業専門課程 建築監督科
専門学校 東京テクニカルカレッジ 工業専門課程 建築工学科 （平成22
年03月31日募集停止等）
専門学校 東京テクニカルカレッジ 工業専門課程 建築科
専門学校 東京テクニカルカレッジ 工業専門課程 建築科 夜間
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程 都市デザイン科（夜間） （平成
22年03月31日募集停止等）
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程 建築設計科 構造設計コース
（夜間）（平成22年03月31日募集停止等）
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程 建築設計科 建築設計コース
（夜間）（平成22年03月31日募集停止等）
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程 建築都市設計科(夜間)
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程 建築科（夜間）
東京デザイナー学院 建築専門課程 建築デザイン科 建築デザイン専攻
職業能力開発総合大学校東京校 応用課程 建築施工システム技術科
（平成26年03月31日募集停止等)
職業能力開発総合大学校 長期課程 建築システム工学科 （平成25年4
月1日神奈川県から東京都へ移転）
職業能力開発総合大学校 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築施
工システム技術科〈特定応用課程〉 建築専攻
職業能力開発総合大学校東京校 専門課程 建築科 （平成24年03月31
日募集停止等)
職業能力開発総合大学校東京校 専門課程 インテリア科 （平成23年03
月31日募集停止等)

学校課程コード
1371-001-260
1371-001-270
1375-002-210
1411-088-150
1411-088-360
1411-088-510
1415-016-110
1415-016-350
1415-044-160
1415-049-110
1415-053-110
1415-053-550
1415-069-550
1415-084-110
1415-103-150
1415-103-250
1415-103-350
1415-103-950
1415-116-110
1415-182-150
1455-001-110
1455-001-350
1455-001-360
1455-001-370
1455-001-380
1455-002-350
1455-002-380
1611-045-110
1611-045-120
1611-045-130
1711-114-150
1711-114-160
1713-063-150
1715-067-110
1715-067-510
1755-001-350
1755-001-370
1755-001-375
1755-001-560
1755-002-310
1755-002-320
1755-002-330
1755-002-350
1755-002-360
1755-002-370
1771-001-250

学校課程名
職業能力開発総合大学校東京校 専門課程 住居環境科（デュアル） （平
成22年03月31日募集停止等)
職業能力開発総合大学校 総合課程（特定専門課程） 居住システム系建
築科 建築専攻（令和元年03月31日募集停止等)
東京建築カレッジ 高度職業訓練 専門課程 居住システム系建築科
横浜国立大学 工学部 建設学科 建築学コース（平成23年03月31日募集
停止等)
横浜国立大学 理工学部 建築都市・環境系学科 建築教育プログラム
（平成29年03月31日募集停止等)
横浜国立大学 都市科学部 建築学科
関東学院大学 工学部 建築学科 （平成25年03月31日募集停止等)
関東学院大学 建築･環境学部 建築･環境学科
女子美術大学 芸術学部 デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻
東海大学 工学部 建築学科
東京工芸大学 工学部 建築学科 （平成31年03月31日募集停止等)
東京工芸大学 工学部 工学科 建築コース
日本大学 生物資源科学部 生物環境工学科
明治大学 理工学部 建築学科
慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科
慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報学科
慶應義塾大学 総合政策学部 総合政策学科
慶應義塾大学 （大学院）修士課程 政策・メディア研究科 政策・メディア
神奈川大学 工学部 建築学科
相模女子大学 学芸学部 生活デザイン学科
浅野工学専門学校 工業専門課程 建築工学科
浅野工学専門学校 工業専門課程 建築CAD科 （平成22年03月31日募集
停止等）
浅野工学専門学校 工業専門課程 建築デザイン科 建築デザインコース
（平成22年03月31日募集停止等）
浅野工学専門学校 工業専門課程 建築デザイン科 建築インテリアコー
ス（平成22年03月31日募集停止等）
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 工業専門課程 建築設計科
横浜日建工科専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン科 （平成
29年03月31日募集停止等)
信州大学 工学部 建築学科 （平成28年03月31日募集停止等)
信州大学 工学部 建築学科 建築学プログラム
信州大学 工学部 建築学科 工芸デザインプログラム
新潟大学 工学部 建設学科 建築学コース（平成28年03月31日募集停止
新潟大学 工学部 工学科 建築学プログラム
長岡造形大学 造形学部 建築・環境デザイン学科
新潟工科大学 工学部 建築学科 （平成27年03月31日募集停止等)
新潟工科大学 工学部 工学科
新潟日建工科専門学校 工業専門課程 建築設計科
新潟日建工科専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科 （平成24年
04月01日以降の入学者)（平成26年03月31日募集停止等)
新潟日建工科専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン科
新潟日建工科専門学校 工業専門課程 大工測量科
新潟工科専門学校 工業専門課程 建築学科 （平成24年03月31日募集
停止等)
新潟工科専門学校 工業専門課程 建築デザイン科
新潟工科専門学校 工業専門課程 建築士学科
新潟工科専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科
新潟工科専門学校 工業専門課程 建築大工・設備科 （平成24年03月31
日募集停止等)
新潟工科専門学校 工業専門課程 建築大工科
北陸職業能力開発大学校附属新潟職業能力開発短期大学校 専門課程
住居環境科

