
指定学科 

 ＜平成 30年 11月 12日 現在＞ 

「指定学科」とは、国土交通省令で定められている学科で、建築施工管理技術検定では表１

～表６のとおりです。 

 【表 １】 ：  国土交通省令で定める学科及びそれに準ずると認められる学科 

 学校教育法によるすべての「大学」、「短期大学」、「５年制高等専門学校」、

「専門学校」、「高等学校」に共通して、指定学科として認められた学科 

  【表 ２】 ：  
大学、短期大学・５年制高等専門学校、高等学校に準ずると認められた学

校別の学科 

 表１以外で、「大学」、「短期大学」、「５年制高等専門学校」、「高等学校」の

うち、指定学科として認められた学校別の学科 

  【表 ３】 ：  大学の指定学科に準ずると認められた学校別の学科 

 表１・表２以外で、高等専門学校専攻科、職業能力開発総合大学校等のう

ち、大学の指定学科として認められた学校別の学科 

  【表 ４】 ：  短期大学の指定学科に準ずると認められた学校別の学科 

 表１・表２以外で、高等学校専攻科、職業能力開発大学校等のうち、短期

大学の指定学科として認められた学校別の学科 

  【表 ５】 ：  短期大学の指定学科に準ずると認められた学校別の学科 

 専門学校のうち、短期大学の指定学科と同等と認められた学校別の学科 

  【表 ６】 ：  高等学校の指定学科に準ずると認められた学校別の学科 

 高等専修学校のうち、高等学校の指定学科と同等と認められた学校別の

学科 

  【表 ７】 ：  履修条件のある学校・学科 

 

【表１】 国土交通省令で定める学科及びそれに準ずると認める学科 

  注１ 表１の指定学科は、全国の大学、短期大学、５年制高等専門学校、専門学

校、高等学校の卒業者に共通の指定学科です。 

  注２ 専門学校「高度専門士」は大学卒業同等、「専門士」は短期大学卒業同等とし

て取り扱います。「高度専門士」「専門士」のいずれにも該当しない場合は「専

門課程」であれば高等学校卒業同等として取り扱います。 

  注３ 高等専修学校には適用されません。高等専修学校卒業者の方は、【表６】をご

確認ください。 

・衛生工学科 ・機械（工学）科 ・建築（学）科 

・鉱山土木学科 ・砂防学科 ・森林土木（学）科 
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国土交通

省令で定

める学科 

・造園（学）科 ・治山学科 ・電気（工学）科 

・電気通信（工）学科 ・都市工学科 ・土木（工学）科 

・農業土木（学）科 ・緑地（学）科   

国土交通

省令で定

める学科

に準ずる

と認める

学科 

・エネルギー機械工学科 ・応用機械工学科 ・応用電子工学科 

・開発工学科 ・海洋開発（工学）科 ・海洋工学科 

・海洋土木工学科 ・環境開発科 ・環境計画学科 

・環境建設科 ・環境（工学）科 ・環境整備工学科 

・環境設計工学科 ・環境造園科 ・環境都市工学科 

・環境土木科 ・環境緑地科 ・環境緑化科 

・機械技術科 ・機械工学第二科 ・機械航空工学科 

・機械工作科 ・機械システム（工学）科 ・機械情報（システム）工

学科 

・機械精密システム工学

科 

・機械設計科 ・機械電気（工学）科 

・空調設備科 ・建設環境工学科 ・建設機械科 

・建設基礎工学科 ・建設技術科 ・建設（工学）科 

・建設工業科 ・建設システム（工学）科 ・建築工学科 

・建築システム科 ・建築設備工学科 ・建築第二学科 

・建築土木科 ・航空宇宙（工）学科 ・航空宇宙システム工学

科 

・航空（工学）科 ・構造工学科 ・交通機械（工）学科 

・産業機械（工学）科 ・資源開発工学科 ・システム工学科 

・社会開発工学科 ・社会建設工学科 ・森林工学科 

・自動車工学科 ・自動車（工業）科 ・住居科 

・住居デザイン科 ・情報工学科 ・情報電子（工学）科 

・水工土木（工）学科 ・生活環境科学科 ・制御工学科 

・生産環境工学科 ・生産機械（工学）科 ・精密機械（工学）科 

・精密工学科 ・設備工学科 ・設備（工業）科 

・設備システム科 ・船舶海洋（システム）工

学科 

・船舶工学科 

・造園工学科 ・造園デザイン（工学）科 ・造園土木科 

・造園緑地科 ・造園林学科 ・造形工学科 

・造船科 ・地域開発科学科 ・地質工学科 

・通信工学科 ・電気技術科 ・電気工学第二科 

・電気情報（工学）科 ・電気設備（工学）科 ・電気・電子（工学）科 



・電気電子システム工学

科 

・電気電子情報（工学）科 ・電子応用工学科 

・電子機械（工学）科 ・電子技術科 ・電子（工学）科 

・電子工業科 ・電子システム工学科 ・電子情報（工学）科 

・電子情報システム（工

学）科 

・電子制御（機械）工学科 ・電子通信（工）学科 

・電子電気工学科 ・電波通信学科 ・電力科 

・都市システム（工学）科 ・動力機械工学科 ・土木海洋工学科 

・土木環境工学科 ・土木建設工学科 ・土木建築（工学）科 

・土木地質科 ・農業開発科 ・農業機械（学）科 

・農業技術学科 ・農業工学科（※） ・農林工学科 

・農林土木科 ・緑地園芸科 ・緑地工学科 

・緑地土木科 ・林業工学科 ・林業土木科 

・林業緑地科     

学科名に

関係ない

コース、専

攻等 

・機械（工学）コース ・生産環境工学コース・講

座・専修・専攻 

・農業工学コース・講座・

専修・専攻 

・農業土木学コース・講

座・専修・専攻 

    

（※）但し、東京農工大学、島根大学、岡山大学及び宮崎大学以外については、農業機械学

専攻・専修又はコースを除く。 

【表 ２】 大学、短期大学・５年制高等専門学校、高等学校の指定学科に準ずると認められ

た学校別の学科 

  注１ 学科において、「コース、講座、専攻」等の指定があるものは、卒業証明書（また

は成績証明書）に、「コース、講座、専攻」等が記載されていることが必要です。 

  注２ 表中に（※履修条件有り）が付記されている学校・学科は、卒業証明書と履修証

明書が必要です。受検資格認定の履修科目と単位数については、学校または

当基金試験部にお問合せください。 

学  校  名 学  科  名 

大学 

愛知工業大学 

工学部 都市環境学科 土木工学専攻 

工学部 都市環境学科 建築学専攻 

工学部 都市環境学科 建築環境学専攻 （※履修条件有

り） 

愛知産業大学 

通信教育部 造形学部 デザイン学科 建築デザインコー

ス 

（旧 通信教育部 造形学部 産業デザイン学科 建築デザ

インコース） 
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愛知淑徳大学 

現代社会学部 現代社会学科（平成１５年以前に入学した

者） （※履修条件有り） 

現代社会学部 現代社会学科（平成１６年度に入学した者） 

（※履修条件有り） 

現代社会学部 現代社会学科（平成１７～１８年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

現代社会学部 現代社会学科（平成１９年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

メディアプロデュース学部 メディアプロデュース学科（平成

２５年度以前に入学した者）  （※履修条件有り） 

メディアプロデュース学部 メディアプロデュース学科（平成

２６年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

創造表現学部 創造表現学科 建築・インテリアデザイン専

攻（平成２８年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

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 

システム科学技術学部 機械知能システム学科 

システム科学技術学部 知能メカトロニクス学科（平成３０年

度以降に入学した者） 

秋田大学 
理工学部 システムデザイン工学科 土木環境工学コース 

理工学部 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース 

足利工業大学 

工学部 都市環境工学科 （※履修条件有り） 

工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系土木工学コース

（平成２６年度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系土木工学コース

（平成２７年度以降に入学した者） 

工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系建築学コース 

（※履修条件有り） 

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 （※履修条件有り） 

石川県立大学 

生物資源環境学部 環境科学科 （※履修条件有り） 

生物資源環境学部 環境科学科（平成２４年度から平成２６

年度に入学した者） 

生物資源環境学部 環境科学科（平成２７年度から平成２９

年度に入学した者） 

生物資源環境学部 環境科学科（平成３０年度以降に入学

した者） 

茨城大学 農学部 生物生産学科 特別カリキュラムⅢ 
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農学部 地球環境科学科 地域環境工学カリキュラム 

（旧 農学部 地域環境科学科 特別カリキュラム（平成１２

年度以降に入学した者）） 

岩手大学 

農学部 農業生産環境工学科 地域環境工学専修 

農学部 農林環境科学科 地域環境デザイン学講座 

農学部 共生環境課程 農村環境デザイン学コース 

（旧 農学部 共生環境課程 地域環境工学コース） 

工学部 社会環境工学科 

宇都宮大学 

農学部 農業開発工学科（但し、農業機械学専修を除く） 

農学部 農業環境工学科 水土環境工学Ａコース 

農学部 農業環境工学科 水土環境工学Ｂコース 

農学部 農業環境工学科 食料生産システム工学コース 

（※履修条件有り） 

農学部 農業環境工学科 環境共生学コース （※履修条

件有り） 

愛媛大学 

農学部 生物資源学科 生産地域工学 

農学部 生物資源学科 地域環境工学専門教育コース 

工学部 環境建設工学科（平成１２年度に入学した者） 

工学部 環境建設工学科 土木工学コース（平成１３年度以

降に入学した者） 

（旧 工学部 環境建設工学科 シビルエンジニアリング専

修コース（平成１３年度以降に入学した者）） 

工学部 環境建設工学科 一般コース（平成１３年度～平成

２２年度に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 環境建設工学科 社会デザインコース（平成２３年

度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

大分大学 

工学部 化学環境工学科 

工学部 組織工学科 

工学部 福祉環境工学科 福祉建築コース 

工学部 福祉環境工学科 建築コース 

工学部 福祉環境工学科 メカトロニクスコース 

（旧 工学部 福祉環境工学科 福祉機器コース） （※履修

条件有り） 

工学部 機械・エネルギーシステム工学科 エネルギーコー

ス （※履修条件有り） 

大阪工業大学 工学部 都市デザイン工学科 

大阪産業大学 
工学部 建築・環境デザイン学科（平成２～６年度に入学し

た者） 
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（旧 工学部 環境デザイン学科（平成２～６年度に入学し

た者）） （※履修条件有り） 

工学部 建築・環境デザイン学科（平成７～１３年度に入学

した者） 

（旧 工学部 環境デザイン学科（平成７～１３年度に入学し

た者）） （※履修条件有り） 

工学部 建築・環境デザイン学科（平成１４～１７年度に入

学した者） 

（旧 工学部 環境デザイン学科（平成１４～１７年度に入学

した者）） （※履修条件有り） 

工学部 建築・環境デザイン学科（平成１８～２０年度に入

学した者） 

（旧 工学部 環境デザイン学科（平成１８～２０年度に入学

した者）） （※履修条件有り） 

工学部 建築・環境デザイン学科（平成２１年度以降に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 都市創造工学科（平成２０年度以前（平成１６年度

を除く）に入学した者） 

工学部 都市創造工学科（平成１６年度に入学した者） 

（旧 工学部 都市創造工学科（平成１６年度以降に入学し

た者）） （※履修条件有り） 

工学部 都市創造工学科（平成２１年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

デザイン工学部 環境理工学科（平成２９年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

デザイン工学部 建築・環境デザイン学科（平成２４年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 都市創造工学科（平成２４年度以降に入学した者） 

工学部 都市創造工学科 総合コース（平成３０年度以降に

入学した者） 

工学部 都市創造工学科 構造コース（平成３０年度以降に

入学した者） 

工学部 都市創造工学科 自然エネルギーコース（平成３０

年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

大阪市立大学 

工学部 都市基盤工学科 （※履修条件有り） 

工学部 都市学科（平成２５年度までの入学者） 

（旧 工学部 都市学科） （※履修条件有り） 

工学部 都市学科（平成２６年度以降の入学者） （※履修

条件有り） 
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大阪大学 

基礎工学部 システム科学科 機械科学コース （※履修条

件有り） 

工学部 地球総合工学科 建築工学科目（平成１０年度以

降に入学した者） 

工学部 地球総合工学科 社会基盤工学科目 

（旧 工学部 地球総合工学科 土木工学科目（平成１０年

度以降に入学した者）） 

工学部 応用理工学科 機械工学科目 機械物理工学コー

ス（平成９年度から平成１１年度までの入学者） （※履修条

件有り） 

工学部 応用理工学科 機械工学科目 機械物理工学コー

ス（平成１２年度入学者） （※履修条件有り） 

工学部 応用理工学科 機械工学科目 機械物理工学コー

ス（平成１３年度から平成１６年度までの入学者） （※履修

条件有り） 

大阪電気通信大学 

工学部 経営工学科 

工学部 電子物性工学科 

工学部第１部 光システム工学科 

情報通信工学部 光システム工学科（平成１７年度以降入

学者） 

情報通信工学部 光・エレクトロニクス学科（平成１８～１９

年度入学者） 

工学部 電子材料工学科（平成９年度に入学した者） （※

履修条件有り） 

工学部第１部 電子材料工学科（平成１０年度及び平成１１

年度までに入学した者） （※履修条件有り） 

工学部第１部 電子材料工学科（平成１２年度以降平成１７

年度までに入学した者） （※履修条件有り） 

工学部第１部 応用化学科（平成１８年度に入学した者） 

（※履修条件有り） 

工学部 応用化学科（平成１９年度及び平成２０年度に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 応用化学科（平成２１年度及び平成２２年度に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 環境科学科コース１（平成２３年度以降平成２６年

度までに入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 環境科学科コース１（平成２７年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 
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工学部 環境科学科コース２（平成２３年度以降平成２６年

度までに入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 環境科学科コース２（平成２７年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

工学部 環境科学科コース３（平成２３年度以降平成２６年

度までに入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 環境科学科コース３（平成２７年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

大阪府立大学 

農学部 地域環境科学科 （※履修条件有り） 

生命環境科学域 緑地環境科学類 

（旧 生命環境科学部 緑地環境科学科） 

工学部 海洋システム工学科（平成１５～１６年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工学部 海洋システム工学科（平成１７年度以降平成２３年

度までに入学した者） 

大手前大学 
メディア・芸術学部 メディア・芸術学科 建築・インテリアメ

ジャー 

岡山大学 

農学部 総合農業科学科 基盤整備学講座 

環境理工学部 環境デザイン工学科 

環境理工学部 環境管理工学科（但し、平成１５年度以前に

入学した者は履修条件無し） 

環境理工学部 環境管理工学科（平成１６～２２年度以前入

学者） （※履修条件有り） 

環境理工学部 環境管理工学科（平成２３年度入学者） 

（※履修条件有り） 

環境理工学部 環境管理工学科（平成２４年入学者） （※

履修条件有り） 

環境理工学部 環境管理工学科（平成２５年度入学者） 

環境理工学部 環境管理工学科（平成２６年度入学者） 

（※履修条件有り） 

環境理工学部 環境管理工学科（平成２７年度以降入学

者） 

岡山理科大学 

工学部 機械理学科 

工学部 電子理学科 

理学部 応用物理学科 

帯広畜産大学 

畜産学部 畜産科学課程 環境農学ユニット（平成２０年度

以降） 

（旧 畜産学部 畜産科学科 地域環境工学ユニット） 
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畜産学部 畜産科学課程 農業環境工学ユニット（平成２６

年度以降） 

香川大学 

工学部 安全システム建設工学科（平成１８年度以前に入

学した者） （※履修条件有り） 

工学部 安全システム建設工学科（平成１９年度以降に入

学した者） 

鹿児島大学 
工学部 海洋土木開発工学科 

工学部 機械工学第二学科 

神奈川工科大学 

創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 （※履修条

件有り） 

創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科（平成３０年

度以降に入学した者） 

神奈川大学 工学部 電子情報フロンティア学科  （※履修条件有り） 

金沢工業大学 

工学部 情報処理工学科 

工学部 居住環境学科 

工学部 環境システム工学科 

環境・建築学部 建築デザイン学科 

（旧 環境・建築学部 建築都市デザイン学科） 

工学部 電気電子工学科 

工学部 電子情報通信工学科 

（旧 工学部 情報通信工学科） 

環境・建築学部 環境土木工学科 

工学部 ロボティクス学科 

工学部 航空システム工学科 

金沢大学 

理工学域 環境デザイン学類 （※履修条件有り） 

工学部 人間・機械工学科 （※履修条件有り） 

理工学域 機械工学類 

工学部 機能機械工学科（平成１９年度以降に入学した者） 

理工学域 地球社会基盤学類 土木防災コース 

理工学域 地球社会基盤学類 環境都市コース 

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 （※履

修条件有り） 

総合政策学部 メディア情報学科 建築士プログラム （※

履修条件有り） 

総合政策学部 都市政策学科 建築士プログラム （※履

修条件有り） 

総合政策学部 国際政策学科 建築士プログラム （※履

修条件有り） 
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総合政策学部 総合政策学科 建築士プログラム（平成２５

年度以降に入学した者） 

総合政策学部 メディア情報学科 建築士プログラム（平成

２５年度以降に入学した者） 

総合政策学部 都市政策学科 建築士プログラム（平成２５

年度以降に入学した者） 

総合政策学部 国際政策学科 建築士プログラム（平成２５

年度以降に入学した者） 

関西大学 
工学部 都市環境工学科 計画・環境コース 

工学部 都市環境工学科 建設・設計コース 

関東学院大学 

工学部 社会環境システム学科 昼間主コース 

工学部 社会環境システム学科 夜間主コース 

工学部 社会環境システム学科 

建築・環境学部 建築・環境学科（平成２５年度以降に入学

した者） （※履修条件有り） 

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２３年度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

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２４年度～２７年度に入学した者） （※履修条件有

り） 

健康科学部 人間環境デザイン学科（平成２８年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

健康科学部 健康生活学科 人間環境デザイン専攻 住ま

い・まちづくりコース（平成１５年度以降に入学した者） （※

履修条件有り） 

北九州市立大学 

国際環境工学部 建築デザイン学科 

（旧 国際環境工学部 環境空間デザイン学科） 

国際環境工学部 機械システム工学科 

（旧 国際環境工学部 環境機械システム工学科） 

北里大学 

獣医畜産学部 生物生産環境学科 

（旧 獣医畜産学部 畜産土木工学科） 

獣医学部 生物環境科学科 

北見工業大学 
工学部 機械・社会環境系 社会環境工学科 

（旧 工学部 土木開発工学科） 

九州共立大学 

工学部 環境化学科 

工学部 開発学科 

工学部 地域環境システム工学科 

工学部 環境サイエンス学科 （※履修条件有り） 
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九州芸術工科大学 環境設計学科 

九州工業大学 

工学部 開発土木工学科 

情報工学部 知能情報工学科 

情報工学部 制御システム工学科 

工学部 建設社会工学科 

（旧 工学部 設計生産工学科 建設工学コース） 

工学部 旧設計生産工学科 機械工学コース 

工学部 旧設計生産工学科 制御工学コース 

工学部 旧設計生産工学科 夜間主コース 

情報工学部 システム創成情報工学科（平成１７年度以前

に入学した者） （※履修条件有り） 

情報工学部 システム創成情報工学科（平成１８年度入学

者）（※履修条件なし） 

情報工学部 システム創成情報工学科（平成１９年度～２０

年度入学者） （※履修条件有り） 

情報工学部 システム創成情報工学科（平成２１年度以降

に入学した者）（※履修条件なし） 

工学部 機械知能工学科（平成２０～２３年度に入学した

者） （※履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成２４年度に入学した者） （※

履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成２５年度に入学した者） （※

履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成２６年度に入学した者） （※

履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成２７年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成２９年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成２８年度に入学した者） （※

履修条件有り） 

工学部 機械知能工学科（平成３０年度に入学した者） （※

履修条件有り） 

九州産業大学 

工学部 都市基盤デザイン工学科 

工学部 住居・インテリア設計学科 

建築都市工学部 都市デザイン工学科（平成２９年度以降

に入学した者）  
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建築都市工学部 住居・インテリア学科（平成２９年度以降

に入学した者） 

九州大学 

工学部 知能機械工学科 

工学部 地球環境工学科 建設都市工学コース 

（旧 工学部 地域環境工学科 建設都市工学コース） 

工学部 機械エネルギー工学科 

工学部 建設都市工学科 

農学部 生物資源環境学科 生物資源生産科学コース 生

物生産環境工学分野 

（旧 農学部 生物資源環境学科 生物資源生産科学コー

ス 地域環境工学分野） 

工学部 地球環境工学科 地球システム工学コース 

京都工芸繊維大学 

住環境学科 

工芸科学部 電子システム工学課程（平成２４年度以前に

入学した者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 電子システム工学課程（平成２５年度以降に

入学した者） 

工芸科学部 造形工学課程（平成２４年度以前に入学した

者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 造形工学課程（平成２５年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 情報工学課程（平成２４年度以前に入学した

者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 情報工学課程（平成２５年度に入学した者） 

（※履修条件有り） 

工芸科学部 情報工学課程（平成２６年度に入学した者） 

（※履修条件有り） 

工芸科学部 情報工学課程（平成２７年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 機械工学課程 

（旧 工芸科学部 機械システム工学課程） 

工芸科学部 デザイン・建築学課程（平成２６年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 デザイン・建築学課程（平成２７年度以降に入

学した者） （※履修条件有り） 

工芸科学部 情報工学課程 （※履修条件有り） 

工芸科学部 デザイン・建築学課程 （※履修条件有り） 

工芸科学部 情報工学課程（地域創成Ｔｅｃｈ Ｐｒｏｇｒａｍ） 

（※履修条件有り） 
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工芸科学部 デザイン・建築学課程（地域創成Ｔｅｃｈ Ｐｒｏｇ

ｒａｍ） （※履修条件有り） 

工芸科学部 機械工学課程（地域創成Ｔｅｃｈ Ｐｒｏｇｒａｍ） 

工芸科学部 電子システム工学課程（地域創成Ｔｅｃｈ Ｐｒｏ

ｇｒａｍ） （※履修条件有り） 

京都造形芸術大学 

芸術学部 環境デザイン学科 

通信教育部 芸術学部 デザイン科 建築デザインコース

（平成２１年度以降に入学した者） 

（旧 通信教育部 芸術学部 デザイン科 建築デザインコ

ース） （※履修条件有り） 

通信教育部 芸術学部 デザイン科 建築デザインコース

（平成２９年度以降に入学した者） 

京都大学 

工学部 地球工学科（旧土木工学科、旧交通土木工学科） 

工学部 物理工学科 （※履修条件有り） 

農学部 生産環境科学科 地域環境創造学コース （※履

修条件有り） 

農学部 地域環境工学科 （※履修条件有り） 

工学部 物理工学科（平成２１年度以降に入学した者） （※

履修条件有り） 

京都美術工芸大学 工芸学部 伝統工芸学科 （※履修条件有り） 

近畿大学 

理工学部 社会環境工学科 （※履修条件有り） 

産業理工学部 建築・デザイン学科 建築コースおよび建築

工学コース 

理工学部 社会環境工学科（平成２３年度及び平成２４年度

に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 社会環境工学科（平成２５年度以降に入学した

者） 

岐阜大学 

農学部 生物生産システム学科 生産環境整備学 

工学部 社会基盤工学科 夜間主コース 

工学部 社会基盤工学科 昼間コース（平成１７年度以前に

入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会基盤工学科 昼間コース（平成１８～２０年度

に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会基盤工学科（平成２１～２４年度に入学した

者） （※履修条件有り） 

工学部 社会基盤工学科（平成２５年度以降に入学した者） 

工学部 電気電子・情報工学科 電気電子コース（平成２５

年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 
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熊本県立大学 環境共生学部 居住環境学科 

熊本大学 

工学部 環境建設工学科 

工学部 環境システム工学科 環境プランニングコース 

工学部 環境システム工学科 環境デザインコース 

工学部 環境システム工学科 環境共生工学コース 

工学部 環境システム工学科 環境構築工学コース 

工学部 知能生産システム工学科 

工学部 電気システム工学科 

工学部 情報電気電子工学科 （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科 地域環境デザインコース（平成２

１年度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科 土木環境工学コース（平成２１年

度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科（平成２２年度以降に入学した者） 

工学部 情報電気工学科 電気工学教育プログラム（平成

３０年度以降に入学した者） 

工学部 情報電気工学科 電子工学教育プログラム（平成

３０年度以降に入学した者） 

工学部 情報電気工学科 情報工学教育プログラム（平成

３０年度以降に入学した者） 

群馬大学 

工学部 社会環境デザイン工学科 

理工学部 環境創生理工学科 社会基盤・防災コース （※

履修条件有り） 

理工学部 総合理工学科 環境創生専門教育プログラム

（社会基盤・防災コース） 

慶應義塾大学 

理工学部 システムデザイン工学科（建築学） （※履修条

件有り） 

理工学部 システムデザイン工学科（機械工学） （※履修

条件有り） 

理工学部 システムデザイン工学科（電気工学） （※履修

条件有り） 

理工学部 物理情報工学科 （※履修条件有り） 

工学院大学 

工学部第１部 建築都市デザイン学科 

工学部 電気システム工学科 

（旧 工学部第１部 電気システム工学科） 

建築学部 建築デザイン学科 

建築学部 まちづくり学科 
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工学部第１部 環境化学工学科（平成１７年度に入学した

者） 

工学部第１部 環境エネルギー化学科 （※履修条件有り） 

高知工科大学 

工学部 社会システム工学科（平成１７年以前に入学した

者） （※履修条件有り） 

工学部 社会システム工学科（平成１８年度及び平成１９年

度に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会システム工学科（平成２０年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

システム工学群 建築・都市デザイン専攻（平成２１年度以

降の入学生） （※履修条件有り） 

甲南大学 理工学部 応用物理学科 

神戸芸術工科大学 

芸術工学部 環境デザイン学科（平成２７年度以降） 

（旧 芸術工学部 環境デザイン学科） 

（旧 デザイン学部 環境・建築デザイン学科） 

神戸商船大学 

商船学部 商船システム学課程 機関学コース 

商船学部 海洋電子機械工学課程 

商船学部 動力システム工学課程 

商船学部 機関学科 

商船学部 海洋機械管理学科 

商船学部 原子動力学科 

神戸大学 

農学部 農業生産工学科 

農学部 生産環境情報学科 

工学部 市民工学科 （※履修条件有り） 

農学部 食料生産環境工学科 地域環境工学プログラム 

（※履修条件有り） 

農学部 食料環境システム学科 生産環境工学コース 地

域環境工学プログラム （※履修条件有り） 

神戸山手大学 現代社会学部 環境文化学科 （※履修条件有り） 

国士舘大学 

工学部 建築デザイン工学科 （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 都市ランドスケープ学系（平成２２年

度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築学系（平成１９年度及び平成２０

年度に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築学系（平成２１年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 都市ランドスケープ学系（平成２３年

度以降に入学した者） （※履修条件有り） 
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理工学部 理工学科 まちづくり学系（平成２６年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

佐賀大学 

農学部 生物生産学科 環境情報工学系 

農学部 生物環境科学科 生物環境保全学コース （※履

修条件有り） 

滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン学科 （※履修条件有り） 

静岡大学 工学部 光電機械工学科 

芝浦工業大学 

システム理工学部 環境システム学科 

（旧 システム工学部 環境システム学科） 

システム理工学部 機械制御システム学科（平成２１年度以

降入学者） 

（旧 システム工学部 機械制御システム学科） 

デザイン工学部 デザイン工学科（平成２１年度以降入学

者） （※履修条件有り） 

島根大学 

総合理工学部 電子制御システム工学科 

総合理工学部 建築・生産設計工学科 

総合理工学部 建築デザイン学科 

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 （※履修

条件有り） 

都市環境学部 都市環境学科 都市基盤環境コース （※

履修条件有り） 

湘南工科大学 工学部 電気電子メディア工学科 

昭和女子大学 

生活科学部 環境デザイン学科 建築・インテリアデザイン

コース 

（旧 家政学部 生活美学科 住居学コース（昭和６０年３月

以降の卒業者）） 

（旧 生活科学部 生活美学科 建築学コース） 

（旧 家政学部 生活美学科 建築学コース） 

（旧 生活科学部 生活環境学科 建築学コース） 

信州大学 工学部 生産システム工学科 

成蹊大学 

理工学部 システムデザイン学科（「電気工学に関する学

科」を修めた者） （※履修条件有り） 

理工学部 システムデザイン学科（「機械工学に関する学

科」を修めた者） （※履修条件有り） 

理工学部 エレクトロメカニクス学科（「電気工学に関する学

科」を修めた者）（平成２３年度に入学した者） （※履修条件

有り） 
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理工学部 エレクトロメカニクス学科（「電気工学に関する学

科」を修めた者）（平成２２年度に入学した者） （※履修条件

有り） 

理工学部 エレクトロメカニクス学科（「電気工学に関する学

科」を修めた者）（平成２１年度以前に入学した者） （※履修

条件有り） 

理工学部 エレクトロメカニクス学科（「機械工学に関する学

科」を修めた者）（平成２３年度に入学した者） （※履修条件

有り） 

理工学部 エレクトロメカニクス学科（「機械工学に関する学

科」を修めた者）（平成２２年度に入学した者） （※履修条件

有り） 

理工学部 エレクトロメカニクス学科（「機械工学に関する学

科」を修めた者）（平成２１年度以前に入学した者） （※履修

条件有り） 

摂南大学 

工学部 都市環境システム工学科 

理工学部 都市環境工学科（平成２２年度～２５年度入学

者） （※履修条件有り） 

理工学部 都市環境工学科（平成２６年度以降に入学した

者） 

理工学部 住環境デザイン学科（平成２５年度以前に入学し

た者） 

（旧 理工学部 住環境デザイン学科） （※履修条件有り） 

理工学部 住環境デザイン学科（平成２６年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

崇城大学 工学部 エコデザイン学科 （※履修条件有り） 

拓殖大学 工学部 情報エレクトロニクス学科 

多摩美術大学 

環境デザイン学科（平成１３年度以前に入学した者） （※履

修条件有り） 

環境デザイン学科（平成１４年度以降に入学した者） （※履

修条件有り） 

第一工業大学 

工学部 社会環境工学科 （※履修条件有り） 

工学部 建築デザイン学科 

工学部 自然環境工学科（平成２３～２５年度に入学した

者） 

工学部 自然環境工学科（平成２６年度以降に入学した者） 

大同大学 

（旧 大同工業大学） 
工学部 都市環境デザイン学科 
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千葉工業大学 

工学部 機械サイエンス学科（平成１９年度以前入学者） 

（※履修条件有り） 

工学部 機械サイエンス学科（平成２０年度入学者） （※履

修条件有り） 

工学部 機械サイエンス学科（平成２１年度入学者） （※履

修条件有り） 

工学部 機械サイエンス学科（平成２２年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

工学部 建築都市環境学科（平成１５年度以前入学者） 

（※履修条件有り） 

工学部 建築都市環境学科（平成１６～１８年度入学者） 

（※履修条件有り） 

工学部 建築都市環境学科（平成１９年度入学者） （※履

修条件有り） 

工学部 建築都市環境学科（平成２０年度入学者） （※履

修条件有り） 

工学部 建築都市環境学科（平成２１年度以降入学者） 

（※履修条件有り） 

創造工学部 都市環境工学科（平成２８年度以降入学者） 

（※履修条件有り） 

工学部 機械電子創成工学科（平成２８年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

千葉大学 

園芸学部 緑地環境学科 

（旧 園芸学部 環境緑地学科） 

（旧 園芸学部 緑地・環境学科） 

工学部 デザイン工学科 建築系建築コース 

工学部 都市環境システム学科（平成１０年度以降に入学し

た者） 

工学部 都市環境システム学科（平成２６年度から平成２８

年度に入学した者） 

（旧 工学部 都市環境システム学科（平成１７年度に入学

した者）） （※履修条件有り） 

中央大学 

理工学部 電気電子情報通信工学科（平成２２年度以前に

入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 電気電子情報通信工学科（平成２３年度～平成

２４年度に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 電気電子情報通信工学科（平成２５年度～平成

２７年度に入学した者） （※履修条件有り） 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00390
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00405
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00579
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00579
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00579


理工学部 電気電子情報通信工学科（平成２８年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 都市環境学科（平成２１年度以降に入学した者） 

中部大学（旧 中部工業大学） 

工学部 工業物理学科 

工学部 電気システム工学科 

工学部 都市建設工学科（平成２４年度以前入学者） 

（旧 工学部 都市建設工学科） 

工学部 都市建設工学科（平成２５年度～２６年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工学部 都市建設工学科（平成２７年度入学者） （※履修

条件有り） 

工学部 都市建設工学科（平成２８年度以降入学者） 

筑波大学 

第３学群 社会工学類 都市計画主専攻 

第３学群 基礎工学類 構造工学主専攻 

第２学群 生物資源学類 生物環境造成学専攻 （※履修

条件有り） 

第３学群 工学システム学類 環境開発工学主専攻 （※履

修条件有り） 

理工学群 工学システム学類 環境開発工学主専攻（平成

２４年度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学群 工学システム学類 環境開発工学主専攻（平成

２５年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

帝京科学大学 
理工学部 電子・情報科学科 （※履修条件有り） 

理工学部 メディアサイエンス学科 （※履修条件有り） 

帝塚山大学 現代生活学部 居住空間デザイン学科 

電気通信大学 

電気通信学部 経営工学科 

電気通信学部 材料科学科 

電気通信学部 機械制御工学科 

電気通信学部 知能機械工学科（昼間コース） （※履修条

件有り） 

電気通信学部 知能機械工学科（夜間主コース） （※履修

条件有り） 

電気通信学部 量子・物質工学科（昼間コース） （※履修

条件有り） 

情報理工学部 情報・通信工学科 （※履修条件有り） 

情報理工学部 先進理工学科 （※履修条件有り） 

情報理工学部 知能機械工学科 

東海大学 芸術工学部 建築・環境デザイン学科 （※履修条件有り） 
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情報デザイン工学部 建築デザイン学科 

