
大学院

№ 設立基盤 校名 学部名 学科（コース）名

（北海道）

1 私立 北海道科学大学大学院 工学研究科 建築工学専攻

2 公立 秋田県立大学大学院 システム科学技術学部 建築環境システム学専攻

3 国立 東北大学大学院 工学研究科 都市・建築学専攻

4 私立 東北芸術工科大学 芸術工学研究科 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学専攻 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ領域

5 私立 東北工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻

私立 工学院大学大学院 工学研究科 建築学専攻

7 私立 芝浦工業大学大学院 理工学研究科 建設工学専攻

8 国立 千葉大学大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻 建築学コース

9 私立 千葉工業大学大学院 工学研究科 建築都市環境学専攻

10 国立 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 社会システム工学専攻

11 国立 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 構造エネルギー工学専攻

12 国立 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 社会文化環境学専攻

13 国立 東京工業大学大学院 理工学研究科 建築学専攻

14 私立 日本大学大学院 理工学研究科 建築学専攻

15 私立 日本大学大学院 理工学研究科 海洋建築工学専攻

16 私立 日本大学大学院 生産工学研究科 建築工学専攻

17 公立 前橋工科大学大学院 工学研究科 建築学専攻

18 私立 明治大学大学院 理工学研究科 建築学専攻

19 国立 横浜国立大学大学院 工学研究院 建築学ｺｰｽ

20 私立 早稲田大学大学院 創造理工学研究科 建築学専攻

21 公立 静岡文化芸術大学大学院 ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 空間造形学科

22 私立 中部大学大学院 工学研究科 建設工学専攻

23 国立 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 建築・都市システム学専攻

24 国立 名古屋大学大学院 環境学研究科 都市環境学専攻建築学系

25 国立 三重大学大学院 工学研究科 建築学専攻

26 私立 金沢工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻

27 国立 福井大学大学院 工学研究科 建築建設工学専攻

28 国立 大阪大学大学院 工学研究科 地球総合工学専攻建築工学ｺｰｽ

29 国立 大阪大学大学院 工学研究科 環境・エネルギー工学専攻

30 国立 京都大学大学院 工学研究科 建築学専攻

31 私立 京都精華大学大学院 ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 建築学専攻

32 国立 神戸大学大学院 工学研究科 建築学専攻

33 私立 武庫川女子大学大学院 生活環境学研究科 建築学専攻

34 公立 岡山県立大学大学院 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学研究科 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学専攻 建築・都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ学領域

35 国立 大分大学大学院 工学研究科 建設工学専攻

36 国立 大分大学大学院 工学研究科 福祉環境工学専攻(建築)

37 国立 長崎大学大学院 工学研究科 総合工学専攻

38 私立 日本文理大学大学院 工学研究科 環境情報学専攻

大学

№ 設立基盤 校名 学部名 学科（コース）名

（北海道）

39 公立 札幌市立大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 空間ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

40 私立 道都大学 美術学部 建築学科

全国建築系大学教育連絡協議会会員一覧(2014年6月現在）

（東北）

（関東）
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41 国立 北海道大学 工学部 環境社会工学科建築都市ｺｰｽ

42 私立 北海道科学大学 工学部 建築学科

43 私立 北海道東海大学 芸術工学部 くらしﾃﾞｻﾞｲﾝ学科建築ｺｰｽ

44 国立 室蘭工業大学 工学部 建築社会基盤系学科建築学ｺｰｽ

45 公立 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

46 私立 郡山女子大学 家政学部 人間生活学科建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

47 私立 東北学院大学 工学部 環境建設工学科建築コース

48 私立 東北芸術工科大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部 建築・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