学校課程コード
1811-143-250
1811-143-260
1911-167-150
1911-167-170
1915-014-110
1915-014-120
1915-014-150
1915-014-160
1931-001-110
1931-001-910
2011-075-150
2011-075-160
2015-076-110
2015-076-150
2015-076-160
2015-076-170
2015-076-180
2015-076-250
2031-001-150
2115-017-150
2123-006-150
2123-006-160
2123-006-170
2131-001-110
2131-001-910
2131-001-920
2152-001-350
2152-001-360
2152-001-370
2172-001-210
2212-039-160
2215-039-150
2215-195-110
2255-001-320
2255-002-110
2255-003-350
2255-003-355
2255-003-380
2311-062-150
2311-062-160
2311-065-150
2311-065-160
2311-065-170
2311-152-150

学校課程名
富山大学 芸術文化学部 芸術文化学科
富山大学 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科
金沢大学 理工学域 環境デザイン学類 （平成30年03月31日募集停止等)
国立大学法人 金沢大学 理工学域 地球社会基盤学類 建築学副専攻
金沢工業大学 環境・建築学部 建築学科 （平成29年03月31日募集停止
金沢工業大学 環境・建築学部 建築デザイン学科 （平成29年03月31日
募集停止等)
金沢工業大学 環境・建築学部 建築都市デザイン学科 （平成24年03月
31日募集停止等)
金沢工業大学 建築学部 建築学科
石川工業高等専門学校 建築学科
石川工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋環境建設工学専
福井大学 工学部 建築建設工学科 （平成28年03月31日募集停止等)
福井大学 工学部 建築・都市環境工学科
福井工業大学 工学部 建築学科 （平成24年03月31日募集停止等)
福井工業大学 工学部 デザイン学科 （平成27年03月31日募集停止等)
福井工業大学 工学部 土木環境工学科 （平成24年03月31日募集停止
福井工業大学 工学部 建築生活環境学科 （平成27年03月31日募集停
福井工業大学 工学部 建築土木工学科
福井工業大学 環境情報学部 デザイン学科
福井工業高等専門学校 環境都市工学科
岐阜女子大学 家政学部 生活科学科 住居学専攻
岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 感性デザイン専修 建築・イ
ンテリアデザインコース（平成25年03月31日募集停止等)
岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 建築・インテリアデザイン専
修（平成27年03月31日募集停止等)
岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 建築・インテリア専修
岐阜工業高等専門学校 建築学科
岐阜工業高等専門学校 本科＋専攻科（建築学科＋建設工学専攻） （平
成23年03月31日募集停止等)
岐阜工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋先端融合開発専
岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程 森と木のクリエー
ター科 木造建築スタジオ（平成23年03月31日募集停止等)
岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程 森と木のエンジニア
科 木のコース（平成23年03月31日募集停止等)
岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程 森と木のクリエー
ター科 木造建築講座
岐阜県立国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校 建築科
静岡文化芸術大学 デザイン学部 デザイン学科
静岡文化芸術大学 デザイン学部 空間造形学科 （平成27年03月31日募
集停止等)
静岡理工科大学 理工学部 建築学科
静岡産業技術専門学校 工業専門課程 建築科 (平成22年04月01日以降
の入学者)
日本建築専門学校 専門課程 建築科
浜松日建工科専門学校 工業専門課程 建築設計科
浜松日建工科専門学校 工業専門課程 建築インテリアデザイン科
浜松日建工科専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科 （平成23年
04月01日以降の入学者）（平成26年03月31日募集停止等)
豊橋技術科学大学 工学部 建設工学課程 （平成22年03月31日募集停
豊橋技術科学大学 工学部 建築・都市システム学課程
名古屋大学 工学部 社会環境工学科 建築学コース（平成24年03月31日
募集停止等)
名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科 建築学コース（平成29年03月
31日募集停止等)
名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科 建築学プログラム
名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科 （平成28年03月31日募
集停止等)