（旧 第二工学部 建築デザイン学科） 

電子情報学部 コンピューター応用工学科（平成１３年度～

平成１７年度入学生） （※履修条件有り） 

情報理工学部 コンピューター応用工学科（平成１８年度以

降に入学した者）   

（旧 情報理工学部 コンピューター応用工学科（平成１８年

度入学生より）  ） （※履修条件有り） 

海洋学部 海洋建設工学科 （※履修条件有り） 

東京工業大学 

工学部 社会工学科 

工学部 電子物理工学科 

工学部 機械物理工学科 

工学部 開発システム工学科 土木コース 

工学部 機械科学科 

東京商船大学 
商船学部 機関学科（昭和５２年度以降平成元年度までに

入学した者） （※履修条件有り） 

東京造形大学 

造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域 （※履修条

件有り） 

造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域（平成３０年度

以降に入学した者） （※履修条件有り） 

東京大学 

農学部 農業生物学科（但し、農業生物学専修を除く。） 

工学部 舶用機械工学科 

工学部 地球システム工学科 

工学部 社会基盤学科 

農学部 環境資源科学課程生物・環境工学専修 （※履修

条件有り） 

東京電機大学 

理工学部 理工学科 創造工学系 主コースが都市デザイ

ンコース、副コースが建築デザインコース （※履修条件有

り） 

理工学部 理工学科 創造工学系 主コースが建築デザイ

ンコース、副コースが都市デザインコース （※履修条件有

り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが建

築コース、副コースが都市環境コース（平成２２年度以前入

学者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが都

市環境コース、副コースが建築コース（平成２２年度以前入

学者） （※履修条件有り） 
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理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが建

築コース、副コースが都市環境コース（平成２３年度入学

者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが都

市環境コース、副コースが建築コース（平成２３年度入学

者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが建

築コース、副コースが都市環境コース（平成２４年度入学

者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが都

市環境コース、副コースが建築コース（平成２４年度入学

者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが建

築コース、副コースが都市環境コース（平成２５年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系 主コースが都

市環境コース、副コースが建築コース（平成２５年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系（平成２７年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系（平成２８年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 理工学科 建築・都市環境学系（平成３０年度以

降に入学した者） 

東京電機大学 工学部 先端機械工学科（平成２９年度以降に入学した者） 

東京都市大学 

都市生活学部 都市生活学科 （※履修条件有り） 

工学部 電気電子通信工学科（平成３１年度以降に入学し

た者） 

東京農業大学 
地域環境科学部 造園科学科 

地域環境科学部 地域創成科学科 

東京農工大学 

農学部 地域生態システム学科環境・農業システム工学コ

ース（平成１７年度以前に入学した者） （※履修条件有り） 

農学部 地域生態システム学科（平成１８年度～２３年度に

入学した者） （※履修条件有り） 

農学部 地域生態システム学科（平成２４年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

東北学院大学 

工学部 環境土木工学科 

工学部 環境建設工学科 

工学部 機械創成工学科 
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工学部 機械知能工学科 

工学部 環境建設工学科 環境土木コース（平成２５年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 環境建設工学科 建築コース（平成２５年度以降に

入学した者） 

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（平成２４年度以

前入学者） 

（旧 デザイン工学部 環境デザイン学科） 

デザイン工学部 建築・環境デザイン学科（平成２５年度以

降入学者） （※履修条件有り） 

東北工業大学 

工学部 都市マネジメント学科 

ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科（平成２３

年度以前入学者） （※履修条件有り） 

工学部 知能エレクトロニクス学科 

ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科（平成２４

年度以降入学者） （※履修条件有り） 

ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科（平成２８

年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 情報通信工学科（平成２０年度以降平成２３年度ま

でに入学した者） 

工学部 情報通信工学科（平成２４年度以降平成２８年度ま

でに入学した者 

工学部 情報通信工学科（平成２９年度以降に入学した者 

東北大学 

工学部 応用物理学科 

工学部 機械知能工学科 

工学部 機械電子工学科 

工学部 機械航空工学科 

工学部 機械知能・航空工学科 （※履修条件有り） 

工学部 建築・社会環境工学科 （※履修条件有り） 

工学部 電気情報・物理工学科 （※履修条件有り） 

工学部 情報知能システム総合学科 （※履修条件有り） 

工学部 電気情報物理工学科 バイオ・医工学コース 

工学部 電気情報物理工学科 情報工学コース （※履修

条件有り） 

工学部 電気情報物理工学科 応用物理学コース （※履

修条件有り） 

工学部 電気情報物理工学科 電子工学コース 
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工学部 電気情報物理工学科 通信工学コース （※履修

条件有り） 

工学部 電気情報物理工学科 電気工学コース 

東北文化学園大学 

科学技術学部 建築環境学科 

（旧 科学技術学部 住環境デザイン学科） 

（旧 科学技術学部 環境計画工学科） 

（旧 科学技術学部 人間環境デザイン学科） 

科学技術学部 建築環境学科（平成２８年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

東洋大学 

理工学部 都市環境デザイン学科（平成２４年度以前に入

学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 都市環境デザイン学科（平成２５年度以降に入

学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 都市環境デザイン学科 （※履修条件有り） 

東和大学 

工学部 環境デザイン工学科 建築・住環境デザインコース 

（※履修条件有り） 

工学部 環境デザイン工学科 環境土木コース （※履修条

件有り） 

工学部 環境デザイン工学科 建築学コース 

徳島大学 

工学部 知能情報工学科 

理工学部 理工学科 社会基盤デザインコース昼間コース

（平成２８年度に入学した者） 

理工学部 理工学科 社会基盤デザインコース夜間主コー

ス（平成２８年度に入学した者） 

徳島文理大学 

工学部 機械電子工学科 

工学部 情報システム工学科 

工学部 環境システム工学科 

人間生活学部 住居学科 

人間生活学部 建築デザイン学科 

理工学部 機械創造工学科 （※履修条件有り） 

鳥取大学 

工学部 海洋土木工学科 

農学部 農林総合科学科 生存環境科学講座 

農学部 生物資源環境学科 生存環境学コース 

工学部 社会開発システム工学科（平成１２年度以前の入

学生が対象） （※履修条件有り） 

工学部 社会開発システム工学科（平成１３年度以降の入

学生が対象） 
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工学部 社会システム土木系学科社会経営工学プログラム

（平成２７年度以降） 

農学部 生物資源環境学科 環境共生科学コース 一般プ

ログラム （※履修条件有り） 

農学部 生物資源環境学科 環境共生科学コース 地域環

境工学プログラム （※履修条件有り） 

富山大学 

芸術文化学部 芸術文化学科（平成２９年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

芸術文化学部 芸術文化学科（平成３０年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

豊田工業大学 工学部 制御情報工学科 

豊橋技術科学大学 

電気・電子工学課程 

情報工学課程 

知識情報工学課程 

エコロジー工学課程 

建設工学課程 

エネルギー工学課程 

機械システム工学課程 

生産システム工学課程 

工学部 建築・都市システム学課程 （※履修条件有り） 

工学部 電気・電子情報工学課程（平成２２年度～２５年度

までの入学者） 

長岡技術科学大学 

工学部 創造設計工学課程 

工学部 電気・電子システム工学課程、電子機器工学課

程、電気電子情報工学課程 

工学部 機械システム工学課程、機械創造工学課程 

工学部 建設工学課程、環境システム工学課程 

工学部 環境社会基盤工学課程 （※履修条件有り） 

工学部 環境社会基盤工学課程（平成２９年度以降の在学

者） （※履修条件有り） 

長岡造形大学 
造形学部 建築・環境デザイン学科 

（旧 造形学部 環境デザイン学科） 

長崎総合科学大学 
工学部 工学科 建築学コース（平成２６年度以降に入学し

た者） 

長崎大学 

工学部 工学科 構造工学コース（平成２３年度以降に入学

した者） 

工学部 工学科 社会環境デザイン工学コース（平成２３年

度以降に入学した者） 
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名古屋工業大学 

工学部 第一部 都市社会工学科 環境都市系 

（旧 都市社会工学科 環境都市系プログラム） 

工学部 建築・デザイン工学科 （※履修条件有り） 

名古屋市立大学 
芸術工学部 建築都市デザイン学科（平成２２年度以降に

入学した者） 

名古屋造形大学 造形学部 造形学科 （※履修条件有り） 

名古屋大学 
工学部 社会環境工学科 社会資本工学コース 

工学部 社会環境工学科 建築学コース 

奈良女子大学 

生活環境学部 人間環境学科 住環境学専攻 （※履修条

件有り） 

生活環境学部 住環境学科 （※履修条件有り） 

新潟工科大学 

工学部 機械制御システム工学科（平成７年度以降平成１３

年度までに入学した者） 

工学部 機械制御システム工学科（平成１４年度以降に入

学した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 先進製造コース（平成２７年度以降に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 シミュレーションコース（平成２７年度以降

に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 化学バイオコース（平成２７年度以降に入

学した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 ロボティクスコース（平成２７年度以降に入

学した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 情報通信コース（平成２７年度以降に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 医療福祉工学コース（平成２７年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 建築コース（平成２７年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

工学部 工学科 都市環境エネルギーコース（平成２７年度

以降に入学した者） （※履修条件有り） 

新潟大学 

農学部 生産環境科学科 地域環境工学コース 

農学部 生産環境科学科（平成３年度以降平成１２年度ま

でに入学した者） （※履修条件有り） 

西日本工業大学 

工学部 環境都市デザイン工学科 

工学部 総合システム工学科 環境建設系（平成２１年度以

降に入学した者） 
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工学部 総合システム工学科 電気電子工学系（平成２３年

度以降に入学した者） 

工学部 総合システム工学科 電気工学系（平成２１年度及

び平成２２年度に入学した者） 

工学部 総合システム工学科 情報システム系（平成２１年

度以降に入学した者） 

日本工業大学 

工学部 生活環境デザイン学科（平成２４年度以前入学者） 

（※履修条件有り） 

工学部 生活環境デザイン学科（平成２５年度入学者） （※

履修条件有り） 

工学部 生活環境デザイン科（平成２６年度以降入学者） 

（※履修条件有り） 

日本大学 

理工学部 海洋建築工学科 

生物資源科学部 生物環境工学科 

理工学部 社会交通工学科（平成１３年度以前に入学した

者） 

（旧 理工学部 交通土木工学科） 

理工学部 交通システム工学科（平成１９年度以前入学者） 

（旧 理工学部 社会交通工学科（平成１４年度以降に入学

した者）） （※履修条件有り） 

理工学部 交通システム工学科（平成２０年度以降入学者） 

理工学部 まちづくり工学科 （※履修条件有り） 

生産工学部 環境安全工学科 （※履修条件有り） 

生産工学部 環境安全工学科（平成２９年度以降に入学し

た者） 

日本文理大学 

工学部 建設都市工学科（平成１７年度以前に入学した者） 

（※履修条件有り） 

工学部 建築デザイン学科 

工学部 建設都市工学科（平成１８年度以降入学者） （※

履修条件有り） 

八戸工業大学 

工学部 機械情報技術学科 

工学部 環境建設工学科 

工学部 エネルギー工学科 

工学部 電子知能システム学科（平成２０年度までに入学し

た者） （※履修条件有り） 

工学部 電子知能システム学科（平成２１年度に入学した

者） 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00644
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00644
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00644
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00644
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00293
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00293
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00293
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00377
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00377
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00377
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00496


工学部 電気電子システム学科（平成２２年度以降に入学し

た者） 

姫路工業大学 工学部 機械知能工学科 

兵庫県立大学 

工学部 電子情報電気工学科（平成１６年度～２０年度まで

に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 電子情報電気工学科（平成２１年度～２６年度まで

に入学した者） 

弘前大学 

農学生命科学部 地域環境科学科地域環境工学・地域環

境計画学コース（平成１０年度から平成１４年度までに入学

した者） （※履修条件有り） 

農学生命科学部 地域環境工学科 農業土木コース 

（旧 農学生命科学部 地域環境科学科 地域環境工学・

地域環境計画学コース 農業土木プログラム） 

農学生命科学部 地域環境工学科 農山村環境コース 

（旧 農学生命科学部 地域環境科学科 地域環境工学・

地域環境計画学コース 地域環境プログラム） （※履修条

件有り） 

広島工業大学 

環境学部 環境デザイン学科 

環境学部 地域環境学科（平成１８年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

環境学部 建築デザイン学科（平成２８年度以降に入学した

者） 

工学部 電気・ディジタルシステム工学科（平成１７年度以

前に入学した者） 

工学部 電気・デジタルシステム工学科（平成１８年度以降

に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 電子・光システム工学科（平成１５年度以前に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 電子・光システム工学科（平成１６・１７年度に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 電子・光システム工学科（平成１８年度以降に入学

した者） （※履修条件有り） 

工学部 都市建設工学科 （※履修条件有り） 

工学部 都市デザイン工学科 

工学部 電気システム工学科 

工学部 知能機械工学科 

広島国際大学 

社会環境科学部 建築創造学科 （※履修条件有り） 

工学部 住環境デザイン学科（平成２２年度以前入学した

者） （※履修条件有り） 
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工学部 機械ロボティクス学科 （※履修条件有り） 

工学部 住環境デザイン学科（平成２３年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

広島大学 

工学部 第１類  

工学部 第２類 

工学部 第４類（但し、船舶工学課程、エンジニアリングシス

テム課程と輸送機器システム課程、海洋システム課程、生

産基盤工学課程、輸送機器工学課程と環境共生システム

課程を除く） 

（旧 工学部 第４類（但し、船舶工学課程を除く。）） 

福井工業大学 

工学部 建設工学科 地球環境工学専攻 （※履修条件有

り） 

工学部 建設工学科 地球環境工学専攻（但し、平成１５年

度以降に入学した者は履修条件無し） 

工学部 建設工学科 土木環境工学専攻 

工学部 建設工学科 建築学専攻 （※履修条件有り） 

工学部 建築生活環境学科 （※履修条件有り） 

工学部 建築土木工学科（平成２７年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

福井大学 

工学部 建築建設工学科 建築学コース 

工学部 建築建設工学科 建設工学コース （※履修条件

有り） 

工学部 建築・都市環境工学科 建築学コース（平成２８年

度以降に入学した者） 

工学部 建築・都市環境工学科 都市環境工学コース （平

成２８年度以降に入学した者） 

福岡工業大学 
工学部 電子材料工学科 

工学部 知能機械工学科 

福岡大学 工学部 社会デザイン工学科 

福山大学 

工学部 電子・電気工学科 

工学部 建築・建設学科 土木コース 

工学部 建築・建設学科（平成１９～２５年度に入学した者） 

法政大学 

工学部 都市環境デザイン工学科 （※履修条件有り） 

デザイン工学部 都市環境デザイン工学科（平成２２年度以

前に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 情報電気電子工学科 

デザイン工学部 都市環境デザイン工学科（平成２３年度～

２６年度に入学した者） （※履修条件有り） 
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デザイン工学部 都市環境デザイン工学科（平成２７年以降

の入学者） （※履修条件有り） 

北海学園大学 

工学部 社会環境工学科（平成１６年度以前に入学したも

の） （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科（平成１７～１８年度に入学したも

の） （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科 社会環境コース（平成１９年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科 環境情報コース（平成１９年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科 社会環境コース（平成２９年度以

降に入学した者） 

工学部 社会環境工学科 環境情報コース（平成２９年度以

降に入学した者） （※履修条件有り） 

北海道科学大学 

（旧 北海道工業大学） 

工学部 環境デザイン学科 

工学部 都市環境学科 

（旧 空間創造学部 都市環境学科 環境デザインコース、

土木エンジニアリングコース） 

創生工学部 電気デジタルシステム工学科（平成２０年度～

２３年度入学者） （※履修条件有り） 

創生工学部 電気デジタルシステム工学科（平成２４年度～

２５年度入学者） （※履修条件有り） 

北海道大学 

工学部 情報エレクトロニクス学科 電気電子工学コース 

（旧 工学部 情報エレクトロニクス学科 電子情報コース） 

工学部 情報エレクトロニクス学科 メディアネットワークコ

ース 

工学部 情報エレクトロニクス学科 電気制御システムコー

ス 

（旧 工学部 情報エレクトロニクス学科 システム情報コー

ス） 

工学部 機械知能工学科 機械情報コース 

工学部 機械知能工学科 機械システムコース 

工学部 環境社会工学科 社会基盤学コース 

（旧 工学部 環境社会工学科 シビルエンジニアリングコ

ース） 

工学部 環境社会工学科 国土政策学コース 

工学部 環境社会工学科 建築都市コース 

工学部 環境社会工学科 資源循環システムコース 

工学部 環境社会工学科 衛生環境工学コース 
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工学部 建築都市学科 

北海道東海大学 芸術工学部 くらしデザイン学科 （※履修条件有り） 

前橋工科大学 
工学部 総合デザイン工学科 （※履修条件有り） 

工学部 社会環境工学科 

三重大学 

工学部 機械材料工学科 

工学部 物理工学科（平成１６年度以前に入学した者） （※

履修条件有り） 

工学部 物理工学科（平成１７年度以降に入学した者） 

生物資源学部 共生環境学科 地域保全工学講座 （※履

修条件有り） 

宮城大学 

食産業学部 環境システム学科（平成２０年度以前に入学し

た者） （※履修条件有り） 

食産業学部 環境システム学科（平成２１年度～２４年度に

入学した者） （※履修条件有り） 

食産業学部 環境システム学科（平成２５年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

宮崎大学 工学部 社会環境システム工学科 

武庫川女子大学 

生活環境学部 生活環境学科（平成１６年度以前に入学し

た者） （※履修条件有り） 

生活環境学部 生活環境学科（平成１７～１９年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

生活環境学部 生活環境学科（平成２０～２２年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

生活環境学部 生活環境学科（平成２３～２４年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

生活環境学部 生活環境学科（平成２５年度に入学した者） 

（※履修条件有り） 

生活環境学部 生活環境学科（平成２６年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

生活環境学部 生活環境学科（平成２９年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

武蔵工業大学 工学部 都市基盤工学科 

武蔵野大学 
工学部 建築デザイン学科（平成２７年度以降に入学した

者） 

室蘭工業大学 

工学部 建築社会基盤系学科 土木工学コース（平成２１年

度以降に入学した者） 

工学部 建築社会基盤系学科 建築学コース（平成２１年度

以降に入学した者） 
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工学部 機械航空創造系学科 機械システム工学コース

（平成２１年度以降に入学した者） 

工学部 機械航空創造系学科 夜間主コース 

工学部 情報電子工学系学科 夜間主コース 

工学部 情報電子工学系学科 情報通信システム工学コー

ス 

工学部 情報電子工学系学科 電気電子工学コース 

工学部 材料物性工学科 

工学部 機械航空創造系学科 材料工学コース 

明治大学  

理工学部 電気電子生命学科（平成１９年度～２４年度まで

の入学者） （※履修条件有り） 

理工学部 電気電子生命学科 （※履修条件有り） 

名城大学 

理工学部 環境創造学科 （※履修条件有り） 

理工学部 社会基盤デザイン工学科 （※履修条件有り） 

理工学部 交通科学科 （※履修条件有り） 

明星大学 
理工学部 総合理工学科 建築学系（平成２２年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

ものつくり大学 

技能工芸学部 建設技能工芸学科（平成１８年度以前入学

生） （※履修条件有り） 

技能工芸学部 建設技能工芸学科（平成１９年度及び２０年

度入学生） （※履修条件有り） 

技能工芸学部 建設技能工芸学科（平成２１年度入学生） 

（※履修条件有り） 

技能工芸学部 建設技能工芸学科（平成２２年度以降入学

生） （※履修条件有り） 

山形大学 

農学部 生物環境学科 （※履修条件有り） 

農学部 生物生産学科 （※履修条件有り） 

農学部 食料生命環境学科 水土環境科学コース 

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１９年度及び平成２０年度入学者） （※履修条件有

り） 

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２１年度及び平成２２年度入学者） （※履修条件有

り） 

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年度入学者） （※履修条件有り） 

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２４年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00707
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00707
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00371
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00371
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00371
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00717
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00427
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00427
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00427
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00427
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00705


工学部 建築・デザイン学科（平成２９年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

山口大学 

工学部 感性デザイン工学科（平成１１～１３年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工学部 感性デザイン工学科 建築コース 

（旧 工学部 感性デザイン工学科 人間空間コース（平成

１４年度以降に入学した者）） 

横浜国立大学 

工学部 生産工学科 

理工学部 建築都市・環境系学科 建築教育プログラム（平

成２３年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

立命館大学 

理工学部 電子光情報工学科（旧光工学科）（平成１９年度

以前に入学した者） 

（旧 理工学部 電子光情報工学科（平成１９年度以前に入

学した者）） 

（旧 理工学部 光工学科） （※履修条件有り） 

理工学部 電子光情報工学科（平成２０年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

理工学部 建築都市デザイン学科（平成１９年度以前に入

学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 建築都市デザイン学科（平成２０～２１年度に入

学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 建築都市デザイン学科（平成２２～２３年度に入

学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 建築都市デザイン学科（平成２４年度～２７年度

に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 建築都市デザイン学科（平成２８年度以降に入

学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 環境システム工学科（但し、平成１５年度以前に

入学した者） 

理工学部 環境システム工学科（平成１６年度～平成１９年

度に入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 環境システム工学科（平成２０～２３年度に入学

した者） （※履修条件有り） 

理工学部 環境システム工学科（平成２４年度～２７年度に

入学した者） （※履修条件有り） 

理工学部 環境システム工学科（平成２８年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

琉球大学 
農学部 生物環境学科生産基盤工学 

工学部 環境建設工学科 
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農学部 地域農業工学科 地域環境工学コース（平成２１年

度以降に入学した者） 

和歌山大学 

システム工学部 システム工学科（環境デザインメジャーお

よび環境科学メジャーを選択履修） 

（旧 システム工学部 環境システム学科） 

早稲田大学 

理工学部 社会環境工学科 

基幹理工学部 電子光システム学科 

理工学術部 電子・情報通信学科 （※履修条件有り） 

短大・高等専門学校（５年制） 

旭川工業高等専門学校 制御情報工学科 

一関工業高等専門学校 制御情報工学科 

宇部工業高等専門学校 制御情報工学科 

大分工業高等専門学校 都市・環境工学科（平成２３年度以降の入学者） 

大阪府立大学工業高等専門学

校 

（旧 大阪府立工業高等専門学

校） 

総合工学システム学科 環境都市システムコース （※履修

条件有り） 

総合工学システム学科 都市環境コース （※履修条件有

り） 

鹿児島工業高等専門学校 
都市環境デザイン工学科（平成２２年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 

九州電機短期大学 テクノプランニング学科 電気電子コース 

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 

総合システム工学科 建築デザインコース 

岐阜工業高等専門学校 
環境都市工学科 

電子制御工学科 

熊本高等専門学校 

（旧 熊本電波工業高等専門学

校） 

電子制御工学科 

建築社会デザイン工学科（平成２２年度以降に入学した者） 

高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科 

昭和女子大学短期大学部 文化創造学科 建築コース 

専修大学 北海道短期大学 

環境システム科 

園芸緑地科 

みどりの総合科学科 環境土木系 

仙台高等専門学校 建築デザイン学科 

仙台電波工業高等専門学校 電子制御工学科 

高松工業高等専門学校 制御情報工学科 

東京農業大学短期大学部 環境緑地学科 
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東京理科大学 山口短期大学 生産電子工学科 

東北科学技術短期大学 建築設備環境学科 

富山県立大学短期大学部 環境システム工学科 （※履修条件有り） 

奈良工業高等専門学校 電子制御工学科 

西日本短期大学 緑地環境学科 （※履修条件有り） 

沼津工業高等専門学校 
電子制御工学科 

制御情報工学科 

広島商船高等専門学校 全日課程 電子制御工学科 

舞鶴工業高等専門学校 電子制御工学科 

松江工業高等専門学校 電子制御工学科 

明治大学短期大学部 工科建設専攻 

山形大学工業短期大学部 工学部 環境化学計測学科 

米子工業高等専門学校 電子制御工学科 

立命館大学短期大学部 工科土木専攻（平成２２年度卒業生まで） 

高等学校 

愛知県立安城農林高等学校 全日制課程 森林環境科 環境緑化コース 

愛知県立稲沢高等学校 全日制課程 環境デザイン科 （※履修条件有り） 

愛知県立鶴城丘高等学校 全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

愛知県立猿投農林高等学校 全日制課程 環境デザイン科 

青森県立青森工業高等学校 都市環境科 

青森県立尾上総合高等学校 
全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

定時制の課程 総合学科 （※履修条件有り） 

青森県立むつ工業高等学校 設備・エネルギー科 設備類型 

青森山田高等学校 土木建築デザイン科 

秋田県立秋田工業高等学校 電気エネルギー科 

秋田県立秋田北鷹高等学校 緑地環境科 環境土木コース 

秋田県立西目高等学校 総合学科 （※履修条件有り） 

秋田県立能代工業高等学校 建築・木材科 建築コース 

秋田県立横手清陵学院高等学

校 

全日制課程 総合技術科 環境工学類 土木系 

全日制課程 総合技術科 環境工学類  

（旧 全日制課程 総合技術科 環境工学類 建築系） 

全日制課程 総合技術科 情報工学類 

旭川実業高等学校 

総合技術科 電気コース 

総合技術科 電子機械科コース（平成１７年度から平成２０

年度に入学した者） 

石川県立飯田高等学校 総合学科 住居デザイン系 
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石川県立翠星高等学校 

（旧 石川県立松任農業高等学

校） 

総合グリーン科学科 グリーンデザイン系 （※履修条件有

り） 

総合グリーン科学科 アーステクノロジー系 （※履修条件

有り） 

石川県立羽咋工業高等学校 

建設造形科 建築コース 

（旧 建設造形科 建築系） 

建設造形科 土木コース 

（旧 建設造形科 土木系） 

石川県立輪島実業高等学校 全日制課程 インテリア科 建設コース 

茨城県立つくば工科高等学校 

（旧 茨城県立谷田部高等学

校） 

建築デザイン科 

岩手県立岩谷堂高等学校 
総合学科 産業工学系列 （※履修条件有り） 

総合学科（平成２７年度以降の入学者） （※履修条件有り） 

岩手県立岩谷堂農林高等学校 全日制課程 産業工学科 土木コース 

岩手県立久慈工業高等学校 
全日制課程 建設環境科 環境土木コース 

全日制課程 建設環境科 建築コース 

岩手県立花巻農業高等学校 

農芸工学科 

全日制課程 環境科学科 

（旧 全日制課程 環境科学科 土木コース） 

岩手県立福岡工業高等学校 全日制課程 電気情報システム科 

岩手県立水沢工業高等学校 インテリア科 

岩手県立宮古工業高等学校 全日制課程 建築設備科 

岩手県立盛岡工業高等学校 建築・デザイン科 

愛媛県立西条農業高等学校 グリーン環境科 （※履修条件有り） 

愛媛県立八幡浜工業高等学校 
機械土木工学科 土木コース（平成２９年度以降に入学した

者）  

愛媛大学農学部附属農業高等

学校 
総合学科 （※履修条件有り） 

大分県立佐伯鶴岡高等学校 
全日制課程 システム工業科 都市環境コース 

全日制課程 システム工業科 メカトロニクスコース 

大分県立佐伯豊南高等学校 
全日制課程 工業技術科（土木系） 

全日制課程 工業技術科（機械系） 

大分県立日出暘谷高等学校 全日制課程 総合学科 環境プランニング系列 

大阪市立工芸高等学校 建築デザイン科 

大阪府立今宮工科高等学校 
建築系 建築設計専科 

建築系 建築生産専科 
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定時制の課程 総合学科 建築系列 （※履修条件有り） 

建築系 建築専科（平成２６年度以降に入学した者） 

工学系 大学進学専科（「建築学に関する学科」を修めた

者）（平成２８年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

工学系 大学進学専科（「電気工学に関する学科」を修めた

者）（平成２８年度以降に入学した者） （※履修条件有り） 

大阪府立西野田工科高等学校 
全日制課程 建築都市工学系 建築システム専科 

建築都市工学系 都市工学科（専科） 

大阪府立藤井寺工科高等学校 

電気系 

メカトロニクス系 ロボット工学専科 

メカトロニクス系 制御システム専科 

大阪府立布施工科高等学校 

建築設備系 建築システム専科 

建築設備系 設備システム専科 

電気系 電気技術専科 

大牟田高等学校 総合学科 システム技術系列 建築 

岡山県立勝間田高等学校 農業課程 グリーン環境科 

岡山県立新見高等学校 全日制課程 工業技術科 土木コース 

岡山県立弓削高等学校 環境技術科 環境工学コース 

岡山商科大学附属高等学校 
総合学科（ただし、平成１９年度以前に入学した者に限る） 

（※履修条件有り） 

沖縄県立浦添工業高等学校 インテリア科（平成２９年度以降に入学した者） 

沖縄県立沖縄工業高等学校 定時制課程 工業技術科 建築施工コース 

沖縄県立翔南高等学校 全日制課程 海洋科学科 海洋土木コース 

沖縄県立名護商工高等学校 

（旧 沖縄県立北部工業高等学

校） 

全日制課程 電建システム科 電気技術コース 

全日制課程 電建システム科 建築技術コース 

沖縄県立南部工業高等学校 
全日制課程 電気設備科 設備工学コース 

（旧 全日制課程 ＩＴ環境科 住居環境コース） 

沖縄県立南部農林高等学校 環境創造科 

沖縄県立宮古総合実業高校 

海洋科学科 海洋工学コース 

食と環境科環境クリエイトコース（平成２５年度以降に入学し

た者） 

沖縄県立美来工科高等学校 全日制課程 都市環境科 

香川県立石田高等学校 
全日制課程 園芸デザイン科緑地環境コース 

（旧 全日制課程 園芸デザイン科緑地学コース） 

香川県立高松南高等学校 
全日制課程 環境科学科 都市園芸コース 

全日制課程 環境科学科 環境土木コース 
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香川県立農業経営高等学校 全日制課程 農業経営科 造園専攻 

鹿児島県立鶴翔高等学校 全日制課程 総合学科 環境緑地系列 

鹿児島県立鹿児島工業高等学

校 

全日制課程 情報技術系（但し、平成１２年以前に入学した

者は履修条件なし） 

全日制課程 情報技術系 （※履修条件有り） 

全日制課程 電気技術系 

（旧 全日制課程 電子工業系） 

全日制課程 建設技術系 

全日制課程 インテリア系 

全日制課程 建築系 

電子機械系 （※履修条件有り） 

鹿児島県立薩南工業高等学校 工業課程 情報技術科 

鹿児島実業高等学校 
総合学科（平成１６年度以降に入学した者） （※履修条件

有り） 

神奈川県立川崎工科高等学校 
総合技術科 電気系 電気テクノロジーコース （※履修条

件有り） 

神奈川県立藤沢工科高等学校 

全日制課程 総合技術科 生産技術系（平成１５～１９年度

に入学した者） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合技術科 情報通信系（平成１５～１９年度

に入学した者） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合技術科 建築系（平成１５～１９年度に入

学した者） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合技術科 都市土木系（平成１５～１９年度

に入学した者） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合技術科 住環境系（平成１５～１９年度に

入学した者） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合技術科 生産技術系（平成２０年度以降

に入学した者） 

全日制課程 総合技術科 情報通信系（平成２０年度以降

に入学した者） 

全日制課程 総合技術科 建築系（平成２０年度以降に入

学した者） 

全日制課程 総合技術科 都市土木系（平成２０年度以降

に入学した者） 

全日制課程 総合技術科 住環境系（平成２０年度以降に

入学した者） 

神奈川県立吉田島総合高等学

校 

総合学科 （※履修条件有り） 

総合学科 地域環境系列 （※履修条件有り） 
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金沢市立工業高等学校 

本科第１部（全日制）情報システム科 電気コース専門類型 

本科第２部（定時制）産業技術科 電気コース 

本科第２部（定時制）産業技術科 建築コース 

機械テクノロジー科 

川崎市立川崎総合科学高等学

校 

全日制課程 総合電気科 電気コース 

全日制課程 総合電気科 電子コース 

全日制課程 総合電気科 

関東第一高等学校 建築ビジュアル科 

京都市立伏見工業高等学校 

定時制課程 工業技術科 土木系 

（旧 定時制課程 都市建設科 土木コース） 

定時制課程 工業技術科 建築系 

（旧 定時制課程 都市建設科 建築コース） 

全日制課程 システム工学科 都市情報システムコース 

全日制課程 システム工学科 住環境システムコース 

京都市立洛陽工業高等学校 
創造技術科 電気コース（平成１９年度から平成２６年度ま

でに入学した者） 

京都府立工業高等学校 
電気エネルギー科 

全日制課程 機械プランニング科 

岐阜県立高山工業高等学校 建築インテリア科 建築類型 

岐阜県立恵那農業高等学校 環境科学科 

岐阜県立大垣養老高等学校 
全日制課程 環境園芸科 

（旧 全日制課程 環境科学科 緑地コース） 

岐阜県立可児工業高等学校 全日制課程 電気システム科 

岐阜県立岐阜農林高等学校 
全日制課程 環境科学科（旧農業土木科） 

全日制課程 森林科学科 

岐阜県立多治見工業高等学校 全日制課程 電気システム科 

岐阜県立飛騨高山高等学校 全日制課程 環境科学科 

岐阜県立斐太農林高等学校 全日制課程 環境科学科 環境土木コース 

熊本県立阿蘇清峰高等学校 
全日制課程 環境科学科 

全日制課程 林業・農業土木科 （※履修条件有り） 

熊本県立翔陽高等学校 総合学科 （※履修条件有り） 

熊本県立水俣高等学校 
電気建築システム科 建築コース（平成２４年度以降の入学

者） 

群馬県立高崎工業高等学校 
定時制 工業技術科 都市デザインコース（平成２９年度以

降に入学した者） 

群馬県立館林商工高等学校 
全日制課程 生産システム科 電気システムコース 

全日制課程 生産システム科 機械システムコース 
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群馬県立利根実業高等学校 全日制課程 環境技術科 建設コース 