49 私立 東北工業大学 工学部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ系

50 私立 東北工業大学 工学部 建築学科

51 私立 日本大学 工学部 建築学科

52 私立 八戸工業大学 工学部 建築工学科

53 国立 宮城大学 事業構想学部 デザイン情報学科空間デザインコース

54 私立 宮城学院女子大学 学芸学部 生活文化デザイン学科

55 私立 宮城教育大学 教育学部
中等教育教員養成課程家庭科教育専攻／初等教
育教員養成課程家庭科コース

56 国立 茨城大学 教育学部 情報文化教室

57 私立 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、空
間デザインコース）

58 国立 宇都宮大学 工学部 建設学科建築学コース

59 私立 神奈川大学 工学部 建築学科

60 私立 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科

61 私立 共立女子大学 家政学部 建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科建築ｺｰｽ

62 私立 慶応義塾大学 理工学部 ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科

63 私立 工学院大学 建築学部 建築学科

64 私立 工学院大学 建築学部 まちづくり学科

65 私立 工学院大学 建築学部 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

66 私立 国士舘大学 理工学部 理工学科建築学系

67 私立 芝浦工業大学 工学部 建築学科

68 私立 芝浦工業大学 工学部 建築工学科

69 私立 芝浦工業大学 ｼｽﾃﾑ理工学部 環境ｼｽﾃﾑ学科

70 私立 芝浦工業大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科

71 公立 首都大学東京 都市環境学部 建築都市ｺｰｽ

72 私立 昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科

73 私立 多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科

74 国立 千葉大学 工学部 都市環境ｼｽﾃﾑ学科環境ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ

75 国立 千葉大学 工学部 建築学科

76 私立 千葉工業大学 工学部 建築都市環境学科

77 国立 筑波大学 理工学群 社会工学類 都市計画主専攻

78 国立 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

79 国立 筑波大学 芸術専門学群 ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ領域 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ領域

80 国立 筑波技術大学 産業技術部 総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

81 私立 東海大学 工学部 建築学科

82 国立 東京大学 工学部 建築学科

83 私立 東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科

84 国立 東京芸術大学 美術学部 建築科

85 国立 東京工業大学 工学部 建築学科

86 私立 東京工芸大学 工学部 建築学科

87 私立 東京造形大学 造形学部 デザイン学科室内建築専攻領域

88 私立 東京電機大学 未来科学部 建築学科

89 私立 東京都市大学 工学部 建築学科

90 私立 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科

91 私立 東京理科大学 理工学部 建築学科

92 私立 東京理科大学 工学部一部二部 建築学科

（東北）

（関東）



93 私立 東洋大学 工学部 建築学科

94 私立 日本大学 理工学部 海洋建築工学科

95 私立 日本大学 生産工学部 建築工学科

96 私立 日本大学 理工学部 建築学科

97 私立 日本大学 芸術学部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

98 私立 日本大学 生物資源科学部 生物環境工学科

99 私立 日本工業大学 工学部 建築学科

100 私立 日本女子大学 家政学部 住居学科

101 私立 文化女子大学 造形学部 住環境学科

102 私立 法政大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部 建築学科

103 公立 前橋工科大学 工学部 建築学科

104 公立 前橋工科大学 工学部 総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

105 私立 武蔵野美術大学 造形学部 建築学科

106 私立 明海大学 不動産学部 不動産学科デザインコース

107 私立 明治大学 理工学部 建築学科

108 私立 明星大学 理工学部 総合理工学科建築学系

109 私立 早稲田大学 創造理工学部 建築学科

110 私立 愛知工業大学 工学部 都市環境学科建築環境学専攻

111 私立 愛知工業大学 工学部 都市環境学科建築学専攻

112 私立 愛知産業大学 造形学部 建築学科

113 私立 愛知産業大学 通信教育部 建築学科

114 私立 愛知淑徳大学 現代社会学部 現代社会学科都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

115 私立 金城学院大学 生活環境学部 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

116 私立 岐阜女子大学 家政学部 生活科学科住居学専攻

117 公立 静岡文化芸術大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 空間造形学科

118 私立 椙山女学園大学 生活科学部 生活環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科空間環境ｺｰｽ

119 私立 大同大学 工学部 建築学科

120 私立 中部大学 工学部 建築学科

121 国立 豊橋技術科学大学 工学部 建設工学系

122 国立 名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科

123 私立 名古屋芸術大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

124 国立 名古屋工業大学 工学部 建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

125 私立 名古屋女子大学 家政学部 生活環境学科

126 公立 名古屋市立大学 芸術工学部 建築都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

127 私立 名城大学 理工学部 建築学科

128 国立 金沢大学 工学部 土木建設工学科

129 私立 金沢工業大学 環境・建築学部 建築学科

130 私立 金沢工業大学 環境・建築学部 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

131 国立 信州大学 工学部 社会開発工学科建築ｺｰｽ

132 国立 新潟大学 工学部 建設学科

133 私立 新潟工科大学 工学部 建築学科

134 国立 福井大学 工学部 建築建設工学科

135 私立 福井工業大学 工学部 デザイン学科住環境デザインコース

136 私立 福井工業大学 工学部 建築生活環境学科

137 国立 大阪大学 工学部 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ工学科

138 私立 大阪芸術大学 芸術学部 建築学科

139 私立 大阪工業大学 工学部 建築学科

140 公立 大阪市立大学 生活科学部 居住環境学科

141 公立 大阪市立大学 工学部 建築学科

142 私立 関西大学 環境都市工学部 建築学科

143 私立 関西学院大学 総合政策学部 都市政策学科

144 国立 京都工芸繊維大学 工芸科学部 造形工学課程

145 私立 京都美術工芸大学 工芸学部 建築コース

146 私立 京都女子大学 家政学部 生活造形学科

147 私立 京都精華大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 建築学科

（東海）

（北陸）
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148 私立 京都橘大学 現代ビジネス学部 都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