学校課程コード
2311-152-170
2311-152-180
2311-152-185
2313-153-350
2313-186-150
2315-001-210
2315-001-810
2315-028-150
2315-028-160
2315-046-150
2315-066-150
2315-066-160
2315-066-170
2315-085-110
2315-085-150
2315-085-550
2315-092-250
2315-092-550
2315-092-560
2315-092-570
2315-127-110
2315-127-120
2315-127-140
2315-131-110
2315-141-250
2315-141-260
2315-141-270
2315-154-250
2315-172-110
2315-172-120
2325-001-150
2331-001-110
2331-001-910
2355-002-350
2355-002-360
2355-003-310
2355-003-350
2355-003-360
2355-003-370
2355-003-410
2355-005-310
2355-005-350

学校課程名
名古屋工業大学 工学部 工学創成プログラム （平成28年03月31日募集
停止等)
名古屋工業大学 工学部 社会工学科 建築・デザイン分野
名古屋工業大学 工学部 創造工学教育課程 建築・デザイン
公立大学法人名古屋市立大学 芸術工学部 都市環境デザイン学科 （平
成22年03月31日募集停止等)
公立大学法人名古屋市立大学 芸術工学部 建築都市デザイン学科
愛知産業大学 造形学部 建築学科
愛知産業大学 通信教育部造形学部 建築学科
金城学院大学 生活環境学部 環境デザイン学科 住宅・都市環境コース
（平成27年03月31日募集停止等)
金城学院大学 生活環境学部 環境デザイン学科 （平成27年4月1日以降
の入学者)
椙山女学園大学 生活科学部 生活環境デザイン学科
名古屋造形大学 造形学部 造形学科 建築デザインコース（平成26年03
月31日募集停止等)
名古屋造形大学 造形学部 造形学科 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)
名古屋造形大学 造形学部 造形学科 建築・インテリアデザインコース
名城大学 理工学部 建築学科
名城大学 理工学部 環境創造学科 （令和02年03月31日募集停止等)
名城大学 理工学部 環境創造工学科
愛知淑徳大学 現代社会学部 現代社会学科 都市環境デザインコース
（平成22年03月31日募集停止等）
愛知淑徳大学 メディアプロデュース学部 メディアプロデュース学科 都市
環境デザインコース（平成26年03月31日募集停止等)
愛知淑徳大学 メディアプロデュース学部 メディアプロデュース学科 都市
環境デザイン専修（平成28年03月31日募集停止等)
愛知淑徳大学 創造表現学部 創造表現学科 建築・インテリアデザイン専
大同大学 工学部 建築学科 （平成24年03月31日募集停止等)
大同大学 工学部 建築学科 建築専攻 (平成24年04月01日以降の入学
大同大学 工学部 建築学科 インテリアデザイン専攻 (平成24年04月01
日以降の入学者)
中部大学 工学部 建築学科
日本福祉大学 健康科学部 福祉工学科 バリアフリーデザイン専攻（平成
25年03月31日募集停止等)
日本福祉大学 健康科学部 福祉工学科 バリアフリーデザイン専修（平成
30年03月31日募集停止等)
日本福祉大学 健康科学部 福祉工学科 建築バリアフリー専修
名古屋女子大学 家政学部 生活環境学科
愛知工業大学 工学部 建築学科 建築学専攻
愛知工業大学 工学部 建築学科 住居デザイン専攻
愛知江南短期大学 生活科学科 生活クリエイト専攻 建築・インテリアコー
ス（平成22年03月31日募集停止等）
豊田工業高等専門学校 建築学科
豊田工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科+建設工学専攻（建築
名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程 建築・製図学科 （平成22
年03月31日募集停止等）
名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科
東海工業専門学校金山校 工業専門課程 建築工学科（昼間部）
東海工業専門学校金山校 工業専門課程 建築設備科
東海工業専門学校金山校 工業専門課程 大工技術科
東海工業専門学校金山校 工業専門課程 インテリアデザイン科
東海工業専門学校金山校 工業専門課程 建築工学科（夜間部）
専門学校 都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程 建築科 (平成22年
03月31日募集停止等)
専門学校 都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程 インテリアデザイン
科 (平成22年03月31日募集停止等)