群馬県立前橋工業高等学校 材料・設備科 設備システムコース 

光星学院高等学校 
工業技術科 建設技術コース 

全日制課程 工業技術科 電気技術コース 

光星学院野辺地西高等学校 全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

高知県立高知園芸高等学校 全日制課程 環境デザイン科 

高知県立宿毛高等学校 小筑

紫分校 
全日制課程 情報通信工学科 

高知県立幡多農業高等学校 全日制課程 グリーン環境科 森林工学コース 

神戸市立神戸工業高等学校 インテリア科 

埼玉県立いずみ高等学校 全日制課程 環境デザイン科 

埼玉県立大宮工業高等学校 定時制課程（単位制） 工業技術科 建築類型 

埼玉県立川越工業高等学校 単位制による定時制の課程 工業技術科 電気類型 

埼玉県立川越総合高等学校 総合学科 （※履修条件有り） 

埼玉県立児玉白楊高等学校

（旧 児玉農工高等学校） 
環境デザイン科 

埼玉県立進修館高等学校 

電気システム科（平成２４年～２５年入学者） 

（旧 電気システム科（平成２４年、２５年入学者）） 

電気システム科（平成２６年度以降に入学した者） 

堺市立堺高等学校 

定時制の課程 機械自動車創造科 

定時制の課程 建築創造科 

全日制の課程 機械材料創造科 

全日制の課程 建築インテリア創造科 

滋賀県立安曇川高等学校 

総合学科 建築デザイン系（平成１４年度以前の入学者は

履修条件なし） 

総合学科 建築デザイン系 （※履修条件有り） 

滋賀県立長浜農業高等学校 全日制課程 環境デザイン科 

滋賀県立長浜北星高等学校 全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

滋賀県立彦根工業高等学校 全日制課程 建築・設備科 

滋賀県立八日市南高等学校 緑地デザイン科 

静岡県立磐田農業高等学校 

環境科学科 環境土木コース 

（旧 農業・環境科学科 環境工学コース） 

農業・環境科学科 環境デザインコース 

静岡県立小笠高等学校 総合学科 （※履修条件有り） 

静岡県立科学技術高等学校 
建築デザイン科 

都市基盤工学科 

静岡県立掛川工業高等学校 全日制課程 電子電気科 
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静岡県立静岡農業高等学校 
環境科学科 環境土木系列 

環境科学科 環境保全系列 

静岡県立天竜高等学校 

（旧 静岡県立天竜林業高等学

校） 

総合学科 建築系列 

（旧 建築デザイン科） 

環境システム科 

森林科学科 

（旧 生産流通科） 

静岡県立沼津工業高等学校 定時制 工業技術科 建築類型 

静岡県立浜松工業高等学校 

工業技術Ⅱ科 

工業技術科 建築専攻 

（旧 工業技術Ⅲ科） 

静岡県立富岳館高等学校 
総合学科 建設デザイン系列 

（旧 総合学科 建設インテリア系列） 

島根県立出雲工業高等学校 全日制課程 環境システム科 

島根県立出雲農林高等学校 

全日制課程 植物科学科 景観施工コース 

全日制課程 生産環境科 地域開発コース 

全日制課程 環境科学科 

島根県立邇摩高等学校 
全日制課程 総合学科 環境系列 

（旧 全日制課程 総合学科 地域産業系列） 

島根県立益田翔陽高等学校 

全日制課程 環境土木科 

全日制課程 生物環境工学科 環境土木コース （※履修

条件有り） 

島根県立松江工業高等学校 
建築都市工学科 都市工学コース 

建築都市工学科 建築コース 

昭和第一学園高等学校 工学科建築デザインコース 

如水館高等学校 
都市デザイン科Ａ選択 

都市デザイン科Ｂ選択 

高川学園高等学校 

（旧 多々良学園高等学校） 
全日制課程 総合学科 建築系列 （※履修条件有り） 

千葉県立安房拓心高等学校 

全日制課程 総合学科（平成２４年度以前に入学した者） 

（※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科（平成２５年に入学した者） （※履修

条件有り） 

千葉県立君津青葉高等学校 
全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科 環境系（履修条件なし） 

千葉県立流山高等学校 全日制課程 生活科学科 

千葉県立成田西陵高等学校 
全日制課程 環境建設科 土木コース 

（旧 全日制課程 環境建設科 建設コース） 
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全日制課程 環境建設科 造園コース 

（旧 全日制課程 環境建設科 ランドスケープデザインコ

ース） 

千葉県立茂原樟陽高等学校 全日制課程 緑地計画科 

中部大学第一高等学校 

（旧 名古屋第一高等学校） 
全日制課程 機械電気システム科 電気コース 

帝京第５高等学校 総合学科 情報建築系列（旧建築科） 

東京都立鮫洲工業高等学校 定時制課程 総合技術科電気類型 

東京都立墨田工業高等学校 
定時制課程 総合技術科 建築大工コース 

（旧 定時制課程 総合技術科 建築デザインコース） 

東京都立総合工科高等学校 

全日制課程 電気・情報デザイン科 電気類型 

定時制課程 総合技術科 建築コース 

定時制課程 総合技術科 電気・メカトロコース 

全日制課程 建築・都市工学科 建築類型 

全日制課程 建築・都市工学科 都市工学類型 

東京都立農業高等学校 緑地計画科 

東京都立農芸高等学校 緑地環境科 

徳島県立阿南工業高等学校 情報土木コース 

徳島県立徳島科学技術高等学

校 

総合技術系 建設技術類 環境土木コース （※履修条件

有り） 

総合技術系 建設技術類 建築コース 

定時制 工業技術類 建築コース 

総合技術系 電気技術類 電気コース（平成２４年度以降に

入学した者） 

徳島県立徳島工業高等学校 

工業Ⅰ類都市システムコース 

工業Ⅰ類建築コース 

工業Ⅱ類電気応用システムコース 

工業Ⅰ類土木工学コース 

栃木県立宇都宮工業高等学校 

インテリア設備科 設備工業コース 

定時制課程 工業技術科 土木コース （※履修条件有り） 

環境設備科 

建築デザイン科 

鳥取県立倉吉総合産業高等学

校 
全日制課程 工業学科 電気システム科 

鳥取県立倉吉農業高等学校 全日制課程 農業学科 農林科 造園土木コース 

鳥取県立智頭農林高等学校 林業技術科 

鳥取県立鳥取工業高等学校 全日制課程 工業学科 建築環境科 
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全日制課程 工業学科 都市環境科 

鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
全日制課程 農業学科 緑地デザイン科 環境緑化コース 

（※履修条件有り） 

鳥取県立米子工業高等学校 

全日制課程 工業学科 環境デザイン科 （※履修条件有

り） 

全日制課程 都市環境科 建設コース 

（旧 全日制課程 環境テクノロジー科 土木類型） 

工業学科 パワーエレクトロニクス科（平成１５年度から平成

１７年度までに入学した者） 

工業学科 環境エネルギー科（平成２６年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

富山県立高岡工芸高等学校 

（旧 富山県立二上工業高等学

校） 

全日制課程 土木環境科 土木工学コース 

（旧 全日制課程 環境科学科 環境土木コース） 

富山県立中央農業高等学校 全日制課程 園芸デザイン科 環境緑化コース 

富山県立南砺福野高等学校 全日制課程 農業環境科 造園土木類型 

富山県立南砺総合高等学校福

野高等学校 

（旧 富山県立福野高等学校） 

全日制課程 農業環境科 環境緑地コース 

長崎県立大村城南高等学校 

総合学科 環境デザイン系列 

（旧 専門課程 環境デザイン科） 

全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

長崎県立鹿町工業高等学校 全日制課程 土木技術科 

長崎県立長崎工業高等学校 全日制課程 インテリア科 

長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学

校 
社会基盤工学科 

長野県池田工業高等学校 
工業課程 電気・情報システム科 電気工学コース 

工業課程 電気・情報システム科 情報技術コース 

長野県上伊那農業高等学校 緑地創造科 （※履修条件有り） 

長野県塩尻高等学校 全日制課程 総合学科 環境科学系列 （※履修条件有り） 

長野県中野立志館高等学校 

全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科 土木系列（平成２５年度以降に入

学した者） 

全日制課程 総合学科 建築系列 

長野県長野工業高等学校 全日制課程 環境システム科 

長野県丸子修学館高等学校 

全日制課程 総合学科（土木工学） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科（造園学） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科（建築学） （※履修条件有り） 
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長野県立木曽山林高等学校 林業科 土木工学コース 

長野県立南安曇農業高等学校 

全日制課程 環境クリエイト科 施工テクニカルコース（旧 

全日制環境クリエイト科 テクニカルコース・デザインコー

ス） 

全日制課程 環境クリエイト科 設計エンジニアコース（旧 

全日制環境クリエイト科 テクニカルコース・デザインコース 

全日制課程 環境クリエイト科 環境デザインコース（旧 全

日制環境クリエイト科 テクニカルコース・デザインコース 

奈良県立磯城野高等学校 
環境デザイン科 造園緑化コース 

環境デザイン科 緑化デザインコース 

奈良県立山辺高等学校 全日制課程 総合学科 生物生産・地域振興系列 

新潟県立糸魚川白嶺高等学校 全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

新潟県立塩沢商工高等学校 機械システム科 （※履修条件有り） 

新潟県立新発田農業高等学校 

環境科学科 緑地環境コース 造園選択 

環境科学科 緑地環境コース 測量選択 

環境科学科 ガーデニング専攻 

新潟県立上越総合技術高等学

校 
建築・デザイン科 建築システムコース 

新潟県立新津工業高等学校 日本建築科 

八戸工業大学第一高等学校 
工業科 土木コース 

工業科 建築コース 

兵庫県立龍野北高等学校 
電気情報システム科 

環境建設工学科 

兵庫県立豊岡総合高等学校 
環境建設工学科 土木類型 

環境建設工学科 建築類型 

兵庫県立農業高等学校 全日制課程 農業環境工学科 

兵庫県立兵庫工業高等学校 全日制課程 都市環境工学科 （※履修条件有り） 

兵庫県立武庫荘総合高等学校 工業テクノロジー系列 電気系列 

広島県立沼南高等学校 環境デザイン科 

広島県立世羅高等学校 環境科学科 環境保全類型 

広島県立総合技術高等学校 
環境設備科 （※履修条件有り） 

環境設備科（平成２５年度以降に入学した者） 

広島県立三次青陵高等学校 総合学科 （※履修条件有り） 

広島県立吉田高等学校 全日制課程 地域開発科 

広島市立工業高等学校 定時制課程 生産技術科 （※履修条件有り） 

広島市立広島工業高等学校 
都市環境科 

全日制課程 建築システム科 
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全日制課程 電気科 

（旧 全日制課程 電気エネルギー科） 

全日制課程 環境設備科 

福井県立大野東高等学校 
情報・建設科 建設コース 

（旧 情報建設科 建設コース） 

福井県立科学技術高等学校 全日制課程 電子電気科 

福井県立坂井農業高等学校 環境システム科 

福井県立武生工業高等学校 
全日制課程 都市・建築科 都市工学コース 

全日制課程 都市・建築科 建築コース 

福井県立春江工業高等学校 情報システム科 

福井県立若狭東高等学校 
地域創造科 地域開発コース 

（旧 産業技術科 建設コース） 

福井工業大学附属福井高等学

校 

（旧 福井工業大学付属福井高

等学校） 

工業科 建築コース （※履修条件有り） 

工業科 土木コース （※履修条件有り） 

工業科 電気コース 

福岡県立浮羽工業高等学校 
環境デザイン科 環境建設コース（平成２９年度以降に入学

した者） 

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 

福岡県立鞍手農業高等学校 産業技術科Ⅰ 

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 

福島県立会津工業高等学校 
全日制の課程 建築インテリア科 

（旧 全日制の課程 建築インテリア科 ） 

福島県立郡山北工業高等学校 環境システム科 

福島県立福島工業高等学校 定時制課程 工業科 建築コース 

福島県立福島明成高等学校 環境土木科 （※履修条件有り） 

福島県立双葉翔陽高等学校 総合学科 （※履修条件有り） 

文徳高等学校 

総合科学科 建設システム専攻 

（旧 総合科学科 建設専攻） 

全日制課程 理工科 建築インテリア専攻 

（旧 全日制課程 総合科学科 建築インテリア専攻） 

北海道岩見沢農業高等学校 農業土木工学科 

北海道小樽工業高等学校 電気・建築科 建築コース（平成３０年度以降に入学した者） 

北海道美唄工業高等学校 電気システム科 

北海道富良野緑峰高等学校 全日制課程 電気システム科 

全日課程電気・建築科 

（旧 全日制課程 電気システム科） 
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北海道留萌高等学校 

（旧 北海道留萌千望高等学

校） 

電気・建築科 建築コース（平成２３年度以降に入学した者） 

電気・建築科 電気コース（平成２３年度以降に入学した者） 

三重県立上野農業高等学校 全日制課程 農業学科 景観園芸科 景観創造コース 

三重県立相可高等学校 全日制課程 環境創造科 

三重県立昴学園高等学校 

総合技術科 土木系コンサルタントコース 

総合技術科 土木系オぺレータコース 

総合学科（平成１４年度以前の入学者） （※履修条件有り） 

総合学科（平成１５～２２年度の入学者） （※履修条件有

り） 

全日制課程 総合学科（平成２３年度以降の入学者） （※

履修条件有り） 

三重県立四日市工業高等学校 
定時制課程 住システム工学科 建築コース 

（旧 定時制課程 工業技術科 建築コース） 

宮城県工業高等学校 インテリア科 

宮城県古川工業高等学校 全日制課程 土木情報科 

宮城県立石巻工業高等学校 
土木システム科 

機械制御科（平成１５年以降の入学者） 

宮城県立上沼高等学校 農業技術科 土木技術類型 

宮城県黒川高等学校 環境技術科 

宮城県立迫桜高等学校 全日制課程 総合学科 （※履修条件有り） 

宮城県立米谷工業高等学校 電気システム科 

宮崎県立小林秀峰高等学校 

（旧 宮崎県立小林工業高等学

校） 

全日制課程 建築環境科 

宮崎県立日南工業高等学校 全日制課程 建築環境科 

武蔵工業大学第二高等学校 

全日課程 総合工学科 Ｅエネルギーコース 

（旧 工業課程 情報電気科） 

全日制・工業課程 メカテック科 

全日制・工業課程 総合工学科 メカテックコース 

山形県立置賜農業高等学校 食料環境科環境系統 （※履修条件有り） 

山形県立酒田光陵高等学校 

（旧 山形県立酒田工業高等学

校） 

全日制課程 環境技術科 

（旧 全日制課程 土木システム科） 

山形県立寒河江工業高等学校 

全日制の課程 情報技術科（平成２年度から平成５年度ま

でに入学した者） 

全日制の課程 情報技術科（平成６年度以降に入学した

者） （※履修条件有り） 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00094
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00094
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00094
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00094
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00094
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00373
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00709
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00474


山形県立新庄神室産業高等学

校 

全日制課程 建設システム科 土木技術コース 

全日制課程 建設システム科 建築コース 

全日制課程 建築デザイン科 建築コース 

全日制課程 電気システム科 電気技術コース 

（旧 全日制課程 電気システム科 ） 

全日制課程 環境デザイン科 （※履修条件有り） 

山形県立長井工業高等学校 
環境システム科 都市工学コース 

環境システム科 環境技術コース 

山形県立山形工業高等学校 

全日制課程 環境システム科 土木技術コース 

（旧 全日制課程 土木環境システム科 土木技術コース） 

環境システム科 

山形県立米沢工業高等学校 

建設環境類・建築コース 

（旧 建設系・建築コース） 

建設環境類・土木コース 

（旧 建設系・土木コース） 

全日制課程 電気系 電気コース 

（旧 全日制課程 生産システム系Ｅ（エネルギーコース）） 

全日制課程 生産システム系Ｅ エレクトロニクスコース 

全日制課程 生産システム系Ｅ 情報技術コース 

建設系 都市環境コース 

建設系 建築設備コース 

山形電波工業高等学校 

やまがた創造工学科 住環境デザインコース（平成２１年度

以降に入学した者） 

やまがた創造工学科 電気エネルギーコース 

山口県立宇部西高等学校 

全日制課程 総合学科（平成１４年度以前に入学した者） 

（※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科（平成１５年度～１７年度に入学した

者） （※履修条件有り） 

全日制課程 総合学科（平成１８年度以降に入学した者） 

（※履修条件有り） 

山口県立徳山商工高等学校 

（旧 山口県立徳山工業高等学

校） 

環境システム科 環境土木コース 

山口県立萩商工高等学校 
機械・土木科 土木コース 

電気・建築科 建築コース 

山口県立柳井商工高等学校 

（旧 山口県立柳井工業高等学

校） 

建築・電子科 建築コース 

（旧 建築・情報科 建築コース） 
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山口県立山口農業高等学校 

全日制課程 森林資源科 （※履修条件有り） 

環境科学科 農業土木コース 

環境科学科 森林資源コース（平成２５年以降の入学者） 

環境科学科 森林資源コース（平成２８年以降に入学した

者） 

山梨県立峡南高等学校 
建築インテリア科 建築コース 

土木システム科 

山梨県立甲府城西高等学校 エレクトロニクス系列 

山梨県立富士北稜高等学校 建築デザイン系列 

山梨県立北杜高等学校 
総合学科 環境工学系列 

（旧 総合学科 環境科学系列） 

れいめい高等学校 

工学科 土木コース 

工学科（平成２８年度以降に入学した者） 

（旧 工学科 建築コース） 

和歌山県立熊野高等学校 
森林科学科 土木コース 

総合学科 環境システム系列 （※履修条件有り） 

和歌山県立新翔高等学校 全日制課程 総合学科 建設技術系列 

和歌山県立和歌山工業高等学

校 
インテリア科 

 

【表 ３】 大学の指定学科に準ずると認められた学校別の学科（高等専門学校専攻科、その

他） 

  注１ 学科において、「コース、講座、専攻」等の指定があるものは、卒業証明書（また

は成績証明書）に、「コース、講座、専攻」等が記載されていることが必要です。 

  注２ 表中に（※履修条件有り）が付記されている学校・学科は、卒業証明書と履修証

明書が必要です。受検資格認定の履修科目と単位数については、学校または

当基金試験部にお問合せください。 

大学の指定学科卒業と同等にみなす学校・学科 

学  校  名 学  科  名 

短大・高等専門学校（５年制） 

明石工業高等専門学校 専攻

科 

高等専門学校（５年制）で指定学科を卒業後、同校専攻科 

建築・都市システム工学専攻の課程修了者 

秋田工業高等専門学校 専攻

科 

高等専門学校（５年制）で土木工学に関する学科を卒業

後、同校専攻科 環境システム工学専攻の課程修了者 
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同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科環

境システム工学専攻の課程修了者 

旭川工業高等専門学校 専攻

科 

同校の機械工学科又は機械システム工学科、制御情報工

学科を卒業後、同校専攻科生産システム工学専攻の課程

修了者 

同校の電気工学科又は電気情報工学科を卒業後、同校

専攻科生産システム工学専攻の課程修了者 

阿南工業高等専門学校 専攻

科 

同校の建設システム工学科の課程を卒業後、同校専攻科 

構造設計工学専攻の課程修了者 

有明工業高等専門学校 専攻

科 

同校の建築学科の課程を卒業後、同校専攻科 建築学専

攻の課程修了者 

石川工業高等専門学校 専攻

科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科環

境建設工学専攻の課程修了者（平成２３年度以前の入学

者） （※履修条件有り） 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科環

境建設工学専攻の課程修了者（平成２４年度以降の入学

者） 

大分工業高等専門学校 専攻

科 

同校本科土木工学科を卒業後、同校 専攻科機械・環境

システム工学専攻の課程修了者（平成１５年度以前の入

学者） 

同校本科都市システム工学科を卒業後、同校 専攻科機

械・環境システム工学専攻の課程修了者（平成１６～２２年

度の入学者） 

同校本科都市・環境工学科を卒業後、同校 専攻科機械・

環境システム工学専攻の課程修了者（平成２３年度以降

の入学者） 

小山工業高等専門学校 専攻

科 

建築学専攻 

建築学専攻（平成１６～２１年度に入学した者） （※履修

条件有り） 

複合工学専攻・建築学コース（平成２２～２４年度に入学し

た者） （※履修条件有り） 

複合工学専攻・建築学コース（平成２５年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 
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香川高等専門学校 専攻科 

（旧 高松工業高等専門学校 

専攻科） 

創造工学専攻建設環境工学コース 

（旧 建設工学コース） 

鹿児島工業高等専門学校 専

攻科 

同校本科土木工学科の課程を卒業後、同校専攻科土木

工学専攻の課程修了者（平成１２年度以降入学者） 

同校本科都市環境デザイン工学科の課程を卒業後、同校

専攻科建設工学専攻の課程修了者（平成２７年度以降に

入学した者） （※履修条件有り） 

木更津工業高等専門学校 専

攻科 

環境建設工学専攻【本科：環境都市工学科（平成１６年度

以降に入学した者）】（平成２１年度以降に入学した者） 

近畿大学工業高等専門学校 

専攻科 

生産システム工学専攻（土木工学専攻） 同校の建設シス

テム工学科、総合システム工学科都市環境コース及び総

合システム工学科建築デザインコースから進学した者 

岐阜工業高等専門学校 専攻

科 

同校の建築学科の課程を卒業後、同校専攻科 建設工学

専攻の課程修了者 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 建

設工学専攻の課程修了者 

同校の土木工学科の課程を卒業後、同校専攻科 建設工

学専攻の課程修了者 

同校の機械工学科の課程を卒業後、同校専攻科 電子シ

ステム工学専攻の課程修了者 

同校の電気情報工学科又は電子制御工学科の課程を卒

業後、電子システム工学専攻の課程修了者 

熊本高等専門学校 専攻科 

（旧 八代工業高等専門学校 

専攻科） 

高等専門学校（５年制）で土木工学に関する学科を卒業

後、同校専攻科 生産システム工学専攻の課程修了者 

（旧 高等専門学校（５年制）で土木工学に関する学科を卒

業後、同校専攻科 環境建設工学専攻の課程修了者） 

呉工業高等専門学校 専攻科 

同校の建築学科の課程を卒業後、同校専攻科 建設工学

専攻の課程修了者 

同校の環境都市工学科又は土木工学科の課程を卒業

後、同校専攻科 建設工学専攻の課程修了者 

同校の電気工学科の課程を卒業後、同校専攻科 機械電

気工学専攻の課程修了者 
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同校の機械工学科の課程を卒業後、同校専攻科 機械電

気工学専攻の課程修了者 

同校電気情報工学科情報通信コース又はエネルギー制御

コースの課程を卒業後、同校専攻科 機械電気工学専攻

の課程修了者 

高知工業高等専門学校 専攻

科 
建設工学専攻の課程修了者 

神戸市立工業高等専門学校 

専攻科 

同校の都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 都市工

学専攻の課程修了者 

仙台高等専門学校 専攻科 

（旧 宮城工業高等専門学校 

専攻科） 

同校の建築学科の課程を卒業後、同校専攻科 建築・情

報デザイン学専攻の課程修了者 

生産システムデザイン工学専攻建築デザイン学コース 

（※履修条件有り） 

徳山工業高等専門学校 専攻

科 

高等専門学校（５年制）で土木工学に関する学科を卒業

後、同校専攻科 環境建設工学専攻の課程修了者 

苫小牧工業高等専門学校 専

攻科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 環

境システム工学専攻の課程修了者 

豊田工業高等専門学校 専攻

科 

高等専門学校（５年制）で土木工学に関する学科を卒業

後、同校専攻科 建設工学専攻の課程修了者 

同校の建築学科の課程を卒業後、同校専攻科 建設工学

専攻 建築学コースの課程修了者 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 建

設工学専攻 土木工学コースの課程修了者 

長岡工業高等専門学校 専攻

科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 環

境都市工学専攻の課程修了者 （※履修条件有り） 

長野工業高等専門学校 専攻

科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 生

産環境システム専攻の課程修了者 

奈良工業高等専門学校 専攻

科 

高等専門学校（５年制）で機械工学に関する学科を卒業

後、同校専攻科 機械制御工学専攻の課程修了者 

函館工業高等専門学校 専攻

科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科環

境システム工学専攻の課程修了者 

八戸工業高等専門学校 専攻

科 

同校の建設環境工学科を卒業後、同校専攻科建設環境

工学専攻の課程修了者 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00533
http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00447


産業システム工学専攻 環境都市・建築デザインコース

（平成２２年度以降に入学した者） 

福井工業高等専門学校 専攻

科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 環

境システム工学専攻の課程修了者（平成１８年度以前入

学者） （※履修条件有り） 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科 環

境システム工学専攻の課程修了者（平成１９年度以降入

学者） 

福島工業高等専門学校 専攻

科 

同校の建設環境工学科の課程を卒業後、同校専攻科物

質・環境システム工学専攻の課程修了者 

舞鶴工業高等専門学校 専攻

科 

同校建設システム工学科を卒業後、同校専攻科建設・生

産システム工学専攻の課程修了者 

松江工業高等専門学校 専攻

科 

同校の土木工学科または環境・建設工学科の課程を卒業

後、同校専攻科 生産・建設システム工学専攻の課程修

了者 

都城工業高等専門学校 専攻

科 

同校の建築学科の課程を卒業後、同校専攻科 建築学専

攻の課程修了者 

米子工業高等専門学校 専攻

科 

建築学専攻【本科：建築学科（平成１９年度又は平成２０年

度に入学した者）】（平成２４年度又は平成２５年度に入学

した者） 

建築学専攻【本科：建築学科（平成２１年度以降に入学し

た者）】（平成２６年度以降に入学した者） 

和歌山工業高等専門学校 専

攻科 

同校の環境都市工学科の課程を卒業後、同校専攻科、エ

コシステム工学専攻の課程修了者 

各種学校 

浅野工学専門学校 工業専門課程 建築工学科 

ＣＡＤ製図専門学校 建築ＣＡＤ科 

〈専〉京都建築大学校 工業専門課程 建築学科 

中央工学校 
工業専門課程 建築学科（４年制） 

工業専門課程 都市環境学科（４年制） 
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東海工業専門学校 金山校 

（旧 あいち建築デザイン専門

学校） 

工業専門課程 建設工学科（昼間部・４年制） 

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（４年制）（平成２３年度以降入

学者） 

日本建築専門学校 工業専門課程 建築科（平成２２年度以降に入学した者） 

日本工学院専門学校 工業専門課程 建築学科（４年制） 

日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 建築学科（４年制） 

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 

その他 

職業能力開発総合大学校 

（旧 職業能力開発大学校） 

（旧 職業訓練大学校） 

（旧 長期課程 機械科） 

（旧 長期指導員訓練課程 機械科） 

長期課程 精密機械システム工学科 

（旧 長期課程 生産機械工学科） 

長期課程 電気システム工学科 

（旧 長期課程 電気工学科） 

長期課程 建築システム工学科 

（旧 長期課程 建築工学科） 

長期課程 通信システム工学科 

長期課程 機械システム工学科 

長期課程 電子情報システム工学科 

長期課程 造形工学科（受験種別が仕上げの場合に限り

認める） 

（旧 長期課程 電気科） 

（旧 長期指導員訓練課程 電気科） 

（旧 長期課程 建築科） 

（旧 長期指導員訓練課程 建築科） 

（旧 長期課程 塗装科（受験種別が仕上げの場合に限り

認める）） 

（旧 長期指導員訓練課程 塗装科（受験種別が仕上げの

場合に限り認める））） 



特定応用課程 生産システム技術系生産機械システム技

術科 

特定応用課程 生産システム技術系生産電気システム技

術科 

特定応用課程 生産システム技術系生産電子情報システ

ム技術科 

特定応用課程 居住・建築システム技術系建築施工シス

テム技術科 

応用課程 生産システム技術系生産電気システム技術科 

応用課程 生産システム技術系生産電子情報システム技

術科 

職業能力開発大学校（職業能

力開発総合大学校東京校） 

応用課程 生産システム技術系生産機械システム技術科 

応用課程 居住・建築システム技術系建築施工システム

技術科 

水産大学校 

海洋機械工学科 

（旧 機関学科（昭和３４年度以後の入学者。ただし昭和４

７年度以後の入学者は舶用機関学課程。昭和５６年度以

後の入学者は舶用機関学課程又は応用機械学課程に限

る）） 

 

【表 ４】 短期大学の指定学科に準ずると認められた学校別の学科（高等学校専攻科、その

他） 

  注１ 学科において、「コース、講座、専攻」等の指定があるものは、卒業証明書（また

は成績証明書）に、「コース、講座、専攻」等が記載されていることが必要です。 

  注２ 表中に（※履修条件有り）が付記されている学校・学科は、卒業証明書と履修証

明書が必要です。受検資格認定の履修科目と単位数については、学校または

当基金試験部にお問合せください。 

短期大学の指定学科卒業と同等にみなす学校・学科 

学  校  名 学  科  名 

高等学校 

金沢市立工業高等学校 専攻

科 

（夜間部）電気科 

建築科 



仙台第二工業高等学校 専攻

科 

工業技術科 建築コース 

工業技術科 土木コース 

山梨県立甲府工業高等学校 定時制 専攻科 建築 

その他 

愛知県立名古屋高等技術専

門校 
普通課程 建築施工系 建築設計科 

青森県立弘前高等技術専門

校 
普通課程 木造建築科 

岩手県立産業技術短期大学

校 水沢校 
建築設備科 

岩手県立産業技術短期大学

校 
専門課程 居住システム系 建築科 

大分県立工科短期大学校 
住居環境科 

専門課程 機械システム系 生産技術科 

香川県立高等技術学校高松

校 

建築システム科 

普通課程 建築施工系 木造建築科 

鹿児島県立宮之城高等技術

専門校 
建築工学科 

旧建設省建設大学校 
中央訓練所又は静岡朝霧分校 建設工学科（旧３ヵ年課

程） 

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 
専門課程 機械システム系 生産技術科 

熊本県立技術短期大学校 専門課程 機械システム系 生産技術科 

埼玉県立中央高等技術専門

校 

普通課程 空調システム科（平成２４年度以降に入学した

者） 

佐賀県立産業技術学院 建築技術・設計科 

産業開発青年隊 
３ヶ年課程中央隊・地方隊・幹部隊（建設工学、社会工学

及び海洋工学の各課程に限る）普通科・高等科 

職業能力開発総合大学校 特定専門課程 機械システム系生産技術科 



特定専門課程 電気・電子システム系電気エネルギー制

御科 

特定専門課程 電子情報制御システム系電子情報技術科 

特定専門課程 居住システム系建築科 

職業能力開発大学校（職業能

力開発総合大学校東京校） 

（旧 職業訓練短期大学校） 

（旧 職業能力開発短期大学

校） 

専門課程 左官科（受験種別が仕上げの場合に限り認め

る） 

（旧 専門訓練課程 左官科（受験種別が仕上げの場合に

限り認める）） 

専門課程 室内造形科（受験種別が仕上げの場合に限り

認める） 

（旧 専門訓練課程 室内造形科（受験種別が仕上げの場

合に限り認める）） 

専門課程 塗装技術科（受験種別が仕上げの場合に限り

認める） 

（旧 専門訓練課程 塗装技術科（受験種別が仕上げの場

合に限り認める）） 

専門課程 機械システム系生産技術科 

専門課程 機械システム系制御技術科 

専門課程 電気・電子システム系電気技術科 

専門課程 居住システム系建築科 

専門課程 居住システム系住居環境科 

専門課程 居住システム系インテリア科（受験種別が仕上

げの場合に限り認める） 

（旧 専門課程 生産機械科） 

（旧 専門訓練課程 生産機械科） 

（旧 専門課程 電気科） 

（旧 専門訓練課程 電気科） 

（旧 専門課程 建築科） 

（旧 専門訓練課程 建築科） 

（旧 専門課程 総合土木科） 

（旧 専門訓練課程 総合土木科） 

専門課程 電気・電子システム系電気エネルギー制御科 



専門課程 電子情報制御システム系電子情報技術科 

長崎県立長崎高等技術専門

校 
普通課程 建築施工系 木造建築科 

長野県南信工科短期大学校 
専門課程 機械システム系 生産技術科 

専門課程 電気・電子システム系 電気エネルギー制御科 

長野県松本技術専門校 普通課程 建築科 

広島県立技術短期大学校 
専門課程 機械システム系 生産技術科 

専門課程 機械システム系 制御技術科 

福岡県立福岡高等技術専門

校 
建築科（平成２９年度以降に入学した者） 

福島県立テクノアカデミー郡山

職業能力開発校 
普通課程 建築施工系 木造建築科 

福島県立テクノアカデミー浜職

業能力開発校 
普通課程 建築施工系 木造建築科 

藤枝建築高等職業訓練校 
普通課程 建築施工系 木造建築科（平成２３年度以降入

校者）  

北海道立札幌高等技術専門

学院 
建築設備科（平成２９年度以降に入学した者） 

水沢高等職業訓練校 普通課程 建築施工系 木造建築科 

宮崎県立産業技術専門校 
構造物鉄工科 

木造建築科 

山形県立産業技術短期大学

校 

建築環境システム科 

専門課程 機械システム系 生産技術科 

専門課程 電気情報制御システム系 電子情報技術科 

山梨県立産業技術短期大学

校 

専門課程 機械システム系 生産技術科（平成１２年度以

降入校者） 

山梨県立産業技術短期大学

校 塩山キャンパス 
専門課程 機械システム系 生産技術科 

 