149 公立 京都府立大学 生命環境学部 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

150 私立 近畿大学 建築学部 建築学科

151 国立 神戸大学 工学部 建築学科

152 私立 神戸芸術工科大学 デザイン学部 環境・建築デザイン学科

153 公立 滋賀県立大学 環境科学部 環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ

154 公立 滋賀県立大学 人間文化学部 生活文化学科・生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻

155 国立 奈良女子大学 生活環境学部 住環境学科

156 公立 兵庫県立大学 環境人間学部 環境人間学科居住空間計画ｺｰｽ

157 私立 武庫川女子大学 生活環境学部 建築学科

158 私立 立命館大学 理工学部 建築都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

159 国立 和歌山大学 ｼｽﾃﾑ工学部 環境ｼｽﾃﾑ学科

160 公立 岡山県立大学 ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

161 私立 岡山理科大学 工学部 建築学科

162 私立 近畿大学 工学部 建築学科

163 国立 島根大学 総合理工学部 建築・生産設計工学科

164 国立 広島大学 工学部 建築ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

私立 広島工業大学 環境学部 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

166 私立 広島国際大学 工学部 住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

167 私立 広島国際大学 工学部 建築学科

168 私立 福山大学 工学部 建築学科

169 国立 山口大学 工学部 感性デザイン工学科

170 国立 大分大学 工学部 福祉環境工学科建築ｺｰｽ

171 国立 鹿児島大学 工学部 建築学科

172 公立 北九州市立大学 国際環境工学部 環境空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

173 国立 九州大学 工学部 建築学科

174 国立 九州大学 芸術工学部 環境設計学科

175 私立 九州産業大学 工学部 建築学科

176 私立 東海大学 産業工学部 建築学科

177 私立 近畿大学 産業理工学部 建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

178 国立 熊本大学 工学部 建築学科

179 公立 熊本県立大学 環境共生学部 居住環境学科

180 私立 久留米工業大学 工学部 建築・設備工学科

181 国立 佐賀大学 理工学部 都市工学科

182 私立 崇城大学 工学部 建築学科

183 私立 第一工業大学 工学部 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

184 国立 長崎大学 工学部 工学科（構造工学ｺｰｽ）

185 私立 長崎総合科学大学 環境・建築学部 建築学科

186 私立 西日本工業大学 工学部 建築学科

187 私立 日本文理大学 工学部 建築学科

188 私立 福岡大学 工学部 建築学科

189 国立 琉球大学 工学部 環境建設工学科 建築コース

短期大学

№ 設立基盤 校名 学部名 学科（コース）名

190 私立 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

191 私立 日本大学 短期大学部 建築・生活デザイン学科

192 公立 三重短期大学 生活科学科 居住環境ｺｰｽ

厚生労働省所管大学校・短期大学校

№ 設立基盤 校名 学部名 学科（コース）名

193 独立行政 職業能力開発総合大学校 長期課程 建築システム工学科

194 独立行政 職業能力開発総合大学校 総合課程 建築専攻

195 独立行政 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

196 独立行政 山形工科短期大学校 居住システム系 住居環境科

工業高等専門学校

（中国）

(九州）
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№ 設立基盤 校名 学部名 学科（コース）名

197 国立 秋田工業高等専門学校 環境都市工学科
198 国立 釧路工業高等専門学校 建築学科
199 国立 仙台高等専門学校 地域イノベーションセンター 建築デザイン学科

200 国立 都城工業高等専門学校 建築学科

専門学校

№ 設立基盤 校名 学部名 学科（コース）名

201 私立 浅野工学専門学校 建築工学科、建築デザイン科
202 私立 大阪工業技術専門学校 建築学科、建築設計学科
203 私立 岡山理科大学専門学校 建築学科
204 私立 環境造形学園 ICSカレッジオブアーツインテリアデザイン専門課程 インテリアデザイン科・インテリアデコレーション科
205 私立 修成建設専門学校 建築学科
206 私立 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

207 私立 専門学校東京テクニカルカレッジ 建築科

208 私立 専門学校東京テクニカルカレッジ 建築科・夜間課程
209 私立 中央工学校 教務部 建築学科、建築工学科、建築設計科

210 私立 東海工業専門学校金山校
建築工学科（昼間部、夜間部）、建築ライセン
ス科、建築ライセンス本科、建築設備科、大工
技術科、インテリアデザイン科

211 私立 日本建築専門学校 建築学科

212 私立 日本工学院専門学校 工業専門課程 建築学科／建築設計科
213 私立 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・建築デザイン学科
214 私立 読売理工医療福祉専門学校 建築学科、建築科（夜間）