学校課程コード
2411-081-110
2411-081-150
2423-024-150
2435-001-150
2435-001-160
2435-001-950
2435-001-960
2512-111-250
2515-171-150
2571-001-250
2611-021-150
2611-021-160
2611-100-110
2612-181-350
2615-022-150
2615-023-250
2615-023-850
2615-024-150
2615-101-250
2615-184-250
2625-007-150
2631-001-560
2631-001-960
2655-001-110
2655-001-310
2655-001-410
2655-001-550
2655-002-310
2655-002-410
2671-001-250
2711-125-150
2713-009-110
2713-009-150
2713-009-250
2715-006-110
2715-006-810
2715-007-110
2715-007-150
2715-007-160
2715-007-550
2715-010-150
2715-027-110
2715-027-160
2715-027-170
2715-027-180
2715-027-410
2715-027-420

学校課程名
三重大学 工学部 建築学科 （平成31年03月31日募集停止等)
三重大学 工学部 総合工学科 建築学コース
三重短期大学 生活科学科 生活科学専攻
近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 建築デザインコース
（平成22年03月31日募集停止等)
近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 都市環境コース（建
近畿大学工業高等専門学校 本科＋専攻科 (総合システム工学科（建築
デザインコース）＋生産システム工学専攻) （平成22年03月31日募集停
近畿大学工業高等専門学校 本科＋専攻科 総合システム工学科（都市
環境コース（建築））＋生産システム工学専攻
滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン学科
立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科
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
京都工芸繊維大学 工芸科学部 造形科学域 造形工学課程 （平成26年
03月31日募集停止等)
京都工芸繊維大学 工芸科学部 造形科学域 デザイン・建築学課程
京都大学 工学部 建築学科
京都府立大学 生命環境学部 環境デザイン学科
京都女子大学 家政学部 生活造形学科
京都造形芸術大学 芸術学部 環境デザイン学科
京都造形芸術大学 通信教育部芸術学部 デザイン科 建築デザインコー
京都橘大学 現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科
京都精華大学 デザイン学部 建築学科
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)
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
舞鶴工業高等専門学校 建設システム工学科 建築コース
舞鶴工業高等専門学校 本科＋専攻科 総合システム工学専攻 建設工
学コース
〈専〉京都建築大学校 工業専門課程 建築学科
〈専〉京都建築大学校 工業専門課程 建築科
〈専〉京都建築大学校 工業専門課程 建築科二部
〈専〉京都建築大学校 工業専門課程 建築科 特別の課程
京都建築専門学校 工業専門課程 建築科
京都建築専門学校 工業専門課程 建築科二部
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)
大阪大学 工学部 地球総合工学科 建築工学科目
大阪市立大学 工学部 建築学科
大阪市立大学 工学部 都市学科
大阪市立大学 生活科学部 居住環境学科
大阪芸術大学 芸術学部 建築学科
大阪芸術大学 通信教育部 芸術学部 建築学科
大阪工業大学 工学部 建築学科
大阪工業大学 工学部 空間デザイン学科 （平成29年03月31日募集停止
大阪工業大学 工学部 都市デザイン工学科
大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 空間デザイン学科
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）
近畿大学 理工学部 建築学科 (平成23年03月31日募集停止等)
近畿大学 理工学部 社会環境工学科 環境計画コース（平成23年03月31
日募集停止）
近畿大学 理工学部 社会環境工学科 建設設計コース（平成23年03月31
日募集停止）
近畿大学 理工学部 社会環境工学科 （平成25年03月31日募集停止等)
近畿大学 建築学部 建築学科 建築工学専攻
近畿大学 建築学部 建築学科 建築デザイン専攻