【表 ５】 短期大学の指定学科に準ずると認められた学校別の学科（専門学校） 

  注１ 学科において、「コース、講座、専攻」等の指定があるものは、卒業証明書（また

は成績証明書）に、「コース、講座、専攻」等が記載されていることが必要です。 

  注２ 表中に（※履修条件有り）が付記されている学校・学科は、卒業証明書と履修証

明書が必要です。受検資格認定の履修科目と単位数については、学校または

当基金試験部にお問合せください。 

短期大学の指定学科卒業と同等にみなす専門学校・学科 

学  校  名 学  科  名 

各種学校 

アイビーテクノカレッジ 工業関係専門課程 建築工学科 

青山建築デザイン・医療事務

専門学校 

（旧 青山製図専門学校 札幌

校） 

（旧 青山工学専門学校） 

（旧 青山工学専門学校 札幌

校） 

（旧 青山工学・医療専門学

校） 

工業専門課程 建築学科 

（旧 建築設計・設備科） 

（旧 建築学科） 

工業専門課程 建築設計デザイン科 

工業専門課程 建築設計ＣＡＤ科 

工業専門課程 建築設計デザイン科 福祉住環境コース 

（旧 工業専門課程 福祉住環境デザイン科） 

青山製図専門学校 

製図専門課程 建築設計デザイン科（建築デザインコー

ス、環境デザインコース） 

（旧 製図専門課程 建築設計デザイン科（建築コース、設

備コース）） 

（旧 製図専門課程 建築設計・設備科） 

製図専門課程 建築工学科 

製図専門課程 建築科 

（旧 製図専門課程 建築科（夜間部）） 

製図専門課程 インテリア工学科 

（旧 製図専門課程 インテリア工学科（夜間部）） 

製図専門課程 建築インテリアデザイン科 

製図専門課程 建築インテリア工学科 

製図専門課程（工業） 商空間デザイン科 

製図専門課程（工業） 住宅設計デザイン科（平成２７年度

以降に入学した者） 

秋田建築デザイン専門学校 専門課程 建築設計科（平成２１年度以降に入学した者） 



浅野工学専門学校 

工業専門課程 建築デザイン科 

（旧 工業専門課程 女子建築デザイン科） 

工業専門課程 建築ＣＡＤ科 

麻生建築＆デザイン専門学校 

（旧 麻生工科デザイン専門学

校） 

（旧 麻生工科専門学校） 

工業専門課程 建築ＣＡＤ科昼間（２年課程） 

工業専門課程 建築工学科（３年課程） 

（旧 工業専門課程 建築学科（３年課程）） 

工業専門課程 建築学科夜間（２年課程） 

（旧 工業専門課程 建築学科夜間２年課程） 

工業専門課程 インテリアデザイン科昼間（２年課程） 

（旧 工業専門課程 建築デザイン科） 

工業専門課程 建築学科昼間（２年課程） 

麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程 建築学科 

専門学校穴吹カレッジ 工業専門課程 建築デザイン学科 

穴吹情報デザイン専門学校 

（旧 穴吹コンピュータ専門学

校） 

工業専門課程 建築デザイン学科（平成１６年度以降に入

学したもの） 

専門学校穴吹デザインカレッ

ジ 

（旧 専門学校穴吹カレッジオ

ブデザイン） 

工業専門課程 建築デザイン学科 

（旧 工業専門課程 建築学科） 

工業専門課程 インテリアデザイン学科（旧 工業専門課

程 建築学科） 

工業専門課程 福祉住環境デザイン学科 

専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ

金沢 

（旧 金沢デザイン建築専門学

校） 

（旧 金沢建設工業専門学校） 

建築学科 

専修学校インターナショナルデ

ザインアカデミー 

文化教養専門課程 インテリアデザイン科 

工業専門課程 建築・ＣＧ科（平成１９年度以前に入学した

者） 

（旧 工業専門課程 建築・ＣＡＤ科） 

工業専門課程 空間デザイン科（平成２０年度～平成２１

年度に入学した者） 

工業専門課程 インテリア・建築デザイン科（平成２２年度

以降に入学した者） 



上田情報ビジネス専門学校 
工業専門課程 建築学科 インテリア住環境コース 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ科） 

宇都宮日建工科専門学校 

（旧 日建工科専門学校） 

工業専門課程 建築設計科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

工業専門課程 土木ＣＡＤ設計科 

工業専門課程 建築インテリアデザイン科 

宇都宮ビジネス電子専門学校 

建築設計科 インテリアデザイナーコース 

（旧 建築設計科 建築設計士・建設業経理事務士コー

ス） 

（旧 建築設計科 建築設計コース） 

建築設計科 建築デザインコース 

浦和学院専門学校 

専門課程 建築学科 デザインコース 

専門課程 建築学科 建築コース 

福祉建築学科 

専門学校ＮＳＣデザイン工科カ

レッジ 

（旧 名古屋環境建設専門学

校） 

（旧 名古屋建築土木専門学

校） 

工業専門課程 土木・測量科 

工業専門課程 環境建築科 キャリア建築コース 

（旧 工業専門課程 環境建築科） 

（旧 工業専門課程 建築科） 

工業専門課程 建築ＣＡＤデザイン科 

工業専門課程 環境設備科 

（旧 工業専門課程 建築設備科） 

工業専門課程 環境建築科 匠建築コース 

工業専門課程 環境建築科 リフォームデザインコース 

大分環境デザインカレッジ 

（旧 エフォーツ実務技能専門

学校） 

（旧 国際ソフトウェア専門学

校） 

（旧 大分環境測量建築専門

学校） 

（旧 エフォーツ測量建築専門

学校） 

工業専門課程 建築福祉工学科 

（旧 建築工学科） 

大阪建設専門学校 
建築学科Ⅱ（昼間部） 

建築学科（夜間部） 



大阪工業技術専門学校 

工業専門課程 建築学科（Ⅰ部） 

（旧 工業専門課程 建築ものづくり学科） 

工業専門課程 建築学科（Ⅱ部） 

工業専門課程 住宅設計ものづくり学科 

（旧 工業専門課程 建築総合学科） 

工業専門課程 大工技能学科 

（旧 工業専門課程 大工技能ものづくり学科） 

（旧 工業専門課程 建築技能学科） 

工業専門課程 環境土木学科 

工業専門課程 建設土木学科 

工業専門課程 インテリアデザイン学科（平成２５年度以前

に入学した者） 

（旧 工業専門課程 インテリア学科） （※履修条件有り） 

工業専門課程 建築設計学科（平成２５年度以前に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工業専門課程 建築実務学科 （※履修条件有り） 

工業専門課程 建築設備学科（平成２５年度以前に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工業専門課程 インテリアデザイン学科（平成２６年度以降

に入学した者） （※履修条件有り） 

工業専門課程 建築設計学科（平成２６年度以降に入学し

た者） 

工業専門課程 建築設備学科（平成２６年度以降に入学し

た者） （※履修条件有り） 

工業専門課程 フレックス建築学科（平成２６年度以降に

入学した者） 

工業専門課程 設備環境デザイン学科 

大阪デジタルテクノ専門学校 

（旧 大阪科学工業専門学校） 

工業専門課程 建築学科 

工業専門課程 生活環境デザイン学科 

岡山科学技術専門学校 

建築工学科 

（旧 建築デザイン学科） 

測量環境工学科 

（旧 測量土木工学科） 

（旧 環境デザイン科） 
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専門学校岡山情報ビジネス学

院 

工業専門課程 建築ＣＡＤデザイン学科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計学科） 

岡山理科大学専門学校 

（旧 岡山高等建築専門学校） 

工業専門課程 建築学科 （昼間部Ⅰ部） 

工業専門課程 建築学科 （夜間部Ⅱ部） 

工業専門課程 建築ＣＡＤ科 

鹿児島建設専門学校 

（旧 鹿児島測量専門学校） 

工業専門課程 建設環境学科 

（旧 専門課程 建設工学科） 

工業専門課程 建築デザイン学科 

鹿児島工学院専門学校 

（旧 専門学校ＫＵＣユニバー

サルカレッジ） 

工業専門課程 建築デザイン学科 

河原デザイン・アート専門学校 

（旧 国際デザイン・アート専門

学校） 

工業関係専門課程 建築ＣＡＤ設計科 

工業関係専門課程 インテリア・建築デザイン科 建築デ

ザイナーコース 

環境造形学園専門学校アイシ

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マイスター科 

インテリアデザイン専門課程インテリアマイスタートレイニ

ー科 

ＣＡＤ製図専門学校 
ＣＡＤ製図科 建築コース 

ＣＡＤ製図科Ⅱ部 建築コース 

九州工業技術専門学校 工業専門課程 建築工学科 

九州整備技術専門学校 建築工学科 

九州測量専門学校 工業専門課程 土木建設科（２年課程） 

九州電子技術専門学校 建築工学科 

九州理工学院 工業専門課程 建築環境工学科 

京都建築専門学校 
工業専門課程 建築科（昼間部） 

工業専門課程 建築科第二部（夜間部） 

〈専〉京都建築大学校 

（旧 京都国際建築技術専門

学校） 

工業専門課程 建築科 

工業専門課程 建築科二部 （※履修条件有り） 

京都情報ビジネス住環境専門

学校 

工業専門課程 建築学科（建築コース、インテリアデザイン

コース） 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00282


（旧 京都デザイン・ビジネスカ

レッジ） 

（旧 工業専門課程 環境デザイン学科（建築コースⅡ、建

築インテリアデザインコース）） 

近畿コンピュータ電子専門学

校 

電子科 電気工事専攻（平成２７年度以降に入学した者） 

電子科 データ通信専攻（平成２７年度以降に入学した者） 

電子研究科 電気通信専攻（平成２７年度以降に入学した

者） 

岐阜県立国際園芸アカデミー 上級マイスター科（前期課程修了者） （※履修条件有り） 

専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程 建築科 

久留米工業技術専門学校 工業専門課程 建築工学科 

群馬日建工科専門学校 
工業専門課程 建築設計科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

工学院大学専門学校 

工業専門課程 第１部建築科 

（旧 工業専門課程 建築科（昼間部）） 

工業専門課程 第２部建築科 

（旧 工業専門課程 建築科（夜間部）） 

工業専門課程 第１部電気技術科 

（旧 工業専門課程 電気技術科（昼間部）） 

工業専門課程 第２部電気技術科 

（旧 工業専門課程 電気科（夜間部）） 

工業専門課程 建築設備科（夜間部） 

工業専門課程 土木科（昼間部） 

工業専門課程 土木科（夜間部） 

工業専門課程 第１部インテリア・デザイン科 

攻玉社専門学校 

工業専門課程 建築デザイン科 建築設計コース 

（旧 工業専門課程 建築デザイン科） 

工業専門課程 建築デザイン科 インテリア設計コース 

神戸デジタル専門学校 工業専門課程 建築工学科 

神戸電子専門学校 
建築インテリアデザイン学科（平成２９年度以降に入学した

者） 

国際工学院専門学校 浜松校 建築・デザイン学科 

国際コンピュータビジネス専門

学校 

工業専門課程 建築学科 建築ＣＡＤコース 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ学科 建築ＣＡＤコース） 

http://www.fcip-shiken.jp/html/2kenshiteigakka.html#00574


工業専門課程 建築学科 インテリアデザインコース 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ学科 インテリアデザインコ

ース） 

専門学校国際情報工科大学

校 

（旧 郡山情報ビジネス専門学

校） 

（旧 国際情報工科専門学校） 

（旧 郡山テクノデザイン専門

学校） 

工業専門課程 インテリア設計科 

（旧 工業専門課程 建築工学科） 

（旧 建築デザイン科） 

工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科 

工業専門課程 建築技術科（ただし、平成２０年度以前に

卒業した者に限る） 

国際理工情報デザイン専門学

校 

（旧 国際理工専門学校） 

専門課程 建築設計科 

（旧 専門課程 ＣＡＤ建築デザイン科） 

湖東カレッジ情報建築専門学

校 

（旧 日本情報処理専門学校） 

（旧 専門学校湖東カレッジ） 

工業専門課程 建築学科 

専修学校サイ・テク・カレッジ那

覇 
工業専門課程 建築デザイン科 

サイ・テク・カレッジ美浜 

（旧 専修学校サイ・テク・カレ

ッジ（美浜）） 

工業専門課程 環境建築学科 

工業専門課程 環境土木学科 

佐賀工業専門学校 工業専門課程 建築学科 

札幌科学技術専門学校 

専門課程 建築技術学科 

（旧 工業専門課程 建築設計デザイン学科） 

（旧 建築工学科） 

（旧 工業専門課程 建築福祉学科） 

札幌建築デザイン専門学校 

（旧 北海道中央工学院専門

学校） 

工業専門課程 建築工学科 建築コース 

専門課程 建築工学科３年制 

工業専門課程 建築工学科 デザインコース 

専門課程 ＣＡＤデザイン学科 

札幌工科専門学校 専門課程 環境土木工学科 

札幌デジタル専門学校 工業専門課程 建築工学科 

札幌理工学院 

（旧 札幌理工学院専門学校） 

工業専門課程 建築工学科 

工業専門課程 土木工学科 



静岡産業技術専門学校 専門課程 建築科 

修成建設専門学校 

工業専門課程 第１本科（昼）建築学科 

（旧 第１本科 専門課程 建築工学科） 

工業専門課程 第２本科（夜）建築学科 

（旧 第２本科 専門課程 建築工学科） 

工業専門課程 第１本科（昼）建築ＣＧデザイン学科 

（旧 第１本科 専門課程 女子建築設計科） 

工業専門課程 第１本科（昼）総合建築学科 

（旧 第１本科 工業専門課程 総合建築学科） 

工業専門課程 第１本科（昼）都市デザイン学科 

（旧 第１本科 工業専門課程 都市開発工学科（土木建

築コース）） 

工業専門課程 第１本科（昼）土木工学科 

（旧 第１本科 専門課程 土木工学科） 

工業専門課程 第２本科（夜）土木工学科 

（旧 第２本科 専門課程 土木工学科） 

工業専門課程 第１本科（昼）ガーデンデザイン学科（旧第

１本科 工業専門課程 緑の学科） 

（旧 工業専門課程 第１本科（昼）緑化造園学科） 

工業専門課程 第１本科（昼）空間デザイン学科 

工業専門課程 第１本科（昼）木匠学科 

工業専門課程 第２本科（夜）建築デュアルシステム科 

工業専門課程 第１本科（昼）建設エンジニア学科 

工業専門課程 第１本科（昼） 住環境リノベーション学科 

職藝学院 

（旧 富山国際職藝学院） 
建築職藝科 

仙台工科専門学校 

（旧 仙台情報工科専門学校） 

工業専門課程 環境土木工学科 

（旧 工業専門課程 土木工学学科） 

大工技能学科 

（旧 建築工学科 建築技能コース） 

建築デザイン学科 

（旧 建築工学科 建築デザインコース） 

仙台デザイン専門学校 専門課程 建築デザイン科 



仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程 建築工学科 

千葉日建工科専門学校 

建築設計科 

（旧 建築ＣＡＤ設計科） 

建築ＣＡＤ技術科 

中央工学院専門学校 
工業専門課程建築設備＆デザイン工学科 

（旧 工業専門課程 デザイン＆クラフト学科） 

中央工学校ＯＳＡＫＡ 

（旧 中央実務専門学校） 

工業専門課程 建築室内設計科 

工業専門課程 建築学科（昼間） 

（旧 工業専門課程 建築設計科（昼間）） 

工業専門課程 建築工学科（３年課程） 

工業専門課程 建築設備設計科 

工業専門課程 インテリアデザイン科 

（旧 工業専門課程 インテリア設計科） 

工業専門課程 建築学科（夜間） 

（旧 工業専門課程 建築設計科（夜間）） 

工業専門課程 インテリアデザイン科（夜間） 

（旧 工業専門課程 インテリア研究科（夜間）） 

工業専門課程 建設情報科２年課程 

（旧 工業専門課程 測量建設科２年課程） 

工業専門課程 福祉建築デザイン科（２年課程） 

工業専門課程 建築ＣＧデザイン科 

（旧 工業専門課程 空間ＣＧデザイン科） 

工業専門課程 建築工学システム学科（平成２２年度卒業

生まで） 

工業専門課程 住宅デザイン科 

中央工学校 

工業専門課程（昼） 建築設計科 

工業専門課程（昼） 女子建築設計科 

（旧 工業専門課程（昼） 建築設計科女子部） 

工業専門課程（昼） 建築室内設計科 

工業専門課程（昼） 建築工学科 

工業専門課程（昼） インテリア工学科 

工業専門課程（昼） 建築設備工学科 



工業専門課程（昼） 建築設備設計科 

工業専門課程（昼） 土木工学科 

工業専門課程（昼） 土木建設科 

工業専門課程（夜） 建築科 

工業専門課程（夜） 女子建築設計科 

工業専門課程（夜） 建築設備科 

工業専門課程（夜） 土木科 

工業専門課程（昼） 造園建設科 

（旧 工業専門課程（昼） 造園土木工学科） 

工業専門課程（昼） 下水道土木工学科 

工業専門課程（昼） 建築意匠設計科 

工業専門課程（昼） 建築設計科 キャリアアップコース 

工業専門課程 造園デザイン科 

工業専門課程 木造建築科 

工業専門課程 エンターテインメント設営科 

筑波研究学園専門学校 

工業専門課程 建築環境学科 建築土木施工コース 

（旧 工業専門課程 建築学科） 

工業専門課程 建築環境学科 建築設計デザインコース 

（旧 工業専門課程 建築デザイン学科） 

デザインテクノロジー専門学校 専門課程 建築学科 

デジタル東京専門学校 

（旧 東京科学情報システム専

門学校） 

工業専門課程 建築デザイン科 

（旧 工業専門課程 建築工学科（昼間部）） 

東海工業専門学校 熱田校 

（旧 東海工業専門学校） 

工業専門課程 建築工学科（昼間部） 

（旧 工業専門課程 第１専門学部 建築工学科） 

工業専門課程 建築工学科（夜間部） 

（旧 工業専門課程 第２専門学部 建築工学科） 

工業専門課程 建築設備科（昼間部） 

工業専門課程 土木工学科（昼間部） 

工業専門課程 環境建設科（昼間部） 

工業専門課程 測量設計科（昼間部） 



工業専門課程 自然環境デザイン科（昼間部） 

工業専門課程 大工技術科 

東海工業専門学校 金山校 

（旧 あいち建築デザイン専門

学校） 

工業専門課程 建築工学科（昼間部） 

工業専門課程 建築工学科（夜間部） 

工業専門課程 インテリアデザイン科（昼間部） 

（旧 工業専門課程 建築インテリア科（昼間部）） 

工業専門課程 インテリアデザイン科（夜間部） 

（旧 工業専門課程 建築インテリア科（夜間部）） 

工業専門課程 建築設備科 

工業専門課程 大工技術科 

工業専門課程 土木工学科 

工業専門課程 測量設計科 

工業専門課程 自然環境デザイン科 

東京環境工科専門学校 

（旧 東洋工学専門学校） 

建築設計製図専門課程 建築学科 

（旧 設計製図専門課程 建築学科） 

（旧 設計製図専門課程 建築科（昼間部）） 

東京建築専門学校 
工業専門課程 建築学科（昼間部） 

工業専門課程 建築学科（夜間部） 

東京工科専門学校 

工業専門課程 建築科（昼間部）  

工業専門課程 建築科（夜間部） 

工業専門課程 建築工学科（３年制） 

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 

（旧 工業専門課程 建築工学科 建築工学コース） 

工業専門課程 建築学科 建築設計コース 

（旧 工業専門課程 建築工学科 建築設計コース） 

工業専門課程 建築学科 ＣＡＤ設計コース 

（旧 工業専門課程 建築工学科 建築ＣＡＤ設計コース） 

工業専門課程 建築学科 福祉住環境デザインコース 

（旧 工業専門課程 建築工学科 福祉住環境デザインコ

ース） 

工業専門課程 建築工学科 都市環境工学コース 

工業専門課程 経営工学科 建築コース 



工業専門課程 建築学科 インテリアデザインコース 

工業専門課程 建築学科 総合リフォームコース 

電気電子学科 電気工学コース 

経営工学科 電気コース 

電気工学科 

東京工業専門学校 
工業専門課程 建築工学科 

工業専門課程 建築工学科三年制 

東京製図専門学校 
建築学科（二年制） 

建築学科（三年制） 

専門学校東京テクニカルカレッ

ジ 

工業専門課程 建築科 

工業専門課程 建築科（夜間） 

工業専門課程 デジタルデザイン建築学科 

工業専門課程 建築工学科（３年制） 

専門学校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、建築

ＣＡＤ専攻） 

東京デザイン専門学校 

建築専門課程 建築士科 

建築専門課程 建築デザイン科 ２年課程 

建築専門課程 建築デザイン科 ３年課程 

建築専門課程 建築科 建築設計専攻 

建築専門課程 建築科 建築設備専攻 

東京デジタルテクニカル専門

学校 

（旧 東京科学電子工業専門

学校） 

工業専門課程 建築工学科 

（旧 建築工学科） 

東京日建工科専門学校 

（旧 建設実務専門学校） 

建築専門課程 建築設計科 

（旧 建築専門課程 建築学科） 

（旧 建築専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

建築設計科（夜間部） 

建築ＣＡＤ技術科 

東北測量専門学校 工業専門課程 測量建設科 



東北電子専門学校 

（旧 東北電子計算機専門学

校） 

工業課程 建築科 ＣＡＤ設計コース 

（旧 工業専門課程 建築デザイン科） 

（旧 工業課程 建築ＣＡＤ科） 

（旧 工業専門課程 ＣＡＤ建築デザイン科） 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤデザイン科） 

工業課程 建築科 建築工学コース 

（旧 工業専門課程 建築工学科） 

工業専門課程 インテリアデザイン科 

工業課程 建築大工技能科 

東北文化学園専門学校 

（旧 東北工科情報専門学校） 

工業専門課程 建築科 

工業専門課程 建築デザイン科 

工業専門課程 インテリア科 

工業専門課程 福祉住環境デザイン科 

東北理工専門学校 
工業専門課程 測量建設科 

工業専門課程 土木工学科 

専門学校 都市デザインカレッ

ジ愛知 

（旧 愛知工業専門学校） 

工業専門課程 建築科第１部 

工業専門課程 地域環境デザイン科第１部 

（旧 工業専門課程 測量設計科第１部） 

工業専門課程 建築インテリア科第１部 

工業専門課程 インテリアデザイン科第１部 （※履修条件

有り） 

富山クリエイティブ専門学校 

（旧 富山建築・デザイン専門

学校） 

（旧 富山美術工芸専門学校） 

工業専門課程 建築学科 

道都国際観光専門学校 

（旧 道都総合専門学校） 

（旧 専門学校道都国際学園） 

（旧 北海道産業専門学校） 

工業専門課程 建築学科（昼間部２年制） 

工業専門課程 建築学科（夜間部３年制） 

長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程 建築工学科 

名古屋工学院専門学校 

工業専門課程 電気工学科昼間部 

工業専門課程 電気工学科夜間部 

工業専門課程 電業技術学科 
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名古屋デジタル工科専門学校 

（旧 名古屋工業専門学校） 

工業専門課程 建築デザイン学科 

（旧 工業専門課程 建築・製図学科） 

（旧 工業専門課程 建築製図学科） 

新潟工科専門学校 

建築学科 

（旧 建築工学科） 

（旧 建築設備工学科（旧建築土木工学科）） 

建築設備設計科 

（旧 設備設計工学科 管工事施工管理コース） 

総合建築工学科 

工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科 

（旧 工業専門課程 情報ＣＡＤ工学科） 

工業専門課程 インテリアデザイン科 

（旧 工業専門課程 インテリアプランニング科） 

（旧 工業専門課程 インテリア工学科） 

工業専門課程 建築設計科 

工業専門課程 福祉住環境デザイン科 

工業専門課程 生活工芸デザイン科 

工業専門課程 環境測量科 

（旧 工業専門課程 都市環境建設科） 

工業専門課程 建築デザイン科（平成２３年度以降に入学

した者） 

工業専門課程 建築大工科 

（旧 工業専門課程 建築大工・設備科（平成２３年度以降

に入学した者）） 

工業専門課程 建築士学科 

新潟日建工科専門学校 

工業専門課程 建築設計科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

工業専門課程 建築インテリアデザイン科 

（旧 工業専門課程 インテリアデザイン科） 

工業専門課程 建築不動産ビジネス科 

日本建築専門学校 

工業専門課程 建築科（平成２１年度以前に入学した者） 

（旧 工業専門課程 建築学科（平成２１年度以前に入学し

た者）） 



日本工科大学校 

（旧 姫路建設専門学校） 

（旧 日本工科専門学校） 

環境建設工学科 建築コース 

（旧 工業専門課程 建築工学科） 

（旧 工業専門課程 環境建設学科 建築コース） 

環境建設工学科 土木・造園コース 

（旧 工業専門課程 土木・造園コース） 

（旧 工業専門課程 都市工学科） 

工業専門課程 建築職人マイスター専攻科 （※履修条件

有り） 

日本工学院専門学校 工業専門課程 建築設計科 

日本工学院八王子専門学校 

工科技術専門課程 電子・電気科 電気工事コース 

（旧 工科技術専門課程 電子・電気・ＣＡＤ科 電気工事

専攻（平成１９年度以降入学者）） （※履修条件有り） 

工科技術専門課程 電気工事科 

工科技術専門課程 建築設計科 

工科技術専門課程 土木建設科 

工科技術専門課程 土木・造園科 

日本工学院北海道専門学校 

工業専門課程 建築学科 

工業専門課程 テクノロジー科環境土木コース 

（旧 工業専門課程 土木工学科） 

日本電子専門学校 

工業専門課程 電気工学科 

工業専門課程 電気工事技術科 

工業専門課程 高度電気工学科 

日本理工情報専門学校 

工業専門課程 建築デザイン科 

（旧 工業専門課程 ＣＡＤ建築デザイン科） 

工業専門課程 建築デザイン科（夜間） 

浜松日建工科専門学校 

工業専門課程 建築設計科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

工業専門課程 建築士養成科 

工業専門課程 建築インテリアデザイン科 

（旧 工業専門課程 インテリアデザイン科） 

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 

工業専門課程 都市システム科 

（旧 工業専門課程 土木環境科） 
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専門学校広島工学院大学校 

（旧 広島工学院専門学校） 

（旧 広島工学院専門学校西

風新都校） 

工業専門課程 土木測量工学科 

工業専門課程 建築環境学科 

（旧 工業専門課程 建築工学科） 

（旧 工業専門課程 建築工学科 建築士コース、建築デ

ザインコース 旧 工業専門課程 建築デザイン科） 

広島工業大学専門学校 
工業専門課程 建築学科 

（旧 工業専門課程 建築グラフィック学科） 

フェリカ建築＆デザイン専門学

校 

工業課程 建築デザイン科 

（旧 工業課程 建築設計科） 

工業課程 建築科 

福岡建設専門学校 

工業専門課程 建築工学科（昼間部） 

工業専門課程 建築科（夜間部） 

工業専門課程 土木工学科（昼間部） 

工業専門課程 土木科（夜間部） 

福岡工業専門学校 工業専門課程 建築工学科 

福岡国土建設専門学校 

工業専門課程 測量土木コース 測量設計科 

（旧 工業専門課程 測量設計科） 

工業専門課程 測量土木コース 緑地造園科 

（旧 工業専門課程 緑地造園科） 

工業専門課程 緑のまちづくり科 

工業専門課程 都市環境設計科 

（旧 工業専門課程 測量土木コース 都市環境デザイン

科） 

文化デザイナー学院 

（旧 文化学院芸術工科専門

学校） 

建築スペースデザイン学科 

（旧 建築スペースデザイン科） 

産業デザイン専門課程 建築士学科 

インテリアデザイン学科 

（旧 産業デザイン専門課程 建築インテリア学科） 

北陸工業専門学校 

工業専門課程 建築造形学科 

（旧 工業専門課程 建築工学科本科） 

工業専門課程 情報測量設計学科 

北海道建設工学専門学校 
工業専門課程 福祉環境建築学科 建築コース 

（旧 工業専門課程 建築工学科） 



工業専門課程 福祉環境建築学科 福祉住環境コース 

（旧 工業専門課程 建築工学科） 

北海道芸術デザイン専門学校 

専門課程 国際建築工学デザイン学科 

専門課程 建築デザイン学科 

国際建築工学デザイン学科 

建築デザイン学科 

北海道理工福祉専門学校 

（旧 北海道情報処理専門学

校） 

（旧 北海道建設専門学校） 

工業専門課程 福祉建築デザイン学科（昼間部） 

（旧 工業専門課程 建築情報処理学科（昼間部）） 

（旧 工業専門課程 建築工学科（昼間部）） 

町田・デザイン専門学校 

（旧 町田デザイン専門学校） 

建築専門課程 建築デザイン科 

（旧 建築課程建築科 建築コース） 

建築専門課程建築デザイン科 

（旧 建築課程建築科 建築デザインＣＡＤコース） 

水戸日建工科専門学校 

工業専門課程 建築設計科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

工業専門課程 建築インテリアデザイン科 

（旧 工業専門課程 インテリアデザイン学科） 

（旧 工業専門課程 インテリアデザイン科） 

工業専門課程 建築ＣＡＤビジネス学科 

宮崎ユニバーサル・カレッジ 
工業専門課程 建築ＣＡＤデザイン学科 

（旧 工業専門課程 建築学科） 

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 

山口情報ビジネス専門学校 
建築土木工学科 建築設計コース 

（旧 建築土木科 建築コース） 

横浜日建工科専門学校 

工業専門課程 建築設計科 

（旧 工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

（旧 建築専門課程 建築ＣＡＤ設計科） 

工業専門課程 建築ものづくり学科 

工業専門課程 建築ＣＡＤ技術科 

工業専門課程 建築士養成科 

工業専門課程 建築インテリアデザイン科 

読売九州理工専門学校 工業専門課程 建築学科 



読売福岡理工専門学校 

（旧 読売九州理工専門学校 

福岡分校） 

工業専門課程 建築学科 

読売理工医療福祉専門学校 

（旧 読売東京理工専門学校） 

工業専門課程 建築学科 

工業専門課程 建築デザイン学科 

工業専門課程 土木建設学科（旧土木工学科、旧建設シ

ステム学科） 

工業専門課程 環境設備学科 

工業専門課程 建築科（夜間の学科） 

工業専門課程 環境システム工学科 

工業専門課程 建築環境設計学科 

工業専門課程 建築設備学科 

ＹＩＣ京都工科専門学校 

（旧 京都科学技術専門学校） 

（旧 京都中央工科専門学校） 

総合建築デザイン学科 

（旧 建築デザイン学科） 

 

【表６】 高等学校の指定学科に準ずると認められた学校別の学科（高等専修学校） 

  注１ 学科において、「コース、講座、専攻」等の指定があるものは、卒業証明書（また

は成績証明書）に、「コース、講座、専攻」等が記載されていることが必要です。 

  注２ 表中に（※履修条件有り）が付記されている学校・学科は、卒業証明書と履修証

明書が必要です。受検資格認定の履修科目と単位数については、学校または

当基金試験部にお問合せください。 

高等学校の指定学科卒業と同等にみなす高等専修学校・学科 

学  校  名 学  科  名 

その他 

中央工学校 
工業高等課程 建築技能情報科（平成１５～２４年に入学

した者） 

東海工業専門学校 熱田校 工業高等課程 建築科 

 

【表 ７】履修条件のある学校・学科 



学  校  

名 

学  科  

名 
履  修  条  件 

愛知県立

稲沢高等

学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

課程 環

境デザイ

ン科 

次に掲げる科目のうちＢ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・理科基礎 ・化学Ⅰ 

・生物Ⅰ ・農業化学基礎 

・課題研究 ・測量 
 

Ｂ群 

・造園計画 ・造園技術 

・グリーンライフ ・ガーデンライフ 

・野菜 ・草花 
 

 

 

愛知県立

鶴城丘高

等学校 

全日制

課程 総

合学科 

次に掲げる科目のうちＢ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ａ 

・数学Ｂ ・数学Ｃ 

・理科総合Ａ ・理科総合Ｂ 

・物理Ⅰ ・物理Ⅱ 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・生物Ⅰ ・生物Ⅱ 

・情報Ｂ   
 

Ｂ群 

・環境デザイン ・測量 

・総合実習 ・測量基礎 

・測量実習   
 

 

 

愛知工業

大学 

工学部 

都市環

境学科 

建築環

境学専

攻 

次に掲げる科目より１単位以上取得した者 

科目群 
・建築ＣＡＤ（演習） ・建築法規及び行政 

・建築施工Ⅰ   
 

 

 

愛知淑徳

大学 

(平成１５

年以前に

現代社

会学部 

現代社

会学科

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１科目以上、Ｂ群より２３単位以上

を含み、合計３６単位以上取得した者 

Ａ群 ・生き物の世界１ ・生き物の世界２ 

 



入学した

者) 

（平成１

５年以前

に入学し

た者） 

・数学の世界   
 

Ｂ群 

・建築計画論Ⅰ（住宅） ・建築計画論Ⅱ（計画各

論） 

・建築計画論Ⅲ（環境心

理） 

・建築計画論Ⅳ（設計方

法） 

・建築史Ⅰ（西洋） ・建築史Ⅱ（日本・東洋） 

・建築構造Ⅰ（力と骨

組） 

・建築構造Ⅱ（地盤と建

物） 

・建築材料 ・建築材料実験 

・建築法規 ・空間設計Ⅰ（設計基礎） 

・空間設計Ⅱ（小規模施

設） 

・空間設計Ⅲ（中規模施

設） 

・空間設計Ⅳ（複雑な施

設） 

・空間設計Ⅴ（都市複合施

設） 

・計画演習Ⅰ（図面表

現） 
  

 

Ｃ群 

・都市計画論 ・建築環境学Ⅰ（熱・空気） 

・建築環境学Ⅱ（音・

光） 

・卒業論文または卒業制

作 

・建築環境学実験 ・建築設備学 
 

 