学校課程コード
2715-027-430
2715-027-440
2715-096-250
2715-166-120
2715-166-130
2715-166-150
2715-166-160
2715-166-170
2715-166-180
2715-166-190
2715-166-220
2715-166-230
2715-166-240
2715-166-250
2715-166-260
2715-169-110
2715-169-210
2715-169-250
2715-197-110
2715-201-550
2755-001-310
2755-001-350
2755-001-352
2755-001-354
2755-001-356
2755-001-358
2755-001-365
2755-001-372
2755-001-375
2755-001-410
2755-001-420
2755-002-310
2755-002-350
2755-002-360
2755-002-370
2755-002-380
2755-002-390
2755-002-395
2755-002-397

学校課程名
近畿大学 建築学部 建築学科 住宅建築専攻
近畿大学 建築学部 建築学科 企画マネジメント専攻
関西大学 環境都市工学部 建築学科
大阪産業大学 工学部 建築・環境デザイン学科 シビックデザインコース
（平成24年03月31日募集停止等)
大阪産業大学 工学部 建築・環境デザイン学科 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)
大阪産業大学 工学部 都市創造工学科 土木・環境総合コース（平成24
年03月31日募集停止等)
大阪産業大学 工学部 都市創造工学科 まちづくりコース（平成24年03月
31日募集停止等)
大阪産業大学 工学部 都市創造工学科 総合コース（平成24年04月01日
以降の入学者)
大阪産業大学 工学部 都市創造工学科 構造コース（平成24年04月01日
以降の入学者)
大阪産業大学 工学部 都市創造工学科 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)
大阪産業大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 建築デザイン
大阪産業大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 都市環境デザ
インコース
大阪産業大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 インテリアデザ
インコース
大阪産業大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 クラフトデザイ
ンコース
大阪産業大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 プロダクトデザ
インコース
摂南大学 工学部 建築学科 (平成22年03月31日募集停止等)
摂南大学 理工学部 建築学科
摂南大学 理工学部 住環境デザイン学科
大阪電気通信大学 工学部 建築学科
大和大学 理工学部 理工学科 建築学専攻
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部建築学科
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部建築ものづくり学科 (平成22
年03月31日募集停止等)
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部建築設計学科
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部建築実務学科 (平成24年03
月31日募集停止）
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部建築設備学科 （平成27年03
月31日募集停止等)
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 Ⅰ部設備環境デザイン学科
（令和02年04月01日募集停止等)
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部大工技能学科
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部インテリアデザイン学科 (平成
23年04月01日以降の入学者)
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 I部インテリア学科 (平成23年03
月31日募集停止等)
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 II部建築学科
大阪工業技術専門学校 工業専門課程 II部フレックス建築学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼）建築学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼）建築CGデザイン学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼）空間デザイン学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼）木匠学科 （平成22年03
月31日募集停止等)
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼） 土木工学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼） 建設エンジニア学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼） 住環境リノベーション
学科 （平成27年4月入学者まで）
修成建設専門学校 工業専門課程 第１本科（昼） 住環境リノベーション

学校課程コード
2755-002-410
2755-002-450
2755-003-350
2755-003-450
2755-004-310
2755-004-360
2755-004-370
2755-004-380
2755-004-410
2755-005-310
2755-005-350
2755-006-310
2755-006-410
2771-001-150
2771-001-250
2811-115-110
2812-174-150
2815-033-150
2815-034-160
2815-097-250
2815-097-260
2815-097-270
2815-097-280
2815-126-250
2815-144-110
2815-144-150
2815-144-210
2815-144-250
2815-144-260
2815-144-550
2815-163-250
2815-163-260
2831-001-110
2831-001-910
2855-001-370
2855-001-550
2855-002-310
2855-002-350
2855-002-550
2855-002-560
2911-139-250
2915-048-150