愛知淑徳

大学 

(平成１６

年度に入

学した者) 

現代社

会学部 

現代社

会学科

（平成１

６年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 ・数学 ・生き物の世界 
 

Ｂ群 

・建築計画論Ⅰ（住宅） ・建築計画論Ⅱ（計画各

論） 

・建築計画論Ⅲ（環境心

理） 

・建築計画論Ⅳ（設計方

法） 

・建築史Ⅰ（西洋） ・建築史Ⅱ（日本・東洋） 

・建築構造Ⅰ（力と骨組） ・建築構造Ⅱ 

・建築材料 ・建築材料実験 

・建築法規 ・建築構造設計法 

・空間設計Ⅰ（設計基礎） ・空間設計Ⅱ（小規模施

設） 

・空間設計Ⅲ（中規模施

設） 

・空間設計Ⅳ（複雑な施

設） 

 



・空間設計Ⅴ（都市複合施

設） 

・計画演習Ⅰ（図面表

現） 

・ＣＡＤ基礎 ・ＣＡＤ応用 

・ＣＡＤ特別演習   
 

Ｃ群 

・都市計画論 ・建築環境学Ⅰ（熱・空気） 

・建築環境学Ⅱ（音・

光） 

・建築環境学実験 

・建築設備学 ・卒業論文または卒業制

作 
 

 

愛知淑徳

大学 

(平成１７

～１８年

度に入学

した者) 

現代社

会学部 

現代社

会学科

（平成１

７～１８

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 ・数学 ・生き物の世界 
 

Ｂ群 

・建築計画論Ⅰ（住宅） ・建築計画論Ⅱ（計画各

論） 

・建築計画論Ⅲ（環境心

理） 

・建築計画論Ⅳ（設計方

法） 

・建築史Ⅰ（西洋） ・建築史Ⅱ（日本・東洋） 

・建築構造Ⅰ ・建築構造Ⅱ 

・建築材料 ・建築材料実験 

・建築法規 ・建築構造設計法 

・空間設計Ⅰ（設計基礎） ・空間設計Ⅱ（小規模施

設） 

・空間設計Ⅲ（中規模施

設） 

・空間設計Ⅳ（複雑な施

設） 

・空間設計Ⅴ（都市複合施

設） 

・計画演習Ⅰ（図面表

現） 

・ＣＡＤ基礎 ・ＣＡＤ応用 

・ＣＡＤ特別演習   
 

Ｃ群 

・都市計画論 ・建築環境学Ⅰ（熱・空気） 

・建築環境学Ⅱ（音・光） ・建築環境学実験 

・建築設備学 ・卒業研究 
 

 

 

愛知淑徳

大学 

(平成１９

年度以降

現代社

会学部 

現代社

会学科

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 ・数学の世界 ・生き物の世界 

 



に入学し

た者) 

（平成１

９年度以

降に入

学した

者） 

・建築のための数学   
 

Ｂ群 

・建築計画論Ⅰ（住宅） ・建築計画論Ⅱ（計画各

論） 

・建築計画論Ⅲ（環境心

理） 

・建築計画論Ⅳ（設計方

法） 

・建築史Ⅰ（西洋） ・建築史Ⅱ（日本・東洋） 

・建築構造Ⅰ ・建築構造Ⅱ 

・建築材料 ・建築材料実験 

・建築法規 ・建築構造設計法 

・空間設計Ⅰ（設計基礎） ・空間設計Ⅱ（小規模施

設） 

・空間設計Ⅲ（中規模施

設） 

・空間設計Ⅳ（複雑な施

設） 

・空間設計Ⅴ（都市複合施

設） 

・計画演習Ⅰ（図面表

現） 

・ＣＡＤ基礎 ・ＣＡＤ応用 

・ＣＡＤ特別演習   
 

Ｃ群 

・都市計画論 ・建築環境学Ⅰ（熱・空気） 

・建築環境学Ⅱ（音・光） ・建築環境学実験 

・建築設備学 ・卒業研究 

・建築と経済 ・建築の基礎構造 
 

 

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（平

成２５年

度以前

に入学し

た者）  

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から２３単位以

上、Ｃ群から１科目以上という条件を満たした上で、全群から４０単

位以上履修した者 

Ａ群 
・建築のための数学 ・数学の世界 

・生き物の世界 ・生命の科学 
 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築構造Ⅰ ・建築構法 

・造形演習 ・ベーシックデザインⅠ 

・ベーシックデザイン

Ⅱ 

・空間設計Ⅰ 

・空間設計Ⅱ ・ＣＡＤ基礎 

・建築の歴史Ⅰ（西

洋） 

・建築の歴史Ⅱ（日本・東

洋） 

・ハウジング論 ・商業スペースデザイン 

 



・建築構造Ⅱ ・建築構造設計法 

・構造とデザイン ・建築の基礎構造 

・建築材料 ・建築生産システム 

・建築法規 ・空間設計Ⅲ 

・空間設計Ⅳ ・空間設計Ⅴ 

・ＣＡＤ応用 ・ＣＡＤ特別演習 

・建築材料実験   
 

Ｃ群 

・まちづくり ・都市の歴史 

・色彩と照明 ・建築と経済 

・都市の景観 ・ランドスケープデザイン 

・都市計画論 ・建築と都市の防災 

・建築環境学Ⅰ（熱・空

気） 

・建築環境学Ⅱ（音・光） 

・建築設備 ・デザインワークショップ

Ⅰ 

・デザインワークショップ

Ⅱ 

・都市環境デザイン研修 

・建築環境学実験 ・都市環境デザイン演習

Ⅰａ 

・都市環境デザイン演習

Ⅰｂ 

・都市環境デザイン演習

Ⅱａ 

・都市環境デザイン演習

Ⅱｂ 

・卒業プロジェクト 

 

 

愛知淑徳

大学 

(平成２６

年度以降

に入学し

た者) 

メディア

プロデュ

ース学

部 メデ

ィアプロ

デュース

学科（平

成２６年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１７単位以上、全群から合計３０単

位以上履修した者 

Ａ群 
・建築のための数学 ・数学の世界 

・生き物の世界 ・生命の科学 
 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構法 

・造形演習 ・ベーシックデザインⅠ 

・ベーシックデザイン

Ⅱ 

・空間設計Ⅰ 

・空間設計Ⅱ ・ＣＡＤ基礎 

・建築の歴史Ⅰ（西

洋） 

・建築の歴史Ⅱ（日本・東

洋） 

・ハウジング論 ・商業スペースデザイン 

 



・建築構造力学Ⅱ ・建築構造設計法 

・構造とデザイン ・建築の基礎構造 

・建築材料 ・建築生産システム 

・建築法規 ・空間設計Ⅲ 

・空間設計Ⅳ ・空間設計Ⅴ 

・ＣＡＤ応用 ・ＣＡＤ特別演習 

・建築材料実験   
 

Ｃ群 

・まちづくり ・都市の歴史 

・色彩と照明 ・建築と経済 

・都市の景観 ・ランドスケープデザイン 

・都市計画論 ・建築と都市の防災 

・建築環境学Ⅰ（熱・空

気） 

・建築環境学Ⅱ（音・光） 

・建築設備 ・デザインワークショップ

Ⅰ 

・デザインワークショップ

Ⅱ 

・建築環境学実験 

・都市環境デザイン演習

Ⅰａ 

・都市環境デザイン演習

Ⅰｂ 

・都市環境デザイン演習

Ⅱａ 

・都市環境デザイン演習

Ⅱｂ 

・卒業プロジェクト   
 

 

愛知淑徳

大学 

(平成２８

年度以降

に入学し

た者) 

創造表

現学部 

創造表

現学科 

建築・イ

ンテリア

デザイン

専攻（平

成２８年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１７単位以

上、Ｃ群から１単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・数学の世界 ・生き物の世界 

・建築のための数学Ⅰ（基礎編）   
 

Ｂ群 

・基礎製図 ・ＣＡＤ基礎 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構法 

・建築の歴史Ａ（西洋） ・建築の歴史Ｂ（日本・東洋） 

・建築構造力学Ⅱ ・建築構造設計法Ⅰ 

・建築構造設計法Ⅱ ・建築基礎の構造 

・建築材料 ・建築法規 
 

Ｃ群 
・まちづくり ・建築と経済 

・都市の景観 ・ランドスケープデザイン 

 



・都市計画論 ・建築と都市の防災 

・建築環境学Ａ（熱・空気） ・建築環境学Ｂ（音・光） 

・建築設備 ・建築環境学実験 

・建築材料実験   
 

 

青森県立

尾上総合

高等学校 

(平成１４

年度以前

に入学し

た者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群より１０単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 

・土木施工 ・土質力学 

・土木計画 ・土木設計 

・水理   
 

Ｂ群 

・土木製図 ・エコロジー実習 

・環境工学 ・工業基礎 

・工業数理 ・情報基礎 

・課題研究   
 

 

 

青森県立

尾上総合

高等学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群より１０単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 
・土木施工 ・土木基礎力学 

・土木構造設計 ・社会基盤工学 
 

Ｂ群 

・土木製図 ・エコロジー実習 

・工業技術基礎 ・工業数理基礎 

・情報Ａ ・総合的な学習の時間 
 

 

 

青森県立

尾上総合

高等学校 

定時制

の課程 

総合学

科 

次に掲げる科目から、６単位以上履修した者 

科目群 
・測量 ・土木施工 

・土木基礎力学 ・社会基盤工学 
 

 

 

秋田県立

西目高等

学校 

(平成１４

年度以前

に入学し

た者) 

総合学

科 

Ａ群より１０単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて３０単位以上

履修した者 

Ａ群 

・測量 ・測量演習 

・土木設計 ・土木施工 

・水理 ・土質力学 

・土木計画 ・環境工学 

・土木演習   
 

Ｂ群 ・工業基礎 ・情報技術基礎 

 



・実習 ・製図 

・課題研究   
 

 

秋田県立

西目高等

学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

総合学

科 

次に掲げる科目のうちＢ群より１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・理科総合Ａ及びＢ ・物理Ⅰ，化学Ⅰ及び生物Ⅰ 

・理科基礎 ・情報Ａ 

・情報処理   
 

Ｂ群 

・工業技術基礎 ・製図 

・測量 ・測量演習（演習） 

・土木基礎工学 ・土木施工 

・社会基盤工学 ・土木構造設計 
 

 

 

足利工業

大学 

工学部 

都市環

境工学

科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数値処理 ・生物基礎 

・基礎生態学 ・計算物理学 

・応用生態工学 ・プログラミング 

・微分方程式Ⅰ ・フーリエ級数 

・ベクトル解析 ・確率統計 

・統計処理 ・工業数学 
 

Ｂ群 

・土木計画 ・構造力学Ⅰ 

・製図基礎 ・水理学Ⅰ 

・土質力学 ・コンクリート材料 

・水理学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅲ ・施工技術 

・コンクリート構造Ⅰ（ま

たはコンクリート構造） 

・地盤力学 

・施工管理 ・建設法規 

・建設機械概論 ・流体力学 

・一般火薬学と法令 ・コンクリート構造演習（ま

たはコンクリート構造実験） 

・水理学実験 ・土質実験 

・コンクリート構造設計

製図 

・材料実験 

 



・建設振動学入門 ・土質・動力学 

・コンクリート構造Ⅱ ・プロジェクトマネジメント 

・ＣＡＤ   
 

Ｃ群 

・まちづくり概論 ・都市環境ゼミⅠ（または都市環

境ゼミ） 

・まちづくりワーク

ショップ 

・土木史 

・地域計画 ・交通とまちづくり 

・都市環境基礎実

験 

・自然環境調査 

・鋼構造 ・シビックデザイン 

・環境保全Ⅰ ・環境保全Ⅱ 

・海工学 ・河川工学 

・エネルギー土木 ・上下水道工学 

・地盤環境 ・景観設計 

・交通計画 ・都市環境ゼミⅡ（または都市環

境設計演習） 

・水環境工学 ・緑化技術論 

・鋼構造設計製図 ・ＧＩＳ 

・都市環境現業実

習 

・都市環境特別実習 

・まちづくり環境

調査 

・地震工学 

・都市計画   
 

 

足利工業

大学 

工学部 

創生工

学科 建

築・社会

基盤学

系土木

工学コー

ス（平成

２６年度

以前に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・コンピュータリテラシ

ー 

・コンピュータサイエンス入

門 

・応用物理学Ⅰ ・応用物理学Ⅱ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・数値処理 ・土木応用数学 
 

Ｂ群 

・建築・土木基礎製図 ・材料基礎 

・建築・土木基礎実験 ・水理学Ⅰ 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅱ演習 ・コンクリート材料 

・土木計画 ・土質力学 

 



・水理学Ⅱ ・鉄筋コンクリート構造Ⅰ 

・地盤工学Ⅰ ・土木構造力学 

・土木施工技術 ・コンクリート実験 

・土木施工管理 ・土木設計製図 

・水理・土質実験 ・地盤工学Ⅱ 
 

Ｃ群 

・環境工学概論 ・課題研究 

・卒業研究Ａ ・卒業研究Ｂ 

・都市マネジメントゼミⅠ ・都市マネジメントゼミⅡ 

・都市設計 ・都市計画 

・環境保全Ⅰ ・河川工学 

・道路工学 ・交通計画 

・環境保全Ⅱ   
 

 

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 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から８単位以上、

Ａ群からＣ群までの各群から合計９単位以上履修した者 

Ａ群 

・応用物理学Ⅰ ・応用物理学Ⅱ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・建築数値解析   
 

Ｂ群 

・建築・土木基礎製図 ・建築・土木基礎実験 

・建築ＣＡＤ・ＣＧ ・コンクリート材料 

・建築応用力学 ・建築計画Ⅱ 

・建築法規 ・構造力学演習 

・建築材料 ・鉄筋コンクリート構造Ⅰ 

・鉄骨構造Ⅰ ・木質構造 

・建築構造力学 ・建築基礎構造 

・建築設計製図Ⅲ ・建築材料実験 

・建築構造実験 ・鉄筋コンクリート構造Ⅱ 

・建築構造計画 ・構造製図 

・施工製図 ・建築設計製図Ⅳ 

・鉄骨構造Ⅱ   
 

Ｃ群 

・測量Ⅰ ・測量Ⅱ 

・環境デザイン学 ・人間環境学 

・都市計画 ・都市設計 

・建築環境実験 ・測量実習Ⅰ 

・福祉環境学 ・環境保全Ⅰ 

 



・環境保全Ⅱ   
 

 

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 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から９単位以上、

Ａ群からＣ群までの各群から合計１１単位以上履修した者 

Ａ群 

・応用物理学Ⅰ ・応用物理学Ⅱ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・建築数値解析   
 

Ｂ群 

・建築・土木基礎製図 ・建築ＣＡＤ・ＣＧ 

・建築・土木基礎実験 ・建築計画Ⅱ 

・建築法規 ・建築施工 

・構造力学Ⅱ ・構造力学Ⅱ演習 

・建築応用力学 ・建築基礎構造 

・鉄筋コンクリート構造Ⅰ ・鉄骨構造Ⅰ 

・木質構造 ・建築設計製図Ⅳ 

・構造製図 ・施工製図 

・建築構造力学 ・建築材料 

・建築材料実験 ・建築構造実験 

・鉄筋コンクリート構造Ⅱ ・鉄骨構造Ⅱ 

・建築構造計画   
 

Ｃ群 

・測量Ⅰ ・建築設備 

・測量Ⅱ ・都市計画 

・人間環境学 ・環境デザイン学 

・測量実習Ⅰ ・福祉環境学 

・設備設計 ・建築環境実験 

・環境保全Ⅰ ・環境保全Ⅱ 
 

 

 

石川県立

翠星高等

学校 

総合グリ

ーン科

学科 グ

リーンデ

ザイン系 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群とＣ群から１０単位以

上、合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 ・農業基礎 ・農業情報処理 
 

Ｂ群 ・造園計画 ・造園製図 
 

Ｃ群 

・総合実習 ・課題研究 

・造園技術 ・アメニティデザイン 

・緑と文明   
 

 

 



石川県立

翠星高等

学校 

総合グリ

ーン科

学科 ア

ーステク

ノロジー

系 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群とＣ群から１０単位以

上、合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 ・農業基礎 ・農業情報処理 
 

Ｂ群 
・測量 ・土木施工 

・土木設計   
 

Ｃ群 
・総合実習 ・課題研究 

・環境科学 ・環境保全 
 

 

 

石川県立

大学 

生物資

源環境

学部 環

境科学

科 

次に掲げる科目のうちから１７単位以上履修した者 

科目群 

・土壌物理学 ・水文学 

・水理学 ・応用力学 

・農地工学 ・灌漑排水学 

・施設工学 ・土質力学 

・土木材料学 ・水理学実験 

・土質・土壌物理実験   
 

 

 

石川工業

高等専門

学校 専

攻科 

同校の

環境都

市工学

科の課

程を卒

業後、同

校専攻

科環境

建設工

学専攻

の課程

修了者

（平成２

３年度以

前の入

学者） 

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・水環境工学 ・地盤基礎工学 

・建設材料学 ・交通基盤工学 

・環境地盤工学 ・コンクリート複合材料工学 

・構造解析学   
 

 

 

岩手県立

岩谷堂高

等学校 

総合学

科 産業

工学系

列 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣまでの各群から１科目以上、合

計１３単位以上、Ｂ群及びＣ群から合計５単位以上履修した者 

Ａ群 
・工業技術基礎２ｄｅ ・工業数理基礎２ｂ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅰ就職演習３－１ 
 

 



Ｂ群 
・農業土木施工２ｃ ・測量Ⅰ２ｂ 

・測量３ｅｆ   
 

Ｃ群 ・卒業研究（工業）   
 

 

岩手県立

岩谷堂高

等学校 

(平成２７

年度以降

の入学者) 

総合学

科（平成

２７年度

以降の

入学者） 

次に掲げる科目から、１０単位以上履修した者 

科目群 

・工業技術基礎 ・機械工作 

・測量 ・土木施工 

・実習   
 

 

 

宇都宮大

学 

農学部 

農業環

境工学

科 食料

生産シス

テム工

学コース 

以下の全ての条件を満たすこととする ・表－１に示す選択科目よ

り１２単位以上取得すること ・表－２に示す選択科目より１単位以

上取得すること ・表－１又は表－２に示す選択科目より１５単位以

上取得すること 

表－１ 

・土壌物理学 ・応用水理学 

・土質力学 ・農地工学 

・施設構造物工学 ・圃場水利学 

・水利計画演習 ・農村計画論 

・施工管理学 ・水理・水質実験 

・土壌・水質実験 ・熱帯農学 

・国際土壌環境論   
 

表－２ 

・測量学 ・測量実習 

・比較農学・作物栽培学 ・肥料学 

・植物栄養学 ・植物生理学 

・植物生態学   
 

 

 

宇都宮大

学 

農学部 

農業環

境工学

科 環境

共生学コ

ース 

以下の全ての条件を満たすこととする ・表－１に示す選択科目よ

り１５単位以上取得すること ・表－２に示す選択科目より１単位以

上取得すること ・表－１又は表－２に示す選択科目より１８単位以

上取得すること 

表－１ 

・国際土壌環境論 ・土壌物理学 

・応用水理学 ・土質力学 

・農地工学 ・施設構造物工学 

・圃場水利学 ・水利計画演習 

・水理・水質実験 ・土壌・水質実験 

・圃場機械学 ・機械要素・機構学 

 



・生生機械・環工実験Ⅰ ・生生機械・環工実験Ⅱ 

・生生機械・環工実験Ⅲ ・農業環境工学現地実習 
 

表－２ 

・比較農学・作物栽培学 ・植物生理学 

・植物生態学 ・測量学 

・測量実習   
 

 

愛媛県立

西条農業

高等学校 

グリーン

環境科 

Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ両群合わせて２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・総合実習 ・課題研究 

・測量 ・造園計画 

・造園緑化材料 ・造園施工・管理 

・育林   
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・化学ⅠＡ ・生物ⅠＡ 

・農業情報処理   
 

 

 

愛媛大学 

(平成１３

年度～平

成２２年

度に入学

した者) 

工学部 

環境建

設工学

科 一般

コース

（平成１

３年度～

平成２２

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微積分 ・微分方程式 

・物理学 ・物理学実験（実験） 

・化学 ・確率・統計 

・数理解析学 ・数値計算法 

・情報処理 ・力学 
 

Ｂ群 

・連続体力学 ・構造力学及び同演習（演

習） 

・水理学及び同演習（演

習） 

・土質力学及び同演習（演

習） 

・建設材料学 ・土木計画学 

・構造解析学 ・コンクリート構造設計 

・基礎工学 ・岩盤工学 

・応用水理学 ・建設施工学 
 

Ｃ群 

・環境建設工学実験Ⅰ

（実験） 

・環境建設工学実験Ⅱ

（実験） 

・環境学概論 ・卒業論文 

・環境建設工学特別演習

Ⅰ（演習） 

・環境建設工学特別演習

Ⅱ（演習） 

 



・鋼構造学 ・振動・地震工学 

・河川工学 ・海岸工学 

・衛生工学 ・交通計画 

・都市・地域計画 ・土木施設工学 

・防災工学   
 

 

愛媛大学 

(平成２３

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

環境建

設工学

科 社会

デザイン

コース

（平成２

３年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎微積分 ・微積分Ⅰ 

・微積分Ⅱ ・線形代数Ⅰ 

・線形代数Ⅱ ・基礎力学 

・力学Ⅰ ・力学Ⅱ 

・物理学 ・化学 

・確率・統計 ・微分方程式 

・数理解析学 ・数値計算法 

・情報処理   
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅰ及び同演習 ・構造力学Ⅱ及び同演

習 

・水理学Ⅰ及び同演習 ・水理学Ⅱ及び同演習 

・土質力学Ⅰ及び同演習 ・土質力学Ⅱ及び同演

習 

・建設材料学 ・土木計画学 

・鋼・コンクリート構造設

計 

・地盤・基礎工学 

・構造解析学   
 

Ｃ群 

・卒業論文 ・振動・地震工学 

・河川工学 ・海岸工学 

・交通計画 ・環境建設工学実験Ⅰ 

・環境建設工学実験Ⅱ ・防災工学 

・流域環境工学 ・都市・地域計画 

・都市の環境問題   
 

 

 

愛媛大学

農学部附

属農業高

等学校 

総合学

科 

Ａ群より１１単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 
・測量Ⅰ ・水理 

・土木施工 ・土木計画 

 



・農業水利 ・農地開発 

・土質力学 ・測量Ⅱ 

・測量実習 ・地質工学 

・設計演習 ・農業会計 

・農業機械 ・農業気象 

・作物 ・農業経営 

・国際農業 ・地域農業 

・農業経済   
 

Ｂ群 
・課題研究 ・農業基礎 

・総合演習   
 

 

大分大学 

工学部 

福祉環

境工学

科 メカ

トロニク

スコース 

次に掲げる科目のうち３単位以上履修した者 

科目群 

・人間システム計測工学 ・人間システム工学 

・現代制御工学 ・システム解析 

・材料工学 ・機器設計製図Ⅱ 

・人間システム工学実験Ⅱ   
 

 

 

大分大学 

工学部 

機械・エ

ネルギ

ーシステ

ム工学

科 エネ

ルギーコ

ース 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学 ・解析学Ⅰ 

・解析学Ⅱ ・代数学Ⅰ 

・代数学Ⅱ ・物理学基礎 

・力学Ⅰ ・力学Ⅱ 

・波動と光 ・熱力学 

・物理学実験 ・原子と分子 

・物質の状態と変化 ・基礎理論化学Ⅰ 

・基礎理論化学Ⅱ ・化学実験 

・確率統計   
 

Ｂ群 

・材料強度学Ⅰ ・材料強度学Ⅱ 

・材料強度学演習 ・弾性力学 

・熱力学Ⅰ ・熱力学Ⅱ 

・熱力学演習 ・伝熱学Ⅰ 

・伝熱学Ⅱ ・応用熱工学 

・流れ学Ⅰ ・流れ学Ⅱ 

・流体工学Ⅰ ・流体工学Ⅱ 

・機構学 ・機械振動学Ⅰ 

 



・機械振動学Ⅱ ・機械要素設計学 

・伝熱応用設計   
 

Ｃ群 
・エネルギー工学基礎 ・エンジンシステム 

・品質管理 ・卒業研究 
 

 

大阪工業

技術専門

学校 

工業専

門課程 

インテリ

アデザイ

ン学科

（平成２

５年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目を履修した者 

科目群 ・情報処理演習   
 

 

 

大阪工業

技術専門

学校 

工業専

門課程 

建築設

計学科

（平成２

５年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目を履修した者 

科目群 ・情報処理演習   
 

 

 

大阪工業

技術専門

学校 

工業専

門課程 

建築実

務学科 

次の掲げる科目を履修した者 

科目群 ・情報処理演習   
 

 

 

大阪工業

技術専門

学校 

工業専

門課程 

建築設

備学科

（平成２

５年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目を履修した者 

科目群 ・情報処理演習   
 

 

 



大阪工業

技術専門

学校 

工業専

門課程 

インテリ

アデザイ

ン学科

（平成２

６年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目から１科目以上履修した者 

科目群 
・情報処理演習 ・ＣＡＤ基礎演習 

・ＣＡＤ応用演習Ⅰ ・ＣＡＤ応用演習Ⅱ 
 

 

 

大阪工業

技術専門

学校 

工業専

門課程 

建築設

備学科

（平成２

６年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目から１科目以上履修した者 

科目群 
・情報処理演習 ・設備ＣＡＤⅠ 

・設備ＣＡＤⅡ   
 

 

 

大阪産業

大学 

工学部 

建築・環

境デザイ

ン学科

（平成２

～６年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２単位以上、及びＢ群から２７単位

以上を含む、計３３単位以上取得した者（３年次編入学生を含む） 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学演習 ・物理学 

・物理学実験 ・化学 

・化学実験 ・統計学 

・計算機プログラミング   
 

Ｂ群 

・建築論 ・建築史Ⅰ 

・建築史Ⅱ ・建築計画論 

・住居計画論 ・建築デザイン論Ⅰ 

・建築デザイン論Ⅱ ・建築構法 

・構造工学Ⅰ ・構造工学Ⅱ 

・構造計画論 ・建築材料工学 

・意匠材料学 ・施工法 

・環境・建築法規 ・図形科学 

・インテリア法規 ・シビックデザイン及び計

画実習Ⅱ 

 



・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅰ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅱ 

・環境デザイン実験及び

演習 
  

 

 

大阪産業

大学 

工学部 

建築・環

境デザイ

ン学科

（平成７

～１３年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２単位以上、及びＢ群から２７単位

以上を含む、計３２単位以上取得した者（３年次編入学生を含む） 

Ａ群 

・つり合いの力学 ・環境の物理学 

・物理学実験 ・色の化学 

・材料の化学 ・化学実験 

・形と数理Ⅰ ・形と数理Ⅱ 

・環境調査と数理Ⅰ ・環境調査と数理Ⅱ 

・計算機プログラミング   
 

Ｂ群 

・建築論 ・建築史Ⅰ 

・建築史Ⅱ ・建築計画論 

・住居計画論 ・図形科学 

・建築デザイン論 ・建築構法 

・構造工学Ⅰ ・構造工学Ⅱ 

・構造計画論 ・建築材料工学 

・意匠材料学 ・施工法 

・環境・建築法規 ・インテリア法規 

・シビックデザイン及び計

画実習Ⅱ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅰ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅱ 

・環境デザイン実験及び

演習 
 

 

 

大阪産業

大学 

工学部 

建築・環

境デザイ

ン学科

（平成１

４～１７

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２単位以上、及びＢ群から２７単位

以上を含む、計３２単位以上を取得した者（３年次編入学生含む） 

Ａ群 

・基礎数学および演習 ・基礎物理学および演習 

・基礎化学および演習 ・つり合いの力学 

・環境の物理学 ・物理学実験 

・色の化学 ・材料の科学 

・化学実験 ・形と数理Ⅰ 

・形と数理Ⅱ ・環境調査と数理Ⅰ 

・環境調査と数理Ⅱ ・計算機プログラミング 
 

Ｂ群 ・建築論 ・建築史Ⅰ 

 



・建築史Ⅱ ・建築計画論 

・住居計画論 ・建築デザイン論 

・建築構法 ・構造工学Ⅰ 

・構造工学Ⅱ ・構造計画論 

・建築材料工学 ・意匠材料学 

・施工法 ・環境・建築法規 

・図形科学 ・シビックデザイン及び計

画実習Ⅱ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅰ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅱ 

・環境デザイン実験及び

演習 
  

 

 

大阪産業

大学 

工学部 

建築・環

境デザイ

ン学科

（平成１

８～２０

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２単位以上、及びＢ群から２７単位

以上を含む、計３２単位以上取得した者（３年次編入学生を含む） 

Ａ群 

・現代数学入門 ・つり合いの力学 

・環境の物理学 ・物理学実験 

・色の化学 ・材料の科学 

・化学実験 ・形と数理Ⅰ 

・形と数理Ⅱ ・環境調査と数理Ⅰ 

・環境調査と数理Ⅱ ・計算機プログラミング 
 

Ｂ群 

・建築論 ・建築史Ⅰ 

・建築史Ⅱ ・建築計画論 

・住居計画論 ・建築デザイン論 

・建築構法 ・構造工学Ⅰ 

・構造工学Ⅱ ・構造計画論 

・建築材料工学 ・意匠材料学 

・施工法 ・環境・建築法規 

・図形科学 ・シビックデザイン及び計

画実習Ⅱ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅰ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅱ 

・環境デザイン実験及び

演習 
  

 

 

 

大阪産業

大学 

(平成２１

工学部 

建築・環

境デザイ

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から２４単位以上を含む、計３５単位以

上取得した者（３年次編入学生を含む） 
 



年度以降

に入学し

た者) 

ン学科

（平成２

１年度以

降に入

学した

者） 

Ａ群 

・つり合いの力学 ・環境の物理学 

・物理学実験 ・色の化学 

・材料の科学 ・化学実験 

・形と数理Ⅰ ・形と数理Ⅱ 

・環境調査と数理Ⅰ ・環境調査と数理Ⅱ 

・現代数学入門 ・環境計画論 

・環境・防災工学 ・建築設備工学 

・環境デザイン論 ・インテリア計画論 

・都市計画 ・インテリアデザイ

ン論 

・シビックデザイン及び計画実

習Ⅰ 
  

 

Ｂ群 

・建築論 ・建築史Ⅰ 

・建築史Ⅱ ・建築計画論 

・住居計画論 ・建築デザイン論 

・建築構法 ・構造工学Ⅰ 

・構造工学Ⅱ ・構造計画論 

・建築材料工学 ・意匠材料学 

・施工法 ・環境・建築法規 

・図形科学 ・シビックデザイン及び計

画実習Ⅱ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅰ 

・建築・インテリアデザイ

ン及び計画実習Ⅱ 

・環境デザイン実験及び

演習 
  

 

 

大阪産業

大学 

(平成１６

年度に入

学した者) 

工学部 

都市創

造工学

科（平成

１６年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１７単位以上を取得した者 

Ａ群 

・つりあいの力学 ・流れの力学 

・建設材料実験 ・土質実験 

・水理実験 ・構造力学１ 

・構造力学基礎 ・構造力学２ 

・構造力学演習１ ・構造力学基礎演習 

・構造力学演習２ ・土質力学１ 

・土質力学２ ・土質力学演習１ 

・土質力学演習２ ・水理学１ 

・水理学２ ・水理学演習１ 

・水理学演習２ ・建設材料１ 

 



・建設材料２ ・土木計画学１ 

・土木計画学２ ・鉄筋コンクリート 

・鉄筋コンクリート演習 ・構造解析学 

・地盤工学 ・防災工学 

・都市創造景観   
 

 

大阪産業

大学 

工学部 

都市創

造工学

科（平成

２１年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から２３単位以

上、Ｃ群から１科目以上という条件を満たした上で、全群から合計４

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物質科学 ・生命科学 

・現代数学入門 ・基礎数学および演習 

・解析・代数学１および演

習 

・解析・代数学２および演

習 

・解析・代数学３および演

習 

・工学基礎数学１ 

・工学基礎数学２ ・基礎物理学および演習 

・物理学 ・物理学実験 

・基礎化学および演習 ・一般化学 

・化学実験 ・コンピュータ基礎 

・コンピュータ応用１（ＣＡ

Ｄ） 

・コンピュータ応用２（ＣＡ

Ｄ） 
 

Ｂ群 

・都市創造入門セミナー ・測量学１ 

・測量学２ ・測量学実習 

・建設材料１ ・建設材料２ 

・つりあいの力学 ・構造力学１ 

・構造力学２ ・土の力学 

・土質力学１ ・土質力学２ 

・流れの力学 ・水理学１ 

・水理学２ ・土木計画学 

・交通システム学 ・環境工学１ 

・環境工学２ ・建設マネージメント 

・防災工学 ・建設材料実験 

・土質実験 ・水理実験 

・衛生実験 ・鉄筋コンクリート演習 

・構造力学演習 ・土質力学演習 

・水理学演習 ・交通工学演習 

・コンピュータ設計演習 ・鉄筋コンクリート 

 



・地盤工学 ・建設施工学 

・地震工学 ・建設法規１ 

・建設法規２   
 

Ｃ群 

・地域創造学 ・資源リサイクル 

・情報社会基盤学 ・都市計画 

・都市創造景観 ・舗装工学 

・橋梁工学 ・骨組構造力学 

・河川工学 ・海岸工学 

・地域計画 ・道路交通工学 

・環境システム ・まちづくり論１ 

・まちづくり論２ ・まちづくり論３ 

・まちづくり演習１ ・まちづくり演習２ 

・まちづくり演習３ ・まちづくり演習４ 

・都市創造デザイン１ ・都市創造デザイン２ 

・都市創造デザイン３ ・都市創造デザイン４ 

・卒業研究 ・卒業演習 

・ゆめふくらむテーマ科目

１ 

・ゆめふくらむテーマ科目

２ 

・ゆめふくらむテーマ科目

３ 

・ゆめふくらむテーマ科目

４ 

・ゆめ育むコース特別演

習１ 

・ゆめ育むコース特別演

習２ 

・ゆめ育むコース特別演

習３ 

・ゆめ育むコース特別演

習４ 
 

 