学校課程名
修成建設専門学校 工業専門課程 第２本科（夜）建築学科
修成建設専門学校 工業専門課程 第２本科（夜）建築デュアルシステム
日本理工情報専門学校 工業専門課程 建築デザイン科（昼間）
日本理工情報専門学校 工業専門課程 建築デザイン科（夜間）
中央工学校ＯＳＡＫＡ 工業専門課程 建築学科
中央工学校ＯＳＡＫＡ 工業専門課程 空間CGデザイン科 （平成24年03月
31日募集停止等)
中央工学校ＯＳＡＫＡ 工業専門課程 建築CGデザイン科 （令和02年03月
31日募集停止等)
中央工学校ＯＳＡＫＡ 工業専門課程 住宅デザイン科
中央工学校ＯＳＡＫＡ 工業専門課程 建築学科（夜間） （令和02年03月31
日募集停止等)
大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程 建築学科 (平成22年03月31
日募集停止等)
大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程 生活環境デザイン学科 (平
成22年03月31日募集停止等）
大阪建設専門学校 工業専門課程 建築学科II
大阪建設専門学校 工業専門課程 建築学科（夜間）
近畿職業能力開発大学校 応用課程 建築施工システム技術科
近畿職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科
神戸大学 工学部 建築学科
兵庫県立大学 環境人間学部 環境人間学科 建築資格課程
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)
神戸山手大学 現代社会学部 環境文化学科 住環境･インテリアコース
（平成25年03月31日募集停止等)
関西学院大学 総合政策学部 都市政策学科 建築士プログラム
関西学院大学 総合政策学部 総合政策学科 建築士プログラム
関西学院大学 総合政策学部 国際政策学科 建築士プログラム
関西学院大学 総合政策学部 メディア情報学科 建築士プログラム
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
武庫川女子大学 建築学部 建築学科
武庫川女子大学 建築学部 景観建築学科
武庫川女子大学 生活環境学部 建築学科 （令和02年03月31日募集停
武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 建築デザインコース（平
成31年03月31日募集停止等)
武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 生活デザインコース（平
成27年4月入学者まで）
武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科
神戸芸術工科大学 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)
神戸芸術工科大学 芸術工学部 環境デザイン学科
明石工業高等専門学校 建築学科
明石工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋建築・都市システム
工学専攻）
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（令和元度入学者以降に限り、一級認定）
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 建築イ
ンテリアコース
日本工科専門学校 工業専門課程 建築工学科 （平成24年03月31日募
集停止等)
日本工科専門学校 工業専門課程 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)
専門学校 日本工科大学校 工業専門課程 環境建設工学科
専門学校 日本工科大学校 工業専門課程 建築職人マイスター専攻科
奈良女子大学 生活環境学部 住環境学科
帝塚山大学 現代生活学部 居住空間デザイン学科

学校課程コード
2915-098-250
2915-098-260
3011-090-150
3011-090-170
3111-133-150
3111-133-160
3115-164-250
3125-015-150
3131-001-110
3131-001-910
3211-134-250
3211-134-260
3211-134-270
3271-001-250
3312-094-250
3315-015-150
3315-082-150
3315-095-110
3315-095-250
3355-001-310
3355-001-410
3355-002-310
3411-104-210
3411-104-220
3411-104-340
3415-027-210
3415-027-220
3415-073-110
3415-073-150
3415-073-250
3415-073-260
3415-073-280
3415-073-285
3415-074-150
3415-074-250
3415-074-260
3415-087-160
3415-105-110
3415-105-150
3415-147-110