大阪産業

大学 

(平成２４

年度以降

に入学し

た者) 

デザイン

工学部 

環境理

工学科

（平成２

９年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１科目以上履修した者 

科目群 ・物質科学 ・現代修学入門 
 

 

 

大阪産業

大学 

(平成２４

年度以降

デザイン

工学部 

建築・環

境デザイ

次に掲げる科目のうち、合計１科目以上履修した者 

科目群 ・物質科学 ・現代数学入門 
 

 

 



に入学し

た者) 

ン学科

（平成２

４年度以

降に入

学した

者） 

大阪産業

大学 

(平成３０

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

都市創

造工学

科 自然

エネルギ

ーコース

（平成３

０年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１５単位以上履修した者 

科目群 

・測量学２ ・建設材料１ 

・鉄筋コンクリート ・建設材料２ 

・構造力学２ ・構造工学 

・土質力学２ ・地盤工学 

・水理学２ ・土木計画学 

・建設施工学 ・構造力学演習 

・土質力学演習 ・水理学演習 

・地域・計画学演習 ・鉄筋コンクリート演習 
 

 

 

大阪市立

大学 

工学部 

都市基

盤工学

科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・解析Ⅰ ・解析Ⅱ 

・解析Ⅲ ・応用数学Ａ 

・応用数学Ｂ ・基礎物理学Ⅰ 

・基礎物理学Ｆ   
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅰ演習 

・構造力学Ⅱ ・構造力学Ⅱ演習 

・構造力学Ⅲ ・構造力学Ⅲ演習 

・水理学Ⅰ ・水理学Ⅰ演習 

・水理学Ⅱ ・水理学Ⅱ演習 

・土質力学Ⅰ ・土質力学Ⅰ演習 

・土質力学Ⅱ ・土質力学Ⅱ演習 

・地盤工学 ・コンクリート工学 

・コンクリート構造工学Ⅰ ・コンクリート工学実験 

・土質実験 ・力学実験 

・マトリックス構造解析 ・構造物実験法 

・振動工学 ・コンクリート構造工学Ⅱ 

 



・水理学Ⅲ ・地盤工学Ⅱ 

・基礎工学 ・建築構造力学序説 
 

Ｃ群 

・鋼構造工学Ⅰ ・鋼構造工学Ⅱ 

・鋼構造設計演習 ・都市基盤計画 

・都市基盤計画演習 ・交通工学 

・交通工学実験 ・都市基盤デザイン 

・鋼構造工学Ⅲ ・河川工学 

・海岸・港湾工学 ・環境水質学 

・交通計画 ・交通環境工学 

・都市計画 ・環境生態学Ⅰ 

・環境生態学Ⅱ ・環境物理学Ⅰ 

・環境都市経済学   
 

 

大阪市立

大学 

工学部 

都市学

科（平成

２５年度

までの入

学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・解析Ⅰ ・解析Ⅱ 

・解析Ⅲ ・解析Ⅳ 

・応用数学Ａ ・応用数学Ｂ 

・応用数学Ｃ ・基礎物理学Ⅰ－Ｅ 

・基礎物理学Ⅲ ・基礎物理学実験Ⅰ 

・基礎物理化学Ａ ・基礎物理化学Ｂ 

・基礎有機化学 ・基礎分析化学 

・基礎無機化学 ・基礎化学実験Ⅰ 

・生物学概論Ａ ・生物学概論Ｂ 

・生物学概論Ｄ ・生物学実験Ａ 
 

Ｂ群 

・基礎流体力学 ・構造力学Ⅰ 

・土質力学Ⅰ ・水理学 

・構造力学Ⅱ ・土質力学Ⅱ 

・測量学Ⅰ ・測量学Ⅰ実習及び製図 

・測量学Ⅱ ・水理学演習 

・構造力学演習 ・土質力学演習 

・建設材料学 ・地盤基礎工学 

・コンクリート構造設

計論 

・コンピュータシミュレーション

解析 

・材料実験   
 

 



Ｃ群 

・都市学入門 ・都市の計画学 

・都市環境学 ・都市学総論 

・都市学演習Ⅰ ・都市学演習Ⅱ 

・都市学演習Ⅲ ・卒業研究 

・都市学実験Ａ ・都市学実験Ｂ 

・都市デザイン総合演習 ・環境創生総合演習 

・都市計画 ・環境計測学 

・都市エネルギー工学 ・環境生態学 

・都市防災計画 ・環境政策論 

・都市交通計画 ・都市論 

・卒業設計 ・気圏環境工学 

・地圏環境工学 ・環境評価学 

・交通環境工学 ・鋼構造設計論 

・橋梁工学   
 

 

大阪市立

大学 

(平成２６

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

都市学

科（平成

２６年度

以降の

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・解析Ⅰ ・解析Ⅱ 

・解析Ⅲ ・解析Ⅳ 

・応用数学Ａ ・応用数学Ｂ 

・応用数学Ｃ ・基礎物理学Ⅰ‐Ｅ 

・基礎物理学Ⅲ ・基礎物理学実験Ⅰ 

・基礎物理化学Ａ ・基礎物理化学Ｂ 

・基礎有機化学 ・基礎分析化学 

・基礎無機化学 ・基礎化学実験Ⅰ 

・生物学概論Ａ ・生物学概論Ｂ 

・生物学概論Ｄ ・生物学実験Ａ 
 

Ｂ群 

・基礎流体力学 ・構造力学Ⅰ 

・土質力学Ⅰ ・水理学 

・構造力学Ⅱ ・土質力学Ⅱ 

・測量学Ⅰ ・測量学Ⅰ実習及び製図 

・測量学Ⅱ ・水理学演習 

・構造力学演習 ・土質力学演習 

・建設材料学 ・地盤基礎工学 

 



・コンクリート構造設

計論 

・コンピュータシミュレーション

解析 

・振動工学 ・土質実験 

・コンクリート工学実

験 
  

 

Ｃ群 

・都市学入門 ・都市環境学 

・都市学総論 ・都市学演習Ⅰ 

・都市学演習Ⅱ ・都市学演習Ⅲ 

・卒業研究 ・都市学実験 

・都市デザイン総合演習 ・環境創生総合演習 

・都市計画 ・環境計測学 

・都市エネルギー工学 ・環境生態学 

・都市防災計画 ・環境政策論 

・都市交通計画 ・都市論 

・卒業設計 ・気圏環境工学 

・地圏環境工学 ・環境評価学 

・交通環境工学 ・鋼構造設計論 

・橋梁工学   
 

 

大阪大学 

基礎工

学部 シ

ステム科

学科 機

械科学コ

ース 

次に掲げる科目のうち１１単位以上履修した者 

科目群 

・機械制御工学 ・計測工学 

・流体力学 ・弾性力学 

・塑性力学 ・材料強度学 

・機械材料学Ａ ・機械材料学Ｂ 

・生産加工学 ・ロボット工学 

・生産工学   
 

 

 

大阪大学 

(平成９年

度から平

成１１年

度までの

入学者) 

工学部 

応用理

工学科 

機械工

学科目 

機械物

理工学コ

ース（平

成９年度

から平成

１１年度

次に掲げる科目から、７単位以上履修した者 

科目群 

・基礎熱力学 ・材料学通論 

・輸送現象論Ⅰ ・輸送現象論Ⅱ 

・材料力学 ・固体力学基礎 

・流体力学Ⅰ ・工業熱力学 

・機械設計基礎 ・機械加工学基礎 

・機械力学 ・固体力学応用 

・材料強度学 ・流体力学Ⅱ 

・粘弾性流体力学 ・応用伝熱学 

・流体機械 ・熱機関論 

 



までの入

学者） 
・統計力学 ・設計工学 

・生産工学 ・機械加工学応用 

・計測工学 ・メカトロニクス 
 

 

大阪大学 

(平成１２

年度入学

者) 

工学部 

応用理

工学科 

機械工

学科目 

機械物

理工学コ

ース（平

成１２年

度入学

者） 

次に掲げる科目から、７単位以上履修した者 

科目群 

・基礎熱力学 ・材料学通論 

・輸送現象論Ⅰ ・輸送現象論Ⅱ 

・材料力学 ・材料力学応用 

・固体力学基礎 ・流体力学Ⅰ 

・工業熱力学 ・機械設計基礎 

・機械加工学基礎 ・機械力学 

・固体力学応用 ・材料強度学 

・流体力学Ⅱ ・粘弾性流体力学 

・応用伝熱学 ・流体機械 

・熱機関論 ・統計力学 

・設計工学 ・生産工学 

・機械加工学応用 ・計測工学 

・メカトロニクス   
 

 

 

大阪大学 

(平成１３

年度から

平成１６

年度まで

の入学者) 

工学部 

応用理

工学科 

機械工

学科目 

機械物

理工学コ

ース（平

成１３年

度から平

成１６年

度までの

入学者） 

次に掲げる科目から、７単位以上履修した者 

科目群 

・基礎熱力学 ・材料学通論 

・流れ学 ・輸送現象論 

・材料力学 ・材料力学応用 

・固体力学基礎 ・流体力学Ⅰ 

・工業熱力学 ・機械設計基礎 

・機械加工学基礎 ・機械力学 

・固体力学応用 ・材料強度学 

・流体力学Ⅱ ・粘弾性流体力学 

・応用伝熱学 ・流体機械 

・熱機関論 ・統計力学 

・設計工学 ・生産工学 

・機械加工学応用 ・計測工学 

・メカトロニクス   
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成９年

工学部 

電子材

料工学

次に掲げる科目のうち、合計９単位以上履修した者 

科目群 
・ディジタル回路 ・電気回路Ⅱ 

・電子回路Ⅰ ・電子回路Ⅱ 

 



度に入学

した者) 

科（平成

９年度に

入学した

者） 

・電子回路演習 ・電磁気学Ⅱ 

・計測学 ・機器分析 

・電子基礎実験   
 

 

大阪電気

通信大学 

(平成１０

年度及び

平成１１

年度まで

に入学し

た者) 

工学部

第１部 

電子材

料工学

科（平成

１０年度

及び平

成１１年

度までに

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計９単位以上履修した者 

科目群 

・ディジタル回路 ・電気回路Ⅱ 

・電子回路Ⅰ ・電子回路Ⅱ 

・電子回路演習 ・電磁気学Ⅱ 

・計測学 ・機器分析 

・電子基礎実験   
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成１２

年度以降

平成１７

年度まで

に入学し

た者) 

工学部

第１部 

電子材

料工学

科（平成

１２年度

以降平

成１７年

度までに

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計５単位以上履修した者 

科目群 

・ディジタル回路 ・電気回路 

・回路学演習 ・電磁気学Ⅱ 

・電磁気学演習 ・電子回路Ⅰ 

・電子回路Ⅱ   
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成１８

年度に入

学した者) 

工学部

第１部 

応用化

学科（平

成１８年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１５単位以上履修した者 

科目群 

・基礎電気回路 ・回路学 

・電磁気学 ・エレクトロニクス材料２ 

・電気化学 ・固体化学 

・機器分析１ ・機器分析２ 
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成１９

工学部 

応用化

学科（平

次に掲げる科目のうち、合計１５単位以上履修した者 

科目群 
・基礎電気回路 ・回路学 

・電磁気学 ・エレクトロニクス材料２ 

 



年度及び

平成２０

年度に入

学した者) 

成１９年

度及び

平成２０

年度に

入学した

者） 

・電気化学 ・固体化学 

・機器分析１ ・機器分析２ 
 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２１

年度及び

平成２２

年度に入

学した者) 

工学部 

応用化

学科（平

成２１年

度及び

平成２２

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・固体化学 ・電気化学 

・セラミックス材料 ・機器分析１ 

・機器分析２ ・分子分光学 

・エレクトロニクス材料 ・ナノ化学 

・超分子化学 ・錯体化学 

・高分子材料   
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２３

年度以降

平成２６

年度まで

に入学し

た者) 

工学部 

環境科

学科コー

ス１（平

成２３年

度以降

平成２６

年度まで

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計９単位以上履修した者 

科目群 

・電気電子工学１ ・電気電子工学２ 

・電気実験 ・機器分析１ 

・機器分析２ ・電気化学 

・環境と電池 ・バイオマス利用学 
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

環境科

学科コー

ス１（平

成２７年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計９単位以上履修した者 

科目群 

・電気電子工学１ ・電気電子工学２ 

・電気実験 ・機器分析 

・電気化学 ・環境と電池 
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２３

年度以降

工学部 

環境科

学科コー

ス２（平

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上履修した者 

科目群 
・電気電子工学１ ・電気電子工学２ 

・電気実験 ・機器分析１ 

 



平成２６

年度まで

に入学し

た者) 

成２３年

度以降

平成２６

年度まで

に入学し

た者） 

・機器分析２ ・電気化学 

・環境と電池 ・エコ化学実験１ 

・エコ化学実験２ ・バイオマス利用学 
 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

環境科

学科コー

ス２（平

成２７年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上履修した者 

科目群 

・電気電子工学１ ・電気電子工学２ 

・電気実験 ・機器分析 

・電気化学 ・環境と電池 

・エコ化学実験１ ・エコ化学実験２ 
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２３

年度以降

平成２６

年度まで

に入学し

た者) 

工学部 

環境科

学科コー

ス３（平

成２３年

度以降

平成２６

年度まで

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上履修した者 

科目群 

・電気電子工学１ ・電気電子工学２ 

・化学実験 ・機器分析１ 

・機器分析２ ・電気化学 

・環境と電池 ・エコ化学実験１ 

・エコ化学実験２ ・バイオマス利用学 
 

 

 

大阪電気

通信大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

環境科

学科コー

ス３（平

成２７年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上履修した者 

科目群 

・電気電子工学１ ・電気電子工学２ 

・化学実験 ・機器分析 

・電気化学 ・環境と電池 

・エコ化学実験１ ・エコ化学実験２ 
 

 

 

大阪府立

今宮工科

高等学校 

定時制

の課程 

総合学

科 建築

系列 

次に掲げる科目の中から１単位以上を取得した者 

科目群 
・環境実験 ・測量 

・課題研究   
 

 

 



大阪府立

今宮工科

高等学校 

工学系 

大学進

学専科

（「建築

学に関

する学

科」を修

めた者）

（平成２

８年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１単位以上履修した者 

科目群 

・建築・グラフィックデザイ

ン系製図 

・建築・グラフィックデザイ

ン系実習 

・建築構造設計   
 

 

 

大阪府立

今宮工科

高等学校 

工学系 

大学進

学専科

（「電気

工学に

関する

学科」を

修めた

者）（平

成２８年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計７単位以上履修した者 

科目群 
・機械・電気系製図 ・機械・電気系実習 

・電気基礎   
 

 

 

大阪府立

大学 

農学部 

地域環

境科学

科 

科目群の中から１７単位以上履修した者 

科目群 

・土質理工学 ・水文水理学 

・環境気候学 ・生態気象学 

・応用力学 ・生物生産機械工学 

・基礎構造力学 ・応用構造力学 

・地盤工学 ・環境施設計画設計論 

・環境施工法 ・農地整備保全学 

・水理学 ・土壌物理学 

・灌漑工学 ・排水工学 

・農業開発論   
 

 

 



大阪府立

大学 

工学部 

海洋シス

テム工

学科（平

成１５～

１６年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から１６単位以上履修した者 

科目群 

・海洋システム工学設計

演習Ⅰ 

・海洋システム工学設計

演習Ⅱ 

・海洋システム工学演習

Ⅰ 

・海洋システム工学演習

Ⅱ 

・海洋システム工学演習

Ⅲ 

・海洋システム工学演習

Ⅳ 

・海洋システム工学演習

Ⅴ 

・海洋システム工学セミ

ナー 

・海洋システム工学総論 ・システム工学ＢⅠ 

・システム工学ＢⅡ ・流体力学ＢⅠ 

・流体力学ＢⅡ ・浮体静力学 

・材料力学ＣⅠ ・材料力学ＣⅡ 

・構造力学 ・振動学 

・浮体運動学 ・海洋システム設計工学 

・海洋システム計画学 ・船舶流体力学 

・海洋流体力学 ・一般機械工作実習 

・熱力学Ｂ ・制御工学Ａ 
 

 

 

大阪府立

大学工業

高等専門

学校 

総合工

学システ

ム学科 

環境都

市システ

ムコース 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１１単位以上、合計２８単位以上履修した者 

Ａ群 

・情報処理 ・ＣＡＤⅠ 

・プログラミング ・ＣＡＤⅡ 

・数値計算 ・情報科学 

・応用物理Ⅰ ・応用物理Ⅱ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・マイクロコンピュータ ・応用数学Ⅲ 

・応用物理Ⅲ ・応用物理Ⅳ 
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・構造力学演習 ・ＲＣ工学Ⅰ 

・鋼構造学Ⅰ ・水環境工学 

・水環境工学演習 ・土質環境工学 

・土質環境工学演習 ・都市環境計画 

・生活環境計画 ・環境デザイン論Ⅰ 

・測量学 ・環境構造実験 

・ＲＣ工学Ⅱ ・鋼構造学Ⅱ 
 

 



Ｃ群 

・環境デザイン論Ⅱ ・環境アセスメント 

・資源リサイクル工学 ・環境施工 

・環境衛生工学Ⅰ ・環境衛生工学Ⅱ 

・防災工学 ・環境デザイン実習 
 

 

大阪府立

大学工業

高等専門

学校 

総合工

学システ

ム学科 

都市環

境コース 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１４単位以上、Ａ群からＣ群までの

各群合計２０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学ａ ・基礎数学ｂ 

・微分積分ａ ・微分積分ｂ 

・解析ａ ・解析ｂ 

・線形代数・微分方程式 ・物理１ 

・物理２ ・物理３ 

・化学１ ・化学２ 

・情報処理Ⅰ ・情報処理Ⅱ 

・数値計算 ・応用数学Ⅰ 

・応用物理Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・応用物理Ⅱ   
 

Ｂ群 

・測量学 ・構造力学Ⅰ 

・水循環工学Ⅰ ・土質環境工学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・ＲＣ工学 

・鋼構造学 ・都市環境計画 

・生活環境計画 ・水循環工学Ⅱ 

・土質環境工学Ⅱ   
 

Ｃ群 

・建設施工 ・環境衛生工学 

・資源リサイクル工学 ・環境デザイン論 

・防災工学   
 

 

 

岡山商科

大学附属

高等学校 

総合学

科（ただ

し、平成

１９年度

以前に

入学した

者に限

る） 

Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ群合わせて２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・空気調和設備 ・設備計画 

・製図Ⅰ ・製図Ⅱ 

・製図Ⅲ ・環境基礎工学 

・地球環境工学 ・衛生防災設備 
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・理科総合Ａ 

・理科総合Ｂ ・情報Ａ 

・情報処理 ・情報技術基礎 

 



・物理Ⅰ ・化学Ⅰ 

・生物Ⅰ ・工業技術基礎① 

・工業技術基礎② ・工業数理基礎 
 

 

岡山大学 

環境理

工学部 

環境管

理工学

科（平成

１６～２２

年度以

前入学

者） 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・情報処理入門 ・現代の物理学 

・現代の化学 ・統計学Ⅰ 

・統計学Ⅱ ・基礎からの力学 

・物質化学入門 ・情報処理（Ｃ言語） 

・環境管理数学 ・応用解析学Ａ 

・応用解析学Ｂ   
 

Ｂ群 

・環境と地盤 ・流体力学入門 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・土質力学 ・環境施設設計学 

・土壌物理実験 ・水利実験 

・土質・コンクリート実験 ・水理学 

・地盤防災工学 ・コンクリート工学 
 

Ｃ群 

・環境理工学入門 ・環境影響評価学 

・地域景観論 ・水域環境管理学 

・環境施設管理学 ・景観管理学 

・卒業論文   
 

 

 

岡山大学 

(平成２３

年度入学

者) 

環境理

工学部 

環境管

理工学

科（平成

２３年度

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・情報処理入門 ・物理入門 

・現代の化学 ・統計学Ⅰ 

・統計学Ⅱ ・基礎からの力学物質 

・化学入門 ・環境管理数学 

・応用解析学Ａ ・応用解析学Ｂ 
 

Ｂ群 

・環境と地盤 ・流体力学入門 

・構造力学 ・土質力学 

・環境施設設計学 ・土壌物理実験 

・水利実験 ・土質・コンクリート実験 

・水理学 ・地盤防災工学 

 



・コンクリート工学   
 

Ｃ群 

・環境理工学入門 ・環境影響評価学 

・地域景観論 ・水域環境管理学 

・景観管理学 ・卒業論文 
 

 

岡山大学 

(平成２４

年度入学

者) 

環境理

工学部 

環境管

理工学

科（平成

２４年入

学者） 

次に掲げる科目から２単位以上履修した者 

科目群 
・水理学 ・地盤防災工学 

・コンクリート工学   
 

 

 

岡山大学 

環境理

工学部 

環境管

理工学

科（平成

２６年度

入学者） 

次に掲げる科目から２単位以上履修した者 

科目群 
・水理学 ・地盤防災工学 

・コンクリート工学   
 

 

 

小山工業

高等専門

学校 専

攻科 

(平成１６

～２１年

度に入学

した者) 

建築学

専攻（平

成１６～

２１年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１８単位以上を取得した者 

Ａ群 

・まちづくり論 ・近代建築思潮史 

・地域施設計画論 ・住居地計画論 

・環境デザイン論 ・設備システム論 

・合成構造論 ・建築耐震設計論 

・建築構造解析学 ・バリアフリー・デザイン論 

・建築弾塑性力学 ・建築高機能材料工学 

・建築ＣＡＤ・ＣＧ   
 

 

 

小山工業

高等専門

学校 専

攻科 

(平成２２

～２４年

度に入学

した者) 

複合工

学専攻・

建築学コ

ース（平

成２２～

２４年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１８単位以上を取得した者 

Ａ群 

・まちづくり論 ・近代建築思潮史 

・地域施設計画論 ・居住地計画論 

・環境デザイン論 ・設備システム論 

・合成構造論 ・建築耐震設計論 

・建築構造解析学 ・バリアフリー・デザイン論 

・建築弾塑性力学 ・建築高機能材料工学 

・建築ＣＡＤ・ＣＧ   
 

 

 



小山工業

高等専門

学校 専

攻科 

(平成２５

年度以降

に入学し

た者) 

複合工

学専攻・

建築学コ

ース（平

成２５年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から１１単位以上履修した者 

Ａ群 

・まちづくり論 ・近代建築思潮史 

・地域施設計画論 ・居住地計画論 

・設備システム論 ・鋼・合成構造論 

・建築耐震設計論 ・建築構造解析学 

・都市防災論 ・鉄筋コンクリート構造論 

・建築高機能材料工学 ・地域設計Ⅰ 

・地域設計Ⅱ   
 

 

 

香川大学 

(平成１４

年度以前

に入学し

た者) 

工学部 

安全シス

テム建

設工学

科（平成

１８年度

以前に

入学した

者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・情報数学 ・数値解析 

・確率・統計 ・プログラミングⅠ（演習） 

・プログラミングⅡ（演習）   
 

Ｂ群 

・流体力学 ・水理学Ⅰ 

・水文学 ・土木地質学 

・土木技術史 ・構造力学Ⅰ 

・振動学 ・土質力学Ⅰ 

・岩石学 ・材料力学Ⅰ 

・水理学Ⅱ ・沿岸水理学 

・建設材料学 ・コンクリート工学 

・土木施工学 ・構造力学Ⅱ 

・土質力学Ⅱ ・岩盤工学 
 

Ｃ群 

・水質工学 ・土地利用環境工学 

・ランドスケープデザイン ・環境アセスメント 

・水資源工学 ・河川工学 

・水災害制御工学 ・水処理工学 

・水環境工学 ・水資源管理学 

・水源地域保全学 ・流域水循環工学 

・土地保全学 ・地域防災工学 

・防災信頼性工学 ・橋梁工学 

・地震工学 ・道路工学 

・地盤災害工学 ・地域計画学Ⅰ 

・地域計画学Ⅱ ・緑化工学 
 

 

 



香川大学 

(平成１５

～１８年

度に入学

した者) 

工学部 

安全シス

テム建

設工学

科（平成

１８年度

以前に

入学した

者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・プログラミングⅠ（演習） ・プログラミングⅡ（演習） 

・微分・積分 ・確立・統計 

・数理演習Ⅰ（演習） ・数理演習Ⅱ（演習） 
 

Ｂ群 

・水文学 ・水理学Ⅰ 

・水理学Ⅱ ・土木技術史 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・振動学 ・土質力学Ⅰ 

・土質力学Ⅱ ・建設材料学 

・地盤工学 ・コンクリート工学 

・建設環境マネジメント ・水システム工学実験

（実験） 

・地盤工学実験（実験） ・コンクリート・構造実験

（実験） 

・水システム工学演習

（演習） 

・構造・土質力学演習Ⅰ

（演習） 

・構造・土質力学演習Ⅱ

（演習） 
  

 

Ｃ群 

・水環境基礎科学 ・環境計画学 

・都市・地域計画学 ・ランドスケープデザイン 

・水資源工学 ・河川工学 

・海岸・海洋工学 ・上下水道工学 

・鋼構造工学 ・地震工学 

・都市防災システム工学 ・緑化工学 
 

 

 

鹿児島県

立鹿児島

工業高等

学校 

(平成１３

年度に入

学した者) 

全日制

課程 情

報技術

系 

Ｂ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修し

た者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・物理ⅠＡ ・化学ⅠＢ 

・工業基礎 ・工業数理 

・情報技術基礎 ・プログラミング技術 
 

Ｂ群 

・課題研究 ・電気基礎 

・通信技術 ・電気機器 

・電力技術 ・電子技術 

 



・環境電力技術   
 

 

鹿児島県

立鹿児島

工業高等

学校 

(平成１４

年度に入

学した者) 

全日制

課程 情

報技術

系 

Ｂ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修し

た者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・物理ⅠＡ ・化学ⅠＡ 

・工業基礎 ・情報技術基礎 

・プログラミング技術   
 

Ｂ群 

・課題研究 ・電気基礎 

・通信技術 ・電気機器 

・電力技術 ・電子技術 

・環境電力技術   
 

 

 

鹿児島県

立鹿児島

工業高等

学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

課程 情

報技術

系 

Ｂ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修し

た者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・理科総合Ａ ・物理Ⅰ 

・工業技術基礎 ・情報技術基礎 

・プログラミング技術   
 

Ｂ群 

・課題研究 ・電気基礎 

・生産システム技術 ・電気機器 

・環境電力技術 ・電子機械 

・電子機械応用 ・電子回路 
 

 

 

鹿児島県

立鹿児島

工業高等

学校 

電子機

械系 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ａ群からＢ群までの

各群から合計６単位以上履修した者 

Ａ群 ・生産システム技術 ・機械設計 
 

Ｂ群 ・数学Ａ ・数学Ｂ 
 

 

 

鹿児島工

業高等専

門学校 

(平成２２

年度以降

都市環

境デザイ

ン工学

科（平成

２２年度

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１１単位以上、合計２８単位以上履修した者 

Ａ群 
・数学基礎Ⅰ ・数学基礎Ⅱ 

・数学基礎Ⅲ ・数学基礎Ⅳ 

 



に入学し

た者) 

以降に

入学した

者） 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・線形代数Ⅲ ・微積分学Ⅰ 

・微積分学Ⅱ ・微積分学Ⅲ 

・微積分学Ⅳ ・確率・統計 

・物理Ⅰ ・物理Ⅱ 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学Ⅲ ・化学Ⅳ 

・生物 ・線形代数Ⅳ 

・微分方程式 ・統計学 

・数学演習 ・物理学演習 

・情報処理Ⅰ ・物理学基礎Ⅰ 

・物理学基礎Ⅱ ・物理学基礎Ⅲ 

・物理学実験 ・情報処理Ⅱ 

・応用数学 ・数値解析 
 

Ｂ群 

・測量学実習Ⅰ ・測量学実習Ⅱ 

・基礎製図Ⅰ ・基礎製図Ⅱ 

・土質工学実験 ・材料学実験 

・構造工学実験 ・水理学実験 

・鉄筋コンクリート工学実

験 

・構造物設計 

・測量学Ⅰ ・測量学Ⅱ 

・応用力学 ・材料学 

・構造力学Ⅰ ・水理学Ⅰ 

・土質力学 ・鉄筋コンクリート工学

Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・水理学Ⅱ 

・地盤工学 ・鉄筋コンクリート工学

Ⅱ 

・応用測量学 ・応用材料学 
 

Ｃ群 

・環境工学実験 ・卒業研究 

・都市環境デザイン工学概論 ・環境工学Ⅰ 

・橋梁設計 ・景観設計 

・都市計画 ・鋼構造工学 

・耐震工学 ・環境工学Ⅱ 

・河川環境工学 ・交通計画学 

・港湾工学 ・道路工学 
 

 



鹿児島工

業高等専

門学校 

専攻科 

同校本

科都市

環境デ

ザイン工

学科の

課程を

卒業後、

同校専

攻科建

設工学

専攻の

課程修

了者（平

成２７年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１２単位以

上、Ａ群からＣ群までの各群合計１９単位以上履修した者 

Ａ群 

・線形代数Ⅳ ・微分方程式 

・統計学 ・数学演習 

・物理学演習 ・物理学基礎Ⅲ 

・物理学（実験） ・応用数学 

・数値解析 ・応用代数学 

・線形代数学 ・解析力学 

・地球物理学概論   
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅱ ・水理学Ⅱ 

・地盤工学 ・鉄筋コンクリート工学Ⅱ 

・応用測量学 ・耐震工学 

・応用材料学 ・地盤防災工学特論 

・建設材料学 ・建設工学特別演習Ⅰ（演習） 
 

Ｃ群 

・環境工学Ⅰ ・都市計画 

・鋼構造工学 ・環境工学Ⅱ 

・河川環境工学 ・交通計画学 

・港湾工事 ・道路工学 

・安全衛生工学 ・都市計画持論 

・都市計画実習（演習）   
 

 

 

鹿児島実

業高等学

校 

(平成１６

年度以降

に入学し

た者) 

総合学

科（平成

１６年度

以降に

入学した

者） 

次ぎに掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

Ａ群 

・工業技術基礎 ・土木基礎力学 

・土木構造設計 ・社会基盤工学 

・土木実習 ・測量 

・土木施工 ・施工実習 

・土木製図 ・環境図画工作 

・課題研究   
 

 

 

神奈川県

立川崎工

科高等学

校 

総合技

術科 電

気系 電

気テクノ

ロジーコ

ース 

次に掲げる科目から合計７単位以上履修した者 

科目群 
・電力技術 ・電気機器 

・電子計測制御 ・課題研究 
 

 

 



神奈川県

立藤沢工

科高等学

校 

(平成１５

～１９年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合技術

科 生産

技術系

（平成１

５～１９

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・機械設計１ ・機械設計２ 

・材料技術基礎 ・生産システム技術 

・機械製図 ・機械設計 
 

 

 

神奈川県

立藤沢工

科高等学

校 

(平成１５

～１９年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合技術

科 情報

通信系

（平成１

５～１９

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・電気基礎Ⅰ ・回路デザイン技術 

・電気基礎 ・通信技術 

・電子情報技術   
 

 

 

神奈川県

立藤沢工

科高等学

校 

(平成１５

～１９年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合技術

科 建築

系（平成

１５～１９

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・建築構造 ・建築施工 

・建築構造設計 ・材料技術基礎 

・建築製図 ・建築計画 

・建築法規   
 

 

 

神奈川県

立藤沢工

科高等学

校 

(平成１５

～１９年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合技術

科 都市

土木系

（平成１

５～１９

年度に

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・測量 ・土木基礎力学 

・土木施工 ・材料技術基礎 

・土木構造設計 ・社会基盤工学 
 

 

 



入学した

者） 

神奈川県

立藤沢工

科高等学

校 

(平成１５

～１９年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合技術

科 住環

境系（平

成１５～

１９年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・衛生・防災設備 ・材料技術基礎 

・建築法規 ・土木基礎力学 

・環境とリサイクル ・エネルギー環境 
 

 

 

神奈川県

立吉田島

総合高等

学校 

総合学

科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

合計１３単位以上、Ｂ群及びＣ群から合計５単位以上履修した者 

Ａ群 

・理科総合Ａ ・生物学Ⅰ 

・化学Ⅰ ・物理Ⅰ 

・生物Ⅱ ・化学Ⅱ 

・物理Ⅱ ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・数学Ｃ   
 

Ｂ群 

・測量実習 ・農業土木設計 

・農業土木施工 ・水理 

・土質 ・応用土木設計 
 

Ｃ群 ・環境・食・農   
 

 

 

神奈川県

立吉田島

総合高等

学校 

総合学

科 地域

環境系

列 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から７単位以上、両群から合計１３単

位以上履修した者 

Ａ群 

・生物 ・化学 

・物理 ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ａ 

・数学Ｂ ・数学Ｃ 
 

Ｂ群 

・農業土木設計 ・農業土木施工 

・水循環 ・土質 

・社会基盤工学 ・測量 

・土木実習   
 

 

 



神奈川工

科大学 

創造工

学部 ホ

ームエレ

クトロニ

クス開発

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＢ群までの各群から１科目以上、

Ａ群から５単位以上履修した者 

Ａ群 

・電気電子回路Ⅲ ・家電と制御 

・家電製品と電気法規 ・電気電子工学Ⅰ 

・電気電子工学Ⅱ ・電気電子工学Ⅲ 

・マイコン回路設計講座   
 

Ｂ群 
・エネルギーと電気設備 ・卒業プロジェクト 

・卒業研究   
 

 

 

神奈川大

学 

工学部 

電子情

報フロン

ティア学

科  

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１１単位以上、Ｂ群から１科目以上

履修した者 

Ａ群 

・情報システム基礎 ・電子回路基礎 

・ディジタルシステム基礎 ・計測工学 

・光波電磁波 ・ディジタル電子回

路 

・電気機器とパワーエレクトロニ

クス 

・高電圧工学 

・伝送システム ・集積回路工学 

・電力工学 ・電気法規 

・通信網工学   
 

Ｂ群 

・物性科学 ・電子デバイス 

・半導体工学 ・電気機器設計製図 

・電気応用 ・電気応用 
 

 

 

金沢大学 

理工学

域 環境

デザイン

学類 

次に掲げる科目より７単位以上取得した者 

科目群 

・構造解析学第１ ・管水路水理学及び演習 

・開水路水理学及び

演習 

・土質力学第２及び演習 

・応用振動学 ・建設材料学第２ 

・構造解析学第２ ・コンクリート構造第１及び演

習 

・地盤基礎工学 ・構造・地盤動力学 

・交通計画 ・コンクリート構造学第２及び

演習 

・応用力学 ・環境・防災水工学 

・環境地盤工学   
 

 

 



金沢大学 

工学部 

人間・機

械工学

科 

次に掲げる科目から４単位以上履修した者 

科目群 

・基礎加工学 ・材料工学 

・材料力学Ⅱ ・制御工学 

・機械要素 ・機械加工学 

・流れ学Ⅱ ・機械創造学 

・材料設計学 ・機械振動学Ⅱ 

・伝熱学 ・メカトロニクス 

・構造解析学 ・ロボット制御 

・知的生産システム ・応用伝熱学 

・流体機械   
 

 

 

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 

次に掲げる科目から２１単位以上履修した者 

科目群 

・建築計画Ａ ・建築計画Ｂ 

・建築法規 ・建築ＣＡＤ演習Ⅰ 

・建築ＣＡＤ演習Ⅱ ・設計製図演習 

・建築設計演習Ⅰ ・建築設計演習Ⅱ 

・建築設計演習Ⅲ ・建築設計演習Ⅳ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

・測量実習 ・建築環境工学 

・建築環境工学実験 ・建築施工 

・建築設備 ・現代建築デザイン論 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 
 

 

 

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 

次に掲げる科目から２１単位以上履修した者 

科目群 

・建築計画Ａ ・建築計画Ｂ 

・建築法規 ・建築ＣＡＤ演習Ⅰ 

・建築ＣＡＤ演習Ⅱ ・設計製図演習 

・建築設計演習Ⅰ ・建築設計演習Ⅱ 

・建築設計演習Ⅲ ・建築設計演習Ⅳ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

・測量実習 ・建築環境工学 

・建築環境工学実験 ・建築施工 

・建築設備 ・現代建築デザイン論 

・西洋建築史 ・日本建築史 

 



・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 
 

 

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 

次に掲げる科目から２１単位以上履修した者 

科目群 

・建築計画Ａ ・建築計画Ｂ 

・建築法規 ・建築ＣＡＤ演習Ⅰ 

・建築ＣＡＤ演習Ⅱ ・設計製図演習 

・建築設計演習Ⅰ ・建築設計演習Ⅱ 

・建築設計演習Ⅲ ・建築設計演習Ⅳ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

・測量実習 ・建築環境工学 

・建築環境工学実験 ・建築施工 

・建築設備 ・現代建築デザイン論 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 
 

 

 

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 

次に掲げる科目から２１単位以上履修した者 

科目群 

・建築計画Ａ ・建築計画Ｂ 

・建築法規 ・建築ＣＡＤ演習Ⅰ 

・建築ＣＡＤ演習Ⅱ ・設計製図演習 

・建築設計演習Ⅰ ・建築設計演習Ⅱ 

・建築設計演習Ⅲ ・建築設計演習Ⅳ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

・測量実習 ・建築環境工学 

・建築環境工学実験 ・建築施工 

・建築設備 ・現代建築デザイン論 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 
 

 

 

関東学院

大学 

建築・環

境学部 

建築・環

境学科

（平成２

５年度以

降に入

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から３単位以上

という条件を満たした上で、全群から１０単位以上履修した者  

Ａ群 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・線形数学Ⅰ ・線形数学Ⅱ 

・代数学ⅠＡ ・代数学ⅠＢ 

・代数学ⅡＡ ・幾何学ⅠＡ 

・幾何学ⅠＢ ・幾何学ⅡＡ 

 



学した

者） 
・微分方程式 ・ベクトル解析 

・数理統計学Ⅰ ・数理統計学Ⅱ 

・複素関数論Ⅰ ・複素関数論Ⅱ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学Ⅲ ・物理学Ⅳ 

・化学Ⅰ ・生物学Ⅰ 

・情報基礎及び演習Ⅰ ・情報基礎及び演習Ⅱ 

・プログラミング基礎 ・プログラミング応用 

・Ｗｅｂプログラミング   
 

Ｂ群 

・金属加工Ⅰ ・金属加工Ⅱ 

・木材加工Ⅰ ・木材加工Ⅱ 

・建築法規Ａ ・建築法規Ｂ 

・ＣＡＤ演習Ⅰ ・ＣＡＤ演習Ⅱ 

・ＣＡＤ演習Ⅲ ・建築構法設計製図 

・建築構造設計製図 ・ハウジングデザインスタ

ジオ 

・地域施設デザインスタ

ジオ 

・建築再生デザインスタジ

オ 

・都市再生デザインスタ

ジオ 

・住宅設計スタジオ 

・建築計画及び演習Ⅰ ・建築計画及び演習Ⅱ 

・建築デザイン論 ・建築再生計画論 

・日本建築史 ・西洋建築史 

・近代建築史 ・建築理論史 

・フレームの力学Ⅰ ・静定フレーム演習 

・フレームの力学Ⅱ ・フレームの力学Ⅲ 

・不静定フレーム演習 ・建築構造計画 

・鉄骨構造 ・鉄筋コンクリート構造 

・建築構造実験 ・建築耐震工学概論 

・建築振動学 ・構造解析学 

・基礎・地盤力学 ・地震工学概論 

・構造設計Ⅰ ・構造設計Ⅱ 

・建築材料学Ⅰ ・建築材料学Ⅱ 

・建築材料実験 ・建築構法Ⅰ 

・建築構法Ⅱ ・建築施工学Ⅰ 

・建築施工学Ⅱ ・施工演習 

・建築病理学   
 



Ｃ群 

・機械工学総論Ⅰ ・機械工学総論Ⅱ 

・機械実習 ・電気工学総論Ⅰ 

・電気工学総論Ⅱ ・電気実習 

・測量学及び実習 ・建築環境デザインスタ

ジオ 

・建築・都市デザインスタ

ジオ 

・都市・地域計画論 

・ファシリティ・マネジメント ・建築熱環境 

・建築光・音環境 ・建築水環境 

・建築空気環境 ・電気設備論 

・都市環境 ・建築・地球環境論 

・建築環境・設備応用 ・建築設備計画 

・環境設備リニューアル ・環境設備維持保全 

・建築環境・設備実験 ・環境シュミレーション 

・建築設備・設計演習 ・建築環境エネルギー 

・資源リサイクル   
 

 

畿央大学 

(平成２３

年度以前

に入学し

た者) 

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

２３年度

以前に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、３単位以上取得した者 

科目群 

・情報処理演習Ⅱ ・情報処理演習Ⅲ 

・数学入門 ・物理学入門 

・ＣＡＤ基礎演習 ・住環境ＣＡＤⅠ 

・住環境ＣＡＤⅡ ・住生活史 

・日本建築史 ・西洋・東洋建築史 
 

 

 

畿央大学 

(平成２４

年度以降

に入学し

た者) 

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２４年

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２３単位以上という条件を満たした

上で、全群から３６単位以上履修した者 

Ａ群 

・建築学概論 ・建築図学 

・建築設計演習Ⅰ ・建築設計演習Ⅱ 

・建築設計演習Ⅲ ・建築設計演習Ⅳ 

・建築ＣＡＤⅠ ・建築ＣＡＤⅡ 

・建築材料学 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・建築一般構造Ⅰ 

 



度～２７

年度に

入学した

者） 

・建築一般構造Ⅱ ・建築材料実験 

・建築施工 ・日本建築史 

・西洋・東洋建築史 ・建築法規 
 

Ｂ群 

・生命科学入門 ・数理科学入門 

・住環境計画Ⅰ ・住環境計画Ⅱ 

・福祉のまちづくり（地域

計画論） 

・ユニバーサルデザイン

（環境） 

・建築環境工学 ・建築設備学演習 

・測量実習 ・プロジェクトゼミＡ 

・プロジェクトゼミＢ   
 

 

畿央大学 

健康科

学部 人

間環境

デザイン

学科（平

成２８年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１７単位以

上、全群から合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 ・生命科学入門 ・数理科学入門 
 

Ｂ群 

・建築学概論 ・建築図学 

・建築設計演習Ⅰ ・建築設計演習Ⅱ 

・建築設計演習Ⅲ ・建築設計演習Ⅳ 

・建築ＣＡＤⅠ ・建築ＣＡＤⅡ 

・建築材料学 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・建築一般構造Ⅰ 

・建築一般構造Ⅱ ・建築材料実験 

・建築施工 ・日本建築史 

・西洋・東洋建築史 ・建築法規 
 

Ｃ群 

・住環境計画Ⅰ ・住環境計画Ⅱ 

・福祉のまちづくり（地域

計画論） 

・ユニバーサルデザイン

（環境） 

・建築環境工学 ・建築設備学演習 

・測量実習 ・プロジェクトゼミＡ 

・プロジェクトゼミＢ ・景観・まちづくり演習 

・ランドスケープ演習   
 

 

 

畿央大学 

健康科

学部 健

康生活

学科 人

間環境

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２３単位以上という履修条件を満

たした上で、全群から３０単位以上を履修した者 

Ａ群 
・建築学概論 ・図学 

・住環境設計製図Ⅰ ・住環境設計製図Ⅱ 

 



デザイン

専攻 住

まい・ま

ちづくり

コース

（平成１

５年度以

降に入

学した

者） 

・住環境ＣＡＤⅠ ・住環境ＣＡＤⅡ 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・力の流れと安全 ・建築材料学 

・構造のデザインⅠ ・構造のデザインⅡ 

・住環境実験（材料・構造） ・建築の工法・生産 

・日本建築史 ・西洋・東洋建築史 

・環境づくりと法律   
 

Ｂ群 

・統計の基礎 ・数学入門 

・物理学入門 ・化学入門 

・生物学入門 ・情報処理演習Ⅱ 

・情報処理演習Ⅲ ・住環境計画Ⅰ 

・住環境計画Ⅱ ・福祉のまちづくり（地域

計画論） 

・ユニバーサルデザイン

（環境） 

・住環境工学演習 

・建築設備学演習 ・測量演習 

・プロジェクトゼミ   
 

 

九州共立

大学 

工学部 

環境サ

イエンス

学科 

次に掲げる科目から、１２単位以上を取得した者 

科目群 

・環境地盤工学 ・環境工学概論 

・自然エネルギー工学 ・環境気象学 

・環境フィールドワークⅠ ・生態系保全工学 

・環境創造工学 ・環境フィールドワークⅡ 

・緑地環境物理学 ・水資源涵養論 

・資源リサイクル工学 ・環境水利施設学 

・環境経済学   
 

 

 

九州工業

大学 

情報工

学部 シ

ステム創

成情報

工学科

（平成１

７年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・解析Ⅰ同演習 ・解析Ⅱ 

・微分方程式 ・応用数学 

・確率論 ・運動工学 

・化学Ⅰ ・統計とデータ解析 
 

Ｂ群 

・電磁工学 ・通信工学 

・電気回路 ・電子回路Ｓ 

・計測工学入門 ・システム制御基礎論 

 



・システム制御演習 ・システム制御設計論 

・現代システム制御論 ・応用システム工学 
 

Ｃ群 
・光工学 ・電子情報概論 

・卒業研究 ・特別卒業研究 
 

 

九州工業

大学 

(平成１９

年～２０

年度に入

学した者) 

情報工

学部 シ

ステム創

成情報

工学科

（平成１

９年度～

２０年度

入学者） 

次に掲げる科目より７単位以上を取得した者 

科目群 

・情報システム設計 ・システム制御演習 

・システム制御設計論 ・現代システム制御論 

・応用システム工学   
 

 

 

九州工業

大学 

(平成２０

～２３年

度に入学

した者) 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２０～２３

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・解析学Ⅰ ・解析学Ⅱ 

・線形数学Ⅰ ・線形数学Ⅱ 

・線形数学Ⅲ ・複素解析学 

・統計学 ・物理学Ⅰ 

・物理学ⅡＡ ・物理学ⅡＢ 

・物理学実験 ・解析力学・剛体力学 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学実験Ｂ ・情報処理基礎 

・情報処理応用 ・生産ソフトウェア工学 

・データ処理工学 ・情報処理演習 

・数値解析法 ・情報処理システムⅠ 

・情報処理システムⅡ   
 

Ｂ群 

・数値形状モデリング ・機械構造の力学入門 

・流れ学基礎 ・計測制御基礎 

・機械材料学 ・材料力学Ⅰ 

・材料力学Ⅱ ・弾塑性力学 

・生産工学基礎 ・流れ学 

・流体力学 ・熱流体工学 

・熱力学Ⅰ ・熱力学Ⅱ 

・振動工学 ・制御工学基礎 

 



・制御数学 ・制御系解析 

・制御構成論Ⅰ ・制御構成論Ⅱ 

・自動車制御工学 ・ロボット制御工学 

・知能制御 ・ディジタル制御 

・知能制御応用 ・燃焼工学 

・メカと力学 ・機械力学Ⅰ 

・機械力学Ⅱ ・設計工学Ⅰ 

・設計工学Ⅱ ・統計力学 

・三次元ＣＡＤ入門 ・設計製図Ⅰ 

・設計製図Ⅱ ・設計製図Ⅲ 

・制御数学演習 ・制御系解析演習 

・制御系構成論Ⅰ演習 ・制御系構成論Ⅱ演習 

・制御工学実験Ⅰ ・制御工学実験Ⅱ 

・制御工学実験Ⅲ ・知能制御実験 
 

Ｃ群 

・電機基礎理論Ⅰ ・電機基礎理論Ⅱ 

・エネルギー変換工学 ・ロケット工学 

・宇宙システム設計 ・機械工学実験Ⅰ 

・機械工学実験Ⅱ ・卒業研究 
 

 

九州工業

大学 

(平成２４

年度以降

入学者) 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２４年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・解析学Ⅰ ・解析学Ⅱ 

・線形数学Ⅰ ・線形数学Ⅱ 

・解析学Ⅲ ・複素解析学 

・統計学 ・物理学Ⅰ 

・物理学ⅡＡ ・物理学ⅡＢ 

・物理学実験 ・解析力学・剛体力学 

・基礎量子力学 ・科学Ⅰ 

・科学Ⅱ ・科学実験Ｂ 

・図形情報科学 ・数値形状モデリング 

・情報リテラシー ・情報処理基礎 

・情報処理応用 ・情報処理システムⅠ 

・情報処理システムⅡ ・統計力学 

・量子力学 ・数値解析法 
 

Ｂ群 
・機械構造の力学入門 ・流れ学基礎 

・計測制御基礎 ・材料力学Ⅰ 

 



・材料力学Ⅱ ・機械材料学 

・弾塑性力学 ・材料強度 

・塑性加工学 ・生産工学基礎 

・生産ソフトウェア工学 ・流れ学 

・流体力学 ・熱流体工学 

・熱力学Ⅰ ・熱力学Ⅱ 

・伝熱学 ・制御工学基礎 

・機械宇宙システムの制御 ・振動工学 

・制御数学 ・制御系解析 

・制御系構成論Ⅰ ・制御系構成論Ⅱ 

・センサ工学Ⅰ ・センサ工学Ⅱ 

・ロボット制御工学 ・知能制御 

・ディジタル制御 ・知能制御応用 

・燃焼工学 ・メカと力学 

・機械力学Ⅰ ・機械力学Ⅱ 

・設計工学Ⅰ ・設計工学Ⅱ 

・システム工学 ・機械工作法実習Ⅰ 

・機械工作法実習Ⅱ ・三次元ＣＡＤ入門 

・設計製図Ⅰ ・設計製図Ⅱ 

・設計製図Ⅲ ・機械工学実験Ⅰ 

・機械工学実験Ⅱ ・制御数学演習 

・制御系解析演習 ・制御系構成論Ⅰ演習 

・制御携行性論Ⅱ演習 ・制御工学実験Ⅰ 

・制御工学実験Ⅱ ・制御工学実験Ⅲ 

・知能制御実験   
 

Ｃ群 

・宇宙工学入門 ・エネルギー変換工学 

・宇宙工学概論 ・ロケット工学 

・自動車工学 ・宇宙システム設計 

・卒業研究   
 

 

九州工業

大学 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２５年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から１４単位以上履修した者 

科目群 

・数値形状モデリング ・流れ学基礎 

・材料力学Ⅰ ・材料力学Ⅱ 

・機械材料学 ・弾塑性力学 

・材料強度 ・塑性加工学 

・生産工学基礎 ・機械工作法Ⅰ 

 



・機械工作法Ⅱ ・生産ソフトウェア工

学 

・流れ学 ・流体力学 

・熱流体工学 ・エネルギー変換工

学 

・熱力学Ⅰ ・熱力学Ⅱ 

・伝熱学 ・制御工学基礎 

・機械宇宙システムの制御 ・データ処理工学 

・電機基礎理論Ⅰ ・電機基礎理論Ⅱ 

・振動工学 ・制御数学 

・制御系解析 ・制御系構成論Ⅰ 

・制御系構成論Ⅱ ・センサ工学Ⅰ 

・センサ工学Ⅱ ・知的画像処理 

・プロセス制御 ・電子回路基礎 

・機械力学Ⅰ ・機械力学Ⅱ 

・設計工学Ⅰ ・設計工学Ⅱ 

・システム工学 ・電気電子工学概論 

・機械工作法実習Ⅰ ・機械工作法実習Ⅱ 

・機械知能工学基礎実習 ・三次元ＣＡＤ入門 

・デジタルエンジニアリング演

習 

・設計製図Ⅰ 

・設計製図Ⅱ ・設計製図Ⅲ 

・機械工学実験Ⅰ ・機械工学実験Ⅱ 

・制御数学演習 ・制御系解析演習 

・制御系構成論Ⅰ演習 ・制御系構成論Ⅱ演

習 

・制御工学実験Ⅰ ・制御工学実験Ⅱ 

・制御工学実験Ⅲ   
 

 

九州工業

大学 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２６年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から１４単位以上履修した者 

科目群 

・数値形状モデリング ・流れ学基礎 

・材料力学Ⅰ ・材料力学Ⅱ 

・機械材料学 ・弾塑性力学 

・材料強度 ・塑性加工学 

・生産工学基礎 ・機械工作法Ⅰ 

・機械工作法Ⅱ ・生産ソフトウェア工

学 

・流れ学 ・流体力学 

 



・熱流体工学 ・エネルギー変換工

学 

・熱力学Ⅰ ・熱力学Ⅱ 

・伝熱学 ・制御工学基礎 

・機械宇宙システムの制御 ・データ処理工学 

・電機基礎理論Ⅰ ・電機基礎理論Ⅱ 

・振動工学 ・制御数学 

・制御系解析 ・制御系構成論Ⅰ 

・制御系構成論Ⅱ ・センサ工学Ⅰ 

・センサ工学Ⅱ ・知的画像処理 

・プロセス制御 ・電子回路基礎 

・機械力学Ⅰ ・機械力学Ⅱ 

・設計工学Ⅰ ・設計工学Ⅱ 

・システム工学 ・電気電子工学概論 

・機械工作法実習Ⅰ ・機械工作法実習Ⅱ 

・機械知能工学基礎実習 ・三次元ＣＡＤ入門 

・デジタルエンジニアリング演

習 

・設計製図Ⅰ 

・設計製図Ⅱ ・機械工学ＰＢＬ 

・機械工学実験Ⅰ ・機械工学実験Ⅱ 

・制御数学演習 ・制御系解析演習 

・制御系構成論Ⅰ演習 ・制御系構成論Ⅱ演

習 

・制御工学実験Ⅰ ・制御工学実験Ⅱ 

・制御工学実験Ⅲ ・知能制御ＰＢＬ 
 

 

九州工業

大学 

(平成２７

年度以降

の入学者) 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２７年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目から、１３単位以上履修した者 

科目群 

・解析力学・剛体力学 ・機械知能工学入門 

・機械構造の力学入門 ・流れ学基礎 

・計測制御基礎 ・材料力学Ⅰ 

・材料力学Ⅱ ・機械材料学 

・弾塑性力学 ・材料強度 

・塑性加工学 ・生産工学基礎 

・機械工作法Ⅰ ・機械工作法Ⅱ 

・流れ学 ・流体力学 

・熱流体工学 ・熱力学Ⅰ 

・熱力学Ⅱ ・伝熱学 

 



・制御工学基礎 ・電機基礎理論Ⅰ 

・電機基礎理論Ⅱ ・振動工学 

・制御数学 ・制御系解析 

・制御系構成論Ⅰ ・制御系構成論Ⅱ 

・ロボット制御工学 ・燃焼工学 

・メカと力学 ・機械力学Ⅰ 

・機械力学Ⅱ ・設計工学Ⅰ 

・設計工学Ⅱ ・統計力学 

・システム工学 ・機械知能工学基礎実習 

・制御数学演習 ・制御系解析演習 

・制御系構成論Ⅰ演習 ・制御系構成論Ⅱ演習 

・制御工学実験Ⅰ ・制御工学実験Ⅱ 

・制御工学実験Ⅲ ・工学倫理・安全工学Ａ 

・センサ工学Ⅰ ・センサ工学Ⅱ 

・設計製図Ⅰ ・設計製図Ⅱ 
 

 

九州工業

大学 

(平成２９

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２９年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上を履修した者 

科目群 

・材料力学Ⅰ・Ⅱ ・機械材料学 

・弾塑性力学 ・材料強度 

・塑性加工学 ・生産工学基礎 

・機械工作法Ⅰ・Ⅱ ・生産ソフトウェア工学 

・流れ学 ・流体力学 

・熱流体工学 ・熱力学Ⅰ・Ⅱ 

・伝熱学 ・制御工学基礎 

・データ処理工学 ・電機基礎理論Ⅰ・Ⅱ 

・振動工学 ・制御数学 

・制御系解析 ・制御系構成論Ⅰ・Ⅱ 

・センサ工学Ⅰ・Ⅱ ・プロセス制御 

・ロボット制御工学 ・機械力学Ⅰ・Ⅱ 

・設計工学Ⅰ・Ⅱ ・機械工作法実習Ⅰ・Ⅱ 

・三次元ＣＡＤ入門 ・デジタルエンジニアリング

演習 

・設計製図Ⅰ・Ⅱ ・機械工学ＰＢＬ 

・機械工学実験Ⅰ・Ⅱ ・制御数学演習 

・制御系解析演習 ・制御系構成論Ⅰ・Ⅱ演習 

・制御工学実験Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ 
  

 

 

 



九州工業

大学 

(平成２８

年度に入

学した者) 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

２８年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上履修した者 

科目群 

・材料力学Ⅰ・Ⅱ ・機械材料学 

・弾塑性力学 ・材料強度 

・塑性加工学 ・生産工学基礎 

・機械工作法Ⅰ・Ⅱ ・生産ソフトウェア工学 

・流れ学 ・流体力学 

・熱流体工学 ・エネルギー変換工学 

・熱力学Ⅰ・Ⅱ ・伝熱学 

・制御工学基礎 ・データ処理工学 

・電機基礎理論Ⅰ・Ⅱ ・振動工学 

・制御数字 ・制御系解析 

・制御系構成論Ⅰ・Ⅱ ・センサ工学Ⅰ・Ⅱ 

・プロセス制御 ・電子回路基礎 

・ロボット制御工学 ・機械力学Ⅰ・Ⅱ 

・設計工学Ⅰ・Ⅱ ・機械工作法実習Ⅰ・Ⅱ 

・三次元ＣＡＤ入門 ・デジタルエンジニアリング

演習 

・設計製図Ⅰ・Ⅱ ・機械工学ＰＢＬ 

・機械工学実験Ⅰ・Ⅱ ・制御数学演習 

・制御系解析演習 ・制御系構成論Ⅰ・Ⅱ演習 

・制御工学実験Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ 
  

 

 

 

九州工業

大学 

(平成３０

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

機械知

能工学

科（平成

３０年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計１４単位以上履修した者 

科目群 

・材料力学Ⅰ・Ⅱ ・機械材料学 

・弾塑性力学 ・材料強度 

・機械工作法Ⅰ・Ⅱ ・機械計測 

・流体力学基礎 ・流体力学 

・圧縮性流体力学 ・熱力学Ⅰ・Ⅱ 

・伝熱学 ・熱流体工学基礎 

・制御工学基礎 ・電機基礎理論Ⅰ・Ⅱ 

・機械力学 ・振動工学 

・制御数学 ・制御系解析 

・制御系構成論Ⅰ・Ⅱ ・センサ工学Ⅰ・Ⅱ 

・プロセス制御 ・ロボット制御工学 

・機械力学Ⅰ・Ⅱ ・設計工学Ⅰ・Ⅱ 

 



・機械工作法実習 ・デジタルエンジニアリング

演習 

・設計製図Ⅰ・Ⅱ ・機械工学ＰＢＬ 

・機械工学実験Ⅰ・Ⅱ ・制御数学演習 

・制御系解析演習 ・制御系構成論Ⅰ演習 

・制御工学ＰＢＬ Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ 
  

 

 

〈専〉京都

建築大学

校 

工業専

門課程 

建築科

二部 

次に掲げる科目から６単位以上履修した者 

科目群 

・情報基礎演習 ・デザイン概論 

・伝統構造 ・素描 

・構成基礎演習 ・デザイン作図演習 

・建築設計製図Ⅱ ・建築設計製図Ⅳ 

・測量実習   
 

 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 電

子システ

ム工学

課程（平

成２４年

度以前

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・解析学Ⅰ ・解析学Ⅱ 

・統計数理Ⅰ ・統計数理Ⅱ 

・応用解析Ⅰ ・応用解析Ⅱ 

・応用幾何Ⅰ ・応用幾何Ⅱ 

・数理解析 ・応用数理 

・基礎力学 ・基礎力学演習 

・物理学基礎実験 ・力学 

・量子力学 ・電子システム数理基礎論 

・プログラミング   
 

Ｂ群 

・電気回路 ・電気回路演習 

・電磁気学Ⅰ ・電磁気学演習Ⅰ 

・電磁気学Ⅱ ・電磁気学演習Ⅱ 

・電子システム工学基礎

実験 

・電子システム工学実験

及び設計Ⅰ 

・電子システム工学実験

及び設計Ⅱ 

・回路解析 

・回路解析演習 ・信号とシステム 

 



・ディジタル電子回路 ・ディジタル電子回路演

習 

・アナログ電子回路 ・アナログ電子回路演習 

・信号処理 ・制御工学 

・通信工学 ・電子計測工学 

・プラズマ工学 ・光通信・光情報処理 

・集積回路設計基礎 ・システム計画 
 

Ｃ群 

・光エレクトロニクス ・電子デバイス基礎 

・半導体工学 ・電子デバイス 

・量子電子工学 ・情報ネットワーク 

・卒業研究   
 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 造

形工学

課程（平

成２４年

度以前

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・統計数理Ⅰ ・基礎力学 

・基礎電磁気学 ・力学 

・量子力学 ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・環境化学 

・生物学Ⅰ ・生物学Ⅱ 
 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築計画演習 ・西洋建築史 

・近代建築史 ・日本建築史 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築構造力学Ⅲ ・建築構造 

・建築構造設計学Ⅰ ・建築構造設計学Ⅱ 

・造形材料 ・建築構造材料実験 

・建築法規 ・建築経済 

・建築設計学 ・建築設計基礎 

・建築設計実習Ⅰ ・建築設計実習Ⅱ 

・建築設計実習Ⅲ ・建築設計実習Ⅳ 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図Ⅲ ・造形工学演習 
 

 



Ｃ群 

・住環境計画 ・環境デザイン論 

・環境調整Ⅰ ・環境調整Ⅱ 

・環境調整Ⅲ ・建築環境工学演習 

・建築設備 ・建築設備計画 

・建築測量演習 ・都市社会学 

・都市環境学 ・都市空間論 

・卒業研究   
 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 造

形工学

課程（平

成２５年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上

という条件を満たした上で、全群から２３単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・統計数理Ⅰ ・基礎力学 

・基礎電磁気学 ・力学 

・量子力学 ・統計熱力学 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・環境化学 ・生物学Ⅰ 

・生物学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・住環境計画 ・建築計画演習 

・西洋建築史 ・近代建築史 

・日本建築史 ・伝統建築演習 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築構造力学Ⅲ ・建築構造 

・建築構造設計学Ⅰ ・建築構造設計学Ⅱ 

・造形材料 ・建築構造材料実験 

・建築生産 ・建築法規 

・建築設計学 ・建築設計基礎 

・建築設計実習Ⅰ ・建築設計実習Ⅱ 

・建築設計実習Ⅲ ・建築設計実習Ⅳ 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図Ⅲ ・デザイン基礎 

・デザインプロジェクトⅠ ・デザインプロジェクトⅡ 

・デザインプロジェクトⅢ ・デザインプロジェクトⅣ 

・デザインプラクティスⅠ ・デザインプラクティスⅡ 

 



・デザインプラクティスⅢ ・デザインプラクティスⅣ 
 

Ｃ群 

・環境デザイン論 ・環境調整Ⅰ 

・環境調整Ⅱ ・環境調整Ⅲ 

・建築環境工学演習 ・建築設備 

・建築設備計画 ・空気調整設備 

・建築測量実習 ・都市環境学 
 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 情

報工学

課程（平

成２４年

度以前

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・解析学Ⅰ ・解析学Ⅱ 

・統計数理Ⅰ ・統計数理Ⅱ 

・応用解析Ⅰ ・応用解析Ⅱ 

・応用幾何Ⅰ ・応用幾何Ⅱ 

・数理解析 ・応用数理 

・基礎力学 ・基礎力学演習 

・基礎電磁気学 ・物理学基礎実験 

・力学 ・量子力学 

・生物学Ⅰ ・生物学Ⅱ 

・プログラミングⅠ ・プログラミングⅡ 
 

Ｂ群 

・システム計画 ・コンピュータシステム 

・オペレーティングシステム ・信号とシステム 

・システム解析 ・制御工学 

・ディジタル信号処理 ・電気回路 

・回路解析 ・ディジタル電子回路 
 

Ｃ群 

・情報理論 ・情報通信工学 

・情報工学基礎実験 ・情報工学実験及び設計

Ⅰ 

・情報工学実験及び設計

Ⅱ 

・卒業研究 

 

 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 情

報工学

次に掲げる科目から１７単位以上履修した者 

科目群 
・システム計画 ・コンピュータシステム 

・オペレーティングシステム ・信号とシステム 

 



課程（平

成２５年

度に入

学した

者） 

・システム解析 ・制御工学 

・ディジタル信号処理 ・電気回路 

・回路解析 ・ディジタル電子回路 
 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 情

報工学

課程（平

成２６年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目から１７単位以上履修した者 

科目群 

・システム企画 ・コンピュータシステム 

・オペレーティングシステム ・信号とシステム 

・システム解析 ・制御工学 

・ディジタル信号処理 ・電気回路 

・回路解析 ・ディジタル電子回路 
 

 

 

京都工芸

繊維大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工芸科

学部 情

報工学

課程（平

成２７年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１３単位以上、両群から合計１７単

位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・解析学Ⅰ ・解析学Ⅱ 

・統計数理 ・応用解析 

・応用幾何 ・数理解析 

・応用数理 ・数理応用代数 

・数理応用幾何 ・数理応用解析 

・数理応用統計 ・数理応用演習 

・基礎力学 ・基礎力学演習 

・力学 ・生物学Ⅰ 

・生物学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・基礎電磁気学 ・システム最適化 

・コンピュータシステム ・システム論 

・制御工学 ・ディジタル信号処理 

・エレクトロニクス ・ディジタル電子回路 
 

 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 デ

ザイン・

建築学

課程（平

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上

という条件を満たした上で、全群から２３単位以上履修した者 

Ａ群 
・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

 



成２６年

度に入

学した

者） 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・統計数理Ⅰ ・基礎力学 

・基礎電磁気学 ・力学 

・量子力学 ・統計熱力学 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・環境化学 ・生物学Ⅰ 

・生物学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・住環境計画 ・建築計画演習 

・西洋建築史 ・近代建築史 

・日本建築史 ・伝統建築演習 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築構造力学Ⅲ ・建築構造 

・建築構造設計学Ⅰ ・建築構造設計学Ⅱ 

・造形材料 ・建築構造材料実験 

・建築生産 ・建築法規 

・建築設計学 ・建築設計基礎 

・建築設計実習Ⅰ ・建築設計実習Ⅱ 

・建築設計実習Ⅲ ・建築設計実習Ⅳ 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図Ⅲ ・デザイン基礎 

・デザインプロジェクトⅠ ・デザインプロジェクトⅡ 

・デザインプロジェクトⅢ ・デザインプロジェクトⅣ 

・デザインプラクティスⅠ ・デザインプラクティスⅡ 

・デザインプラクティスⅢ ・デザインプラクティスⅣ 
 

Ｃ群 

・環境デザイン論 ・環境調整Ⅰ 

・環境調整Ⅱ ・建築環境工学演習 

・建築設備 ・空気調整設備 

・建築測量実験   
 

 

京都工芸

繊維大学 

(平成２７

年以降に

入学した

者) 

工芸科

学部 デ

ザイン・

建築学

課程（平

成２７年

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１７単位以

上、全群から合計２２単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎解析Ⅰ ・基礎解析Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・統計数理 ・基礎力学 