学校課程名
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)
畿央大学 健康科学部 人間環境デザイン学科
和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 （平成27年03月31日募
集停止等)
和歌山大学 システム工学部 システム工学科
鳥取大学 工学部 土木工学科 （平成27年03月31日募集停止等)
鳥取大学 工学部 社会システム土木系学科 土木工学プログラム
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)
鳥取短期大学 生活学科 住居・デザイン専攻
米子工業高等専門学校 建築学科
米子工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋建築学専攻）
島根大学 総合理工学部 材料プロセス工学科 （平成24年03月31日募集
停止等)
島根大学 総合理工学部 建築・生産設計工学科 （平成30年03月31日募
集停止等)
島根大学 総合理工学部 建築デザイン学科
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
岡山県立大学 デザイン学部 デザイン工学科
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)
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）
岡山理科大学 工学部 建築学科 建築工学コース、住デザインコース
岡山理科大学 総合情報学部 建築学科 (平成23年03月31日募集停止
岡山理科大学専門学校 工業専門課程 建築学科 昼間部
岡山理科大学専門学校 工業専門課程 建築学科 夜間部
岡山科学技術専門学校 工業専門課程 建築工学科
広島大学 工学部 第四類（建設・環境系） 建築学課程（平成30年03月31
日募集停止等)
広島大学 工学部 第四類（建設・環境系） 建築工学課程（平成30年03月
31日募集停止等)
広島大学 工学部 第四類（建設・環境系） 建築プログラム
近畿大学 工学部 建築学科 建築学コース
近畿大学 工学部 建築学科 インテリアデザインコース
広島工業大学 工学部 建築工学科
広島工業大学 工学部 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)
広島工業大学 環境学部 環境デザイン学科 建築デザインコース(平成22
年03月31日募集停止等)
広島工業大学 環境学部 環境デザイン学科 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)
広島工業大学 環境学部 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)
広島工業大学 環境学部 建築デザイン学科
広島女学院大学 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)
広島女学院大学 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)
広島女学院大学 人間生活学部 生活デザイン学科 建築士課程
安田女子大学 家政学部 生活デザイン学科 (平成24年04月01日以降の
入学者)
広島国際大学 工学部 建築学科 (平成23年03月31日募集停止等)
広島国際大学 工学部 住環境デザイン学科 （平成25年03月31日募集停
止等)
福山大学 工学部 建築学科

学校課程コード
3415-147-150
3431-001-110
3431-001-920
3431-001-930
3455-001-350
3455-002-350
3455-002-357
3455-003-350
3455-005-310
3511-175-150
3515-165-250
3515-191-150
3515-191-160
3531-001-150
3531-001-160
3531-001-910
3531-001-950
3611-060-150
3611-194-150
3615-061-150
3711-011-150
3711-011-550
3755-001-350
3771-001-250
3912-177-150
3931-001-150
3931-001-160
3931-001-950
4011-018-110
4011-018-250
4011-018-350
4011-019-150
4013-151-250
4015-020-110
4015-020-120
4015-020-150
4015-020-510
4015-020-520
4015-027-350
4015-030-150
4015-068-110

学校課程名
福山大学 工学部 建築・建設学科 （平成26年03月31日募集停止等)
呉工業高等専門学校 建築学科
呉工業高等専門学校 本科＋専攻科 （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)
呉工業高等専門学校 本科＋専攻科 (建築学科＋プロジェクトデザイン
工学専攻（建築系）)
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科 （平成22
年03月31日募集停止）
穴吹デザイン専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科 （平成24年03
月31日募集停止等)
穴吹デザイン専門学校 工業専門課程 建築学科
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）
広島工業大学専門学校 工業専門課程 建築学科
山口大学 工学部 感性デザイン工学科
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)
至誠館大学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科 建築システム専攻
（平成27年03月31日募集停止等)
至誠館大学 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)
徳山工業高等専門学校 土木建築工学科（建築系）
徳山工業高等専門学校 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）
徳山工業高等専門学校 本科＋専攻科 （土木建築工学科（建築系）＋環
境建設工学専攻）
徳山工業高等専門学校 本科＋専攻科 （土木建築工学科(土木系）＋環
境建設工学専攻）
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)
国立大学法人徳島大学 理工学部 理工学科 社会基盤デザインコース
徳島文理大学 人間生活学部 建築デザイン学科
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)
香川大学 創造工学部 創造工学科 建築・都市環境コース
専門学校 穴吹デザインカレッジ 工業専門課程 建築デザイン学科 （平成
22年03月31日募集停止）
四国職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科
高知工科大学 システム工学群 建築・都市デザイン専攻
高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科 （平成28年03月31日
募集停止等)
高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 まちづくり・防災コー
高知工業高等専門学校 本科＋専攻科 （環境都市デザイン工学科＋建
設工学専攻）（平成28年03月31日募集停止等)
九州大学 工学部 建築学科
九州大学 芸術工学部 環境設計学科
九州大学 芸術工学部 芸術工学科
九州工業大学 工学部 建設社会工学科
北九州市立大学 国際環境工学部 建築デザイン学科
九州産業大学 工学部 建築学科 （平成29年03月31日募集停止等)
九州産業大学 工学部 住居・インテリア設計学科 （平成29年03月31日募
集停止等)
九州産業大学 工学部 都市基盤デザイン工学科 （平成29年03月31日募
集停止等)
九州産業大学 建築都市工学部 建築学科
九州産業大学 建築都市工学部 住居・インテリア学科
近畿大学 産業理工学部 建築・デザイン学科
久留米工業大学 工学部 建築・設備工学科
西日本工業大学 デザイン学部 建築学科

学校課程コード
4015-146-110
4015-146-120
4015-146-130
4031-001-110
4031-001-150
4031-001-910
4031-001-950
4055-001-310
4055-002-310
4055-002-410
4055-004-210
4055-004-310
4055-004-350
4055-004-360
4055-004-410
4071-001-150
4071-001-210
4111-107-150
4111-107-510
4111-107-520
4211-064-150
4211-064-160
4215-013-150
4215-013-560
4215-132-210
4215-132-550
4311-168-110
4312-029-150
4312-029-170
4315-047-110
4315-049-310
4331-001-150
4331-001-950
4331-002-150
4331-002-950
4355-001-310
4355-002-310
4355-003-350
4355-003-550
4375-001-210
4411-005-150
4411-005-250
4415-071-110
4472-001-250

学校課程名
福岡大学 工学部 建築学科 構造コース
福岡大学 工学部 建築学科 設計・計画コース
福岡大学 工学部 建築学科 総合コース
有明工業高等専門学校 建築学科 （平成28年03月31日募集停止等)
有明工業高等専門学校 創造工学科 建築コース
有明工業高等専門学校 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)
有明工業高等専門学校 本科＋専攻科 （創造工学科建築コース＋専攻
科建築学専攻）
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)
福岡建設専門学校 工業専門課程 昼間部 建築工学科
福岡建設専門学校 工業専門課程 夜間部 建築科
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築工学科
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築学科
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築CAD科
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 インテリアデザイン科
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 建築学科 夜間
九州職業能力開発大学校 応用課程 建築施工システム技術科
九州職業能力開発大学校 専門課程 建築科
佐賀大学 理工学部 都市工学科 （平成31年03月31日募集停止等)
佐賀大学 理工学部 理工学科 建築環境デザインコース
佐賀大学 理工学部 理工学科 都市基盤工学コース
長崎大学 工学部 構造工学科 (平成23年03月31日募集停止等)
長崎大学 工学部 工学科 構造工学コース
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)
活水女子大学 健康生活学部 生活デザイン学科
長崎総合科学大学 環境・建築学部 建築学科 （平成26年03月31日募集
停止等)
長崎総合科学大学 工学部 工学科 建築学コース
熊本大学 工学部 建築学科
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)
熊本県立大学 環境共生学部 環境共生学科 居住環境学専攻
崇城大学 工学部 建築学科
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)
八代工業高等専門学校 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）
八代工業高等専門学校 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）
熊本高等専門学校 建築社会デザイン工学科
熊本高等専門学校 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）
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）
専修学校 熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程 建築科
熊本デザイン専門学校 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）
熊本デザイン専門学校 工業専門課程 建築・インテリアデザイン科 建築
デザイン専攻
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)
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)
大分大学 理工学部 創生工学科 建築学コース
日本文理大学 工学部 建築学科
大分県立工科短期大学校 住居環境科

学校課程コード
4531-001-110
4531-001-910
4611-012-110
4615-128-150
4655-001-350
4655-002-150
4711-089-150
4711-089-170
4755-001-350
4755-002-310
4755-003-350
4755-004-250
4755-004-260
4755-004-350
4755-005-350
4771-001-250

学校課程名
都城工業高等専門学校 建築学科
都城工業高等専門学校 本科＋専攻科 （建築学科＋建築学専攻）
鹿児島大学 工学部 建築学科
第一工業大学 工学部 建築デザイン学科
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)
鹿児島工学院専門学校 工業専門課程 建築デザイン学科
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)
琉球大学 工学部 工学科 建築学コース
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)
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
サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程 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 工業専門課程 インテリ
ア・建築デザイン科 建築デザインコース（3年制）
専修学校インターナショナルデザインアカデミー 工業専門課程 インテリ
ア・建築デザイン科 インテリアデザインコース（3年制）
専修学校 インターナショナルデザインアカデミー 工業専門課程 空間デ
ザイン科 (平成23年03月31日募集停止等)
サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程 環境建築学科
沖縄職業能力開発大学校 専門課程 住居環境科