 



度以降

に入学し

た者） 

・基礎電磁気学 ・力学 

・量子力学 ・統計熱力学 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・環境化学 ・生物学Ⅰ 

・生物学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・住環境計画 ・建築計画演習 

・西洋建築史 ・近代建築史 

・日本建築史 ・伝統建築演習 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築構造力学Ⅲ ・建築構造 

・建築構造設計学Ⅰ ・建築構造設計学Ⅱ 

・造形材料 ・建築構造材料実験 

・建築生産 ・建築法規 

・建築設計学 ・建築設計基礎 

・建築設計実習Ⅰ ・建築設計実習Ⅱ 

・建築設計実習Ⅲ ・建築設計実習Ⅳ 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図Ⅲ ・デザイン基礎 

・デザインプロジェクトⅠ ・デザインプロジェクトⅡ 

・デザインプロジェクトⅢ ・デザインプロジェクトⅣ 

・デザインプラクティスⅠ ・デザインプラクティスⅡ 

・デザインプラクティスⅢ ・デザインプラクティスⅣ 
 

Ｃ群 

・環境デザイン論 ・環境調整Ⅰ 

・環境調整Ⅱ ・建築設備 

・空気調整設備 ・建築測量演習 

・建築生産 ・建築経済 

・室内意匠計画   
 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 情

報工学

課程 

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・基礎電磁気学 ・システム最適化 

・コンピュータシステム ・オペレーティングシステム 

・システム論 ・制御工学 

・ディジタル信号処理 ・エレクトロニクス 

・ディジタル電子回路   
 

 

 



京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 デ

ザイン・

建築学

課程 

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・住環境計画 ・建築計画演習 

・西洋建築史 ・東洋建築史 

・日本建築史 ・近代建築史 

・伝統建築演習 ・建築構造力学Ⅰ 

・建築構造力学Ⅱ ・建築構造力学Ⅲ 

・建築構造 ・建築構造設計学Ⅰ 

・建築構造設計学Ⅱ ・造形材料 

・建築構造材料実験 ・建築法規 

・建築設計基礎 ・建築設計実習Ⅰ 

・建築設計実習Ⅱ ・建築設計実習Ⅲ 

・建築設計実習Ⅳ ・建築設計製図Ⅰ 

・建築設計製図Ⅱ ・建築設計製図Ⅲ 

・デザイン基礎 ・デザインプロジェクトⅠ 

・デザインプロジェクトⅡ ・デザインプロジェクトⅢ 

・デザインプロジェクトⅣ ・デザインプラクティスⅠ 

・デザインプラクティスⅡ ・デザインプラクティスⅢ 

・デザインプラクティスⅣ   
 

 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 情

報工学

課程（地

域創成Ｔ

ｅｃｈ Ｐｒ

ｏｇｒａｍ） 

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・基礎電磁気学 ・システム最適化 

・コンピュータシステム ・オペレーティングシステム 

・システム論 ・制御工学 

・ディジタル信号処理 ・エレクトロニクス 

・ディジタル電子回路   
 

 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 デ

ザイン・

建築学

課程（地

域創成Ｔ

ｅｃｈ Ｐｒ

ｏｇｒａｍ） 

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・住環境計画 ・建築計画演習 

・西洋建築史 ・東洋建築史 

・日本建築史 ・近代建築史 

・伝統建築演習 ・建築構造力学Ⅰ 

・建築構造力学Ⅱ ・建築構造力学Ⅲ 

・建築構造 ・建築構造設計学Ⅰ 

・建築構造設計学Ⅱ ・造形材料 

・建築構造材料実験 ・建築法規 

 



・建築設計基礎 ・建築設計実習Ⅰ 

・建築設計実習Ⅱ ・建築設計実習Ⅲ 

・建築設計実習Ⅳ ・建築設計製図Ⅰ 

・建築設計製図Ⅱ ・建築設計製図Ⅲ 

・デザイン基礎 ・デザインプロジェクトⅠ 

・デザインプロジェクトⅡ ・デザインプロジェクトⅢ 

・デザインプロジェクトⅣ ・デザインプラクティスⅠ 

・デザインプラクティスⅡ ・デザインプラクティスⅢ 

・デザインプラクティスⅣ   
 

 

京都工芸

繊維大学 

工芸科

学部 電

子システ

ム工学

課程（地

域創成Ｔ

ｅｃｈ Ｐｒ

ｏｇｒａｍ） 

次に掲げる科目のうち、合計１２単位以上履修した者 

科目群 

・電子システム工学セ

ミナーⅡ 

・電子システム工学セミナ

ーⅢ 

・電気回路 ・電気回路演習 

・電磁気学および演習

ⅠＡ 

・電磁気学および演習ⅠＢ 

・電磁気学および演習

ⅡＡ 

・電磁気学および演習ⅡＢ 

・電磁気学Ⅲ ・電子システム数理基礎論 

・電子システム工学基

礎実験 

・電子システム工学実験及

び設計Ⅰ 

・回路解析 ・回路解析演習 

・ディジタル電子回路 ・アナログ電子回路 

・電子回路演習 ・集積回路工学 

・ディジタル信号処理 ・制御工学 

・電気エネルギー工学 ・電磁波工学 

・電子物性基礎論Ⅰ ・電子物性基礎論Ⅱ 

・電子材料工学 ・システム最適化 
 

 

 

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

コース

（平成２

１年度以

次に掲げる科目を取得した者 

科目群 ・「情報基礎」又は「情報」   
 

 

 



降に入

学した

者） 

京都大学 

工学部 

物理工

学科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分学Ａ ・微分積分学Ｂ 

・物理学基礎論Ａ ・物理学基礎論Ｂ 

・物理学実験 ・基礎物理化学Ａ 

・基礎物理化学Ｂ ・微分積分学続論Ａ 

・微分積分学続論Ｂ ・確率論基礎 

・無機化学入門Ａ ・無機化学入門Ｂ 

・基礎有機化学Ａ ・基礎有機化学Ｂ 

・基礎情報処理 ・基礎情報処理演習 

・工業数学Ｆ１ ・工業数学Ａ１（情） 

・工業数学Ｆ２ ・工業数学Ａ２（情） 

・工業数学Ｆ３ ・工業数学Ａ３（情） 
 

Ｂ群 

・計測学 ・振動工学 

・材料力学１ ・材料力学２ 

・熱力学１ ・熱力学２ 

・機械設計製作 ・流体力学基礎 

・流体熱工学 ・工業力学Ａ 

・制御工学１ ・制御工学２ 

・応用制御工学 ・システム工学 

・生産工学 ・加工学 

・統計力学 ・流体力学 

・統計熱力学 ・熱統計力学 

・機械システム学演習 ・機械システム工学実験

１ 

・機械システム工学実験

２ 

・機械システム工学実験

３ 

・機械設計演習１ ・機械設計演習２ 

・機械製作実習 ・信頼性工学 

・機械要素学   
 

Ｃ群 
・エネルギー変換工学 ・品質管理 

・特別研究１ ・特別研究２ 
 

 

 



京都大学 

農学部 

生産環

境科学

科 地域

環境創

造学コー

ス 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・情報処理学 ・応用数学 

・工業数学Ｃ   
 

Ｂ群 

・水理学 ・構造解析学 

・土壌物理学 ・農業水文学 

・灌漑排水学 ・農村計画学 

・農地整備学 ・利水システム工学 

・施設機能工学演習 ・灌漑排水学演習 

・土壌物理学・水環境工

学実験 

・土木材料・環境地盤工

学実験 

・水理学実験   
 

Ｃ群 

・栽培技術論と実習 ・測量学 

・土木材料学 ・地域整備開発施設学 

・測量法及び実習 ・課題研究 
 

 

 

京都大学 

農学部 

地域環

境工学

科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・応用数学 ・情報処理学及び演習Ⅰ 

・情報処理学及び演習Ⅱ   
 

Ｂ群 

・水理学 ・土壌物理学 

・灌漑排水学 ・農村計画学 

・農村整備学 ・利水システム工学 

・農業機械技術史 ・農業機械学専門外書

講義 

・土木材料・環境地盤工学

実習 

・水理学実験 

・土壌物理学・水環境工学

実験 

・施設機能工学演習 

・計算水理学演習 ・農業機械学実験Ⅰ 

・農業機械学実験Ⅱ ・灌漑排水学演習 

・農業機械学演習   
 

Ｃ群 

・土木材料学 ・構造解析学 

・地域整備開発施設学 ・土壌学Ⅰ 

・栽培技術論と実習 ・測量法及び実習 

 



・課題研究   
 

 

京都大学 

(平成２１

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

物理工

学科（平

成２１年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分学Ａ ・微分積分学Ｂ 

・物理学基礎論Ａ ・物理学基礎論Ｂ 

・物理学実験 ・基礎物理化学Ａ 

・基礎物理化学Ｂ ・微分積分学続論Ａ 

・微分積分学続論Ｂ ・確率論基礎 

・無機化学入門Ａ ・無機化学入門Ｂ 

・基礎有機化学Ａ ・基礎有機化学Ｂ 

・基礎情報処理 ・基礎情報処理演習 

・工業数学Ｆ１ ・工業数学Ａ１（情） 

・工業数学Ｆ２ ・工業数学Ａ２（情） 

・工業数学Ｆ３ ・工業数学Ａ３（情） 
 

Ｂ群 

・計測学 ・振動工学 

・材料力学１ ・材料力学２ 

・熱力学１ ・熱力学２ 

・機械設計製作 ・流体熱工学 

・工業力学Ａ ・制御工学１ 

・制御工学２ ・システム工学 

・生産工学 ・マイクロ加工学 

・統計力学 ・流体力学１ 

・流体力学２ ・統計熱力学 

・熱統計力学 ・機械システム学演習 

・機械システム工学実験

１ 

・機械システム工学実験

２ 

・機械システム工学実験

３ 

・機械設計演習１ 

・機械設計演習２ ・機械製作実習 

・信頼性工学 ・機械要素学 
 

Ｃ群 
・エネルギー変換工学 ・品質管理 

・特別研究１ ・特別研究２ 
 

 

 

京都美術

工芸大学 

工芸学

部 伝統

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 
 



工芸学

科 
Ａ群 ・コンピュータデザイン演習   

 

Ｂ群 

・建築計画Ⅰ ・建築構造力学Ⅰ 

・伝統建築環境学 ・伝統構造学 

・伝統建築図（基礎） ・建築計画Ⅱ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築材料 

・建築法規 ・建築構造力学Ⅱ 

・建築環境工学 ・伝統建築図（応用） 

・伝統建築論Ⅰ ・伝統建築論Ⅱ 

・伝統建築図（発展） ・建築計画Ⅲ 

・建築計画Ⅳ ・建築設備 

・建築構造力学Ⅲ ・建築施行法 

・建築デザイン演習Ⅰ ・建築デザイン演習Ⅱ 

・建築デザイン演習Ⅲ ・伝統建築専門実習Ⅰ 

・伝統建築専門実習Ⅱ ・伝統建築専門演習Ⅲ 
 

Ｃ群 ・専門演習 ・卒業制作 
 

 

近畿大学 

理工学

部 社会

環境工

学科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、合計５０単位以上履修し

た者 

Ａ群 

・数学解析 ・電子計算機演習 

・マトリックス構造解析 ・環境数理学 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・情報処理基礎 ・情報処理演習 

・情報処理実習Ⅰ ・情報処理実習Ⅱ 
 

Ｂ群 

・構造力学基礎 ・構造力学基礎演習 

・基礎水理学 ・基礎水理学演習 

・一般構造力学 ・一般構造力学演習 

・応用水理学 ・応用水理学演習 

・土木工学概論 ・建設材料学 

・土質力学 ・土質力学演習 

・土質工学 ・土質工学演習 

・コンクリート施工法 ・応用構造力学 

・応用構造力学演習 ・土木計画学 

・土木計画学演習 ・鉄筋コンクリート工学 

・鉄筋コンクリート工学演習 ・流体力学 

 



・地盤工学 ・コンクリート構造学 

・土木設計演習 ・土木史 
 

Ｃ群 

・環境工学概論 ・居住環境計画学 

・衛生工学 ・環境熱工学 

・居住環境工学 ・河川工学 

・耐震工学 ・福祉のまちづくり工学 

・道路工学 ・鋼構造学 

・交通システム学 ・建設マネージメント 

・都市計画 ・環境デザイン 

・環境計測 ・リサイクル工学 

・生物環境 ・環境設備 

・地圏環境 ・環境システム 

・環境マネージメント ・環境アセスメント 

・環境法規   
 

 

近畿大学 

(平成２３

年度及び

平成２４

年度に入

学した者) 

理工学

部 社会

環境工

学科（平

成２３年

度及び

平成２４

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１３単位以上履修した者 

科目群 

・環境材料学 ・構造力学 

・構造力学演習 ・土質力学 

・土質力学演習 ・応用構造力学 

・応用構造力学演習 ・測量学 

・測量学演習 ・水理学 

・水理学演習 ・コンクリート構造学 

・環境水理学 ・環境水理学演習 
 

 

 

岐阜県立

国際園芸

アカデミー 

上級マイ

スター科

（前期課

程修了

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上を含み、計１４単位以

上を取得した者 

Ａ群 ・測量・製図実習Ⅰ ・測量・製図実習Ⅱ 
 

Ｂ群 

・造園学概論 ・花き園芸学各論 

・造園総合実習Ⅱ ・花き装飾論Ⅱ 

・造園植物学 ・都市緑化工学・実習 

・環境緑化工学 ・園芸植物分類学 

・造園総合実習Ⅲ ・花き装飾論Ⅲ 

・造園植物学Ⅱ ・造園ＣＡＤ製図実習 

・有用植物利用学 ・造園総合実習Ⅳ 

 



・花き装飾論Ⅳ ・樹木学概論 

・環境計画学演習 ・景観生態学 

・環境計画学   
 

 

岐阜大学 

(平成１７

年度以前

に入学し

た者) 

工学部 

社会基

盤工学

科 昼間

コース

（平成１

７年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうちＡ群から１７単位以上履修した者 

Ａ群 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・構造解析学 ・土木材料学 

・コンクリート構造学 ・土質力学Ⅰ 

・土質力学Ⅱ ・土質力学Ⅲ 

・水理学Ⅰ ・水理学Ⅱ 

・土木計画理論 ・土木工学実験Ⅰ 

・土木力学 ・鋼構造設計学 

・コンクリート構造設計学 ・土木工学実験Ⅱ 
 

 

 

岐阜大学 

(平成１８

～２０度に

入学した

者) 

工学部 

社会基

盤工学

科 昼間

コース

（平成１

８～２０

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１２単位以上を取得した者 

Ａ群 

・構造力学Ⅱ ・コンクリート構造学 

・土質力学Ⅱ ・土質力学Ⅲ 

・水理学Ⅰ ・水理学Ⅱ 

・都市交通計画 ・環境衛生工学Ⅰ 

・気象・水文学 ・鋼構造学 

・コンクリート構造設計学 ・地震工学 

・景観デザイン   
 

 

 

岐阜大学 

(平成２１

～２４年

度に入学

した者) 

工学部 

社会基

盤工学

科（平成

２１～２４

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目から１０単位以上履修した者 

科目群 

・構造力学Ⅱ ・コンクリート構造学 

・土質力学Ⅱ ・土質力学Ⅲ 

・水理学Ⅰ ・水理学Ⅱ 

・都市交通計画 ・気象・水文学 

・コンクリート構造設計学 ・都市計画概論 

・地震工学 ・応用測量学 
 

 

 

岐阜大学 

(平成２５

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

電気電

子・情報

工学科 

電気電

次に掲げる科目から７単位以上履修した者 

科目群 

・電気回路学基礎 ・電子回路学基礎 

・通信工学 ・制御工学基礎 

・電力工学基礎 ・電気機器 

・パワーエレクトロニクス ・電気電子計測学 

 



子コース

（平成２

５年度以

降に入

学した

者） 

・電気法規と施設管理 ・システム制御 

・システム工学 ・回路網設計 
 

 

熊本県立

阿蘇清峰

高等学校 

(平成１４

年度に入

学した者) 

全日制

課程 林

業・農業

土木科 

次に掲げる科目から２６単位以上履修した者 

科目群 

・測量 ・農業土木設計 

・農業土木施工 ・農業水利 

・環境土木 ・環境計画 

・課題研究 ・農業情報処理 
 

 

 

熊本県立

阿蘇清峰

高等学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

課程 林

業・農業

土木科 

次に掲げる科目から２６単位以上履修した者 

科目群 

・測量 ・農業土木設計 

・農業土木施工 ・環境計画 

・環境土木 ・課題研究 

・農業情報処理   
 

 

 

熊本県立

翔陽高等

学校 

総合学

科 

次に掲げる科目から、３科目以上を履修した者 

科目群 

・建築計画 ・建築構造 

・建築構造設計 ・建築造形 

・建築法規 ・建築施工 

・建築製図 ・建築実習 
 

 

 

熊本大学 

工学部 

情報電

気電子

工学科 

次に掲げる科目のうちから２３単位以上履修した者 

科目群 

・電気回路第一 ・電気回路第二 

・電気回路第三 ・電気回路演習第一 

・電気回路演習第二 ・電磁気学第一 

・電磁気学第二 ・電磁気学第三 

・電磁気学演習第一 ・電磁気学演習第二 

・制御工学第一 ・制御工学第二 

・アナログ電子回路基礎 ・デジタル電子回路 

・ディジタル信号処理第

一 

・ディジタル信号処理第

二 

・電気計測 ・電力輸送工学 

 



・電力システム工学 ・電気法規及び施設管理 

・プラズマ工学 ・パワーエレクトロニクス 

・高電圧パルスパワー工

学 

・電気電子材料 

・通信施設及び法規 ・情報電気電子工学実験

第一 

・情報電気電子工学実験

第二 
  

 

 

熊本大学 

工学部 

社会環

境工学

科 地域

環境デ

ザインコ

ース（平

成２１年

度以前

に入学し

た者） 

次に掲げる選択科目より１４単位以上を取得した者 

科目群 

・流域水文学 ・交通計画学 

・防災工学 ・測量学 

・測量学実習 ・建設振動学 

・地盤工学 ・岩盤工学 

・構造工学   
 

 

 

熊本大学 

工学部 

社会環

境工学

科 土木

環境工

学コース

（平成２

１年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる選択科目より１４単位以上を取得した者 

科目群 

・流域水文学 ・交通計画学 

・防災工学 ・測量学 

・測量学実習 ・建設振動学 

・地盤工学 ・岩盤工学 

・構造工学   
 

 

 

群馬大学 

理工学

部 環境

創生理

工学科 

社会基

盤・防災

コース 

次に掲げる科目から２１単位以上履修した者 

科目群 

・建設材料学 ・コンクリート工学Ⅰ 

・コンクリート工学Ⅱ ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・構造力学演習 

・耐震工学 ・土と地盤の力学Ⅰ 

・土と地盤の力学Ⅱ ・地盤力学演習 

 



・地盤環境工学 ・水理学Ⅰ 

・水理学Ⅱ ・水理学演習 

・河川水文工学 ・防災工学 

・計画理論Ⅰ ・計画理論Ⅱ 

・測量学 ・空間情報学 

・測量学実習 ・社会基盤工学実験Ⅰ 

・社会基盤工学実験Ⅱ ・建設設計製図 
 

 

慶應義塾

大学 

理工学

部 シス

テムデ

ザイン工

学科（建

築学） 

次に掲げる選択科目より２４単位以上を取得した者 

科目群 

・住宅・建築史概論 ・空間設計製図Ａ 

・力学的アナリシス ・建築論 

・空間構造力学 ・空間デザイン学 

・工学材料 ・構造システム工学 

・鉄骨構造工学 ・空間設計製図Ｂ 

・建築行政 ・建築施工・構法 

・鉄筋コンクリート構造力

学 

・建築・都市の社会・経

済 
 

 

 

慶應義塾

大学 

理工学

部 シス

テムデ

ザイン工

学科（機

械工学） 

次に掲げる選択科目より１９単位以上を取得した者 

科目群 

・熱流体システム

第２ 

・力学的アナリシス 

・生産システム ・熱エネルギー工学 

・マシンデザイン ・力学的シンセシス 

・熱機関システム ・マニュファクチュアリングアナリ

シス 

・メカトロニクス ・エネルギー変換システム 
 

 

 

慶應義塾

大学 

理工学

部 シス

テムデ

ザイン工

学科（電

気工学） 

次に掲げる選択科目より１８単位以上を取得した者 

科目群 

・回路とシステム第２ ・光学システム 

・電磁エネルギー変換工

学 

・エレクトロニクスデザイ

ン 

・信号処理 ・線形制御理論 

・電気機器システム学 ・エネルギー変換システ

ム 

・工学材料 ・システム計測 

・システム工学 ・制御システム設計論 

・パワーエレクトロニクス   
 

 

 



慶應義塾

大学 

理工学

部 物理

情報工

学科 

次に掲げる選択科目より１３単位以上を取得した者 

科目群 

・デジタル基礎 ・応用電気電子回路 

・応用電磁気学同演習 ・計測工学 

・シグナルプロセッシング ・計測情報処理 

・マグネティクス ・モデリングと制御 

・物性工学   
 

 

 

工学院大

学 

工学部

第１部 

環境エ

ネルギ

ー化学

科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・化学 ・情報処理演習Ⅰ 

・情報処理演習Ⅱ ・数学演習Ⅰ 

・数学演習Ⅱ ・物理学実験 

・物理学演習Ⅰ ・物理学演習Ⅱ 

・化学数学演習 ・無機化学演習 

・物理化学演習Ⅱ ・数値計算法及び演習 

・生物学概論 ・化学応用学概論 

・無機化学Ⅰ ・物理化学Ⅰ 

・分析化学Ⅰ ・物理化学演習Ⅰ 

・化学基礎実験Ⅰ ・化学基礎実験Ⅱ 

・物理化学実験 ・有機化学Ⅰ 

・生物化学 ・無機化学Ⅱ 

・物理化学Ⅱ ・線形代数学Ⅰ 

・線形代数学Ⅱ ・科学技術者のための数学 

・生物学実験 ・物理学総論 

・生物学Ⅰ ・生物学Ⅱ 

・統計学 ・代数学 

・幾何学Ⅰ ・幾何学Ⅱ 

・ベクトル解析 ・複素関数論 

・微分方程式論 ・応用解析学 
 

Ｂ群 

・地球環境学 ・環境分析実験 

・環境エネルギー化学実

験Ａ 

・環境エネルギー化学実

験Ｂ 

・環境エネルギー化学実

験Ｃ 

・環境エネルギー化学特

別実験 

 



・環境エネルギー材料物

性 

・環境保全工学 

・環境安全化学 ・環境生物工学 

・水環境工学 ・環境エネルギー工学 

・環境エネルギー装置設

計 

・環境分析化学 

・材料力学 ・環境エネルギー関連法

規 

・環境エネルギー化学特

別講義 

・機械工学概論 

 

Ｃ群 ・卒業論文   
 

 

光星学院

野辺地西

高等学校 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群より２０単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて４０単位以上

履修した者 

Ａ群 

・建築製図（実習） ・建築構造 

・建築施工 ・建築構造設計 

・建築計画 ・建築法規 

・ＣＡＤ製図（実習）   
 

Ｂ群 

・情報技術基礎 ・課題研究（実習） 

・総合実習（実習） ・建築実習（実習） 

・工業数理   
 

 

 

高知工科

大学 

工学部 

社会シス

テム工

学科（平

成１７年

以前に

入学した

者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・工学の論理 ・科学の論理 

・システム解析 ・社会システム情報Ⅰ 
 

Ｂ群 

・建造の力学 ・材料実験（実験） 

・材料設計システム ・構造評価システム 

・構造実験（実験） ・構造の力学１ 

・材料評価システム ・施設管理 

・地盤工学 ・構造の力学２ 

・耐震設計 ・耐久・疲労設計 

・耐風設計   
 

Ｃ群 
・都市計画 ・都市計画演習（演習） 

・まちづくり計画 ・国土計画 

 



・防災システム計画 ・居住環境整備計画 

・都市経営 ・交通施設整備計画 

・景観デザイン ・景観デザイン演習（演

習） 

・景観デザイン特論 ・橋梁デザイン 

・建設マネジメント ・プロジェクトマネジメント 

・水循環システム ・環境経営 

・プロジェクト評価 ・経営・建設情報システム 

・ファシリティマネジメン

ト 
  

 

 

高知工科

大学 

(平成１８

年度及び

平成１９

年度に入

学した者) 

工学部 

社会シス

テム工

学科（平

成１８年

度及び

平成１９

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・工学の論理 ・専門数学 

・システム解析 ・構造設計演習 
 

Ｂ群 

・建造の力学 ・材料実験（実験） 

・コンクリート工学 ・鉄筋コンクリート 

・構造実験（実験） ・構造の力学１ 

・材料評価システム ・施設管理 

・土質力学及び演習 ・構造の力学２ 

・耐震設計 ・耐久・疲労設計 

・耐風設計 ・水理・河川工学 
 

Ｃ群 

・都市計画 ・計画技術 

・まちづくり計画 ・防災システム計画 

・居住環境整備計画 ・都市経営 

・景観デザイン ・景観デザイン演習（演習） 

・景観デザイン特論 ・橋梁デザイン 

・社会システム工学概

論 

・プロジェクトマネジメント 

・水循環システム ・環境経営 

・プロジェクト評価 ・コンストラクションマネジメ

ント 

・ファシリティマネジメ

ント 
  

 

 

 

高知工科

大学 

工学部 

社会シス

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 
 



(平成２０

年度以降

に入学し

た者) 

テム工

学科（平

成２０年

度以降

に入学し

た者） 

Ａ群 
・専門数学 ・システム解析 

・構造設計演習   
 

Ｂ群 

・建造の力学 ・材料実験（実験） 

・コンクリート工学 ・鉄筋コンクリート 

・構造実験（実験） ・構造の力学１ 

・材料評価システム ・施設管理 

・土質力学及び演習 ・構造の力学２ 

・耐震設計 ・耐久・疲労設計 

・耐風設計 ・水理・河川工学 
 

Ｃ群 

・都市計画 ・計画技術 

・まちづくり計画 ・防災システム計画 

・居住環境整備計画 ・都市経営 

・景観デザイン ・景観デザイン演習（演習） 

・景観デザイン特論 ・橋梁デザイン 

・社会システム工学概

論 

・プロジェクトマネジメント 

・水循環システム ・環境経営 

・プロジェクト評価 ・コンストラクションマネジメ

ント 

・ファシリティマネジメ

ント 
  

 

 

高知工科

大学 

(平成２１

年度以降

に入学し

た者) 

システム

工学群 

建築・都

市デザイ

ン専攻

（平成２

１年度以

降の入

学生） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・システム解析 ・構造設計演習 

・力学基礎 ・力学 
 

Ｂ群 

・コンクリート工学 ・鉄筋コンクリート 

・構造実験（実験） ・構造の力学１ 

・構造物の維持管理 ・土質力学 

・構造の力学２ ・耐久・疲労設計 

・材料力学 ・運動と振動 

・流れの科学   
 

Ｃ群 
・都市計画 ・まちづくり計画 

・防災システム計画 ・居住環境整備計画 

 



・景観デザイン ・景観デザイン演習（演

習） 

・景観デザイン特論 ・社会システム工学概

論 

・プロジェクトマネジメント ・橋梁工学 

・コンストラクションマネジメ

ント 

・ファシリティマネジメン

ト 
 

 

神戸大学 

工学部 

市民工

学科 

次に掲げる選択科目より１５単位以上を取得した者 

科目群 

・連続体力学 ・構造力学Ⅱ及び演

習 

・構造力学Ⅲ ・コンクリート構造学 

・管路・開水路の水理学及び

演習 

・環境流体の解析学 

・土質力学Ⅱ及び演習 ・地盤基礎工学 

・地盤調査・施工法   
 

 

 

神戸大学 

農学部 

食料生

産環境

工学科 

地域環

境工学

プログラ

ム 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１９単位以上を取得した者 

Ａ群 

・構造力学Ⅰ ・写真測量とリモートセン

シング 

・潅漑排水工学 ・土木情報施工法 

・水理学Ⅱ ・応用水文学Ⅰ 

・応用水文学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・土質工学Ⅰ ・土質工学Ⅱ 

・建設材料学 ・土壌物理学 

・鉄筋コンクリート工学 ・土地改良法 

・地域環境工学実験法及

び実験Ⅰ 

・地域環境工学実験法及

び実験Ⅱ 

・水利施設工学Ⅰ ・水利施設工学Ⅱ 
 

 

 

神戸大学 

農学部 

食料環

境システ

ム学科 

生産環

境工学コ

ース 地

域環境

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１１単位以上を取得した者 

Ａ群 

・水理学Ⅱ ・応用水文学Ⅰ 

・応用水文学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・土質工学Ⅰ ・土質工学Ⅱ 

・建設材料学 ・土壌物理学 

・鉄筋コンクリート工学 ・土地改良法 

・地域環境工学実験法及

び実験Ⅰ 

・地域環境工学実験法及

び実験Ⅱ 

 



工学プロ

グラム 
・水利施設工学Ⅰ ・水利施設工学Ⅱ 

 

 

神戸山手

大学 

現代社

会学部 

環境文

化学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ郡からＣ郡までの各郡から１科目以上、

Ｂ郡から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・コンピューター・リテラシー（２） ・統計学 

・基礎数学（１）   
 

Ｂ群 

・建築文化史（１） ・インテリアマテリアル 

・設計製図基礎（１） ・設計製図基礎（２） 

・建築一般構造（１） ・建築一般構造（２） 

・建築文化史（２） ・住居学 

・建築調査演習 ・建築生産 

・建築材料 ・設計製図演習（１） 

・設計製図演習（２） ・ＣＡＤ（１） 

・ＣＡＤ（２） ・建築構造力学（１） 

・建築構造力学（２） ・建築計画 

・建築・インテリア法規 ・インテリア技術 

・インテリアエレメント   
 

Ｃ群 

・景観デザイン論 ・都市・地域計画 

・まちづくり論 ・建築・インテリア環境学 

・建築設備 ・住環境・インテリア演習 
 

 

 

国士舘大

学 

工学部 

建築デ

ザイン工

学科 

次に掲げる科目を全て履修した者 

Ａ群 

・西洋建築様式の変遷 ・日本建築の歴史と変遷 

・建築の法規 ・建築構造力学 

・建築の構造 ・構造製図 

・鉄筋コンクリート構造 ・構造設計・応用 

・建築構造材料 ・建築仕上材料 

・建築施工法 ・建築材料実験 
 

 

 

国士舘大

学 

理工学

部 理工

学科 都

市ランド

スケープ

学系（平

成２２年

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１５単位以上、ＡＢ群から合計２４

単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学Ａ１ ・基礎数学Ａ２ 

・基礎数学Ａ３ ・基礎数学Ｂ１ 

・基礎数学Ｂ２ ・基礎数学Ｂ３ 

・基礎物理Ａ ・基礎物理Ｂ 

 



度以前

に入学し

た者） 

・基礎化学Ａ ・基礎化学Ｂ 

・力学の実験Ａ ・物理実験 

・化学実験 ・プログラミングＡ 

・プログラミングＢ ・プログラミングＣ 

・プログラミングＤ ・地域・都市計画 

・都市環境とリモートセンシング ・インフラ施工 

・アセットマネジメント   
 

Ｂ群 

・環境の実験 ・空間情報学 

・流れの基礎 ・地盤の科学 

・構造の力学Ａ ・構造の力学Ｂ 

・材料の基礎 ・都市環境概論 

・水の流れの利用 ・地盤の工学 

・都市交通システム ・力学の実験Ｂ 

・地盤と防災 ・コンクリートの基礎 

・川の流れと解析 ・海の利用と環境 

・資源リサイクル ・コンクリートの応用 

・地震・耐震   
 

 

国士舘大

学 

理工学

部 理工

学科 建

築学系

（平成１

９年度及

び平成２

０年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から６単位以上、ＡＢ群から合計１１単

位以上履修した者 

Ａ群 

・線形代数Ａ ・線形代数Ｂ 

・基礎物理Ｂ ・基礎化学Ａ 

・基礎化学Ｂ ・物理実験 

・化学実験 ・建築地震工学 

・建築設備製図 ・建築環境工学実験 

・建築設備設計 ・給排水・防災設備 

・工事管理 ・測量実習Ａ 

・建築施工計画   
 

Ｂ群 

・住居論 ・建築の環境構成 

・近代建築論 ・西洋建築史 

・日本建築史Ａ ・日本建築史Ｂ 

・都市計画 ・未来の都市・建築論 

・建築構造製図 ・建築構造計画と解析 

・建築鉄筋コンクリート構造 ・建築鋼構造 

・建築仕上材料 ・建築生産論 

・建築材料実験Ａ ・建築材料実験Ｂ 

 



・建築仕様積算   
 

 

国士舘大

学 

(平成２１

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 理工

学科 建

築学系

（平成２

１年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・コンピュータリテラシー

Ａ 

・コンピュータリテラシー

Ｂ 

・プログラミングＡ ・プログラミングＢ 

・プログラミングＣ ・プログラミングＤ 

・基礎数学Ａ ・基礎数学Ｂ 

・線形代数Ａ ・線形代数Ｂ 

・基礎物理Ａ ・基礎物理Ｂ 

・基礎化学Ａ ・基礎化学Ｂ 

・物理実験 ・化学実験 
 

Ｂ群 

・建築実務ＣＡＤ ・３ＤプレゼンテーションＣ

ＡＤ 

・住居論 ・建築の環境構成 

・近代建築論 ・西洋建築史 

・日本建築史Ａ ・日本建築史Ｂ 

・都市計画 ・建築の法規 

・未来の都市・建築論 ・建築構造力学の基礎 

・建築構造力学 ・建築の構造と材料力学 

・建築構造製図 ・建築構造計画と解析 

・建築鉄筋コンクリート構

造 

・建築鋼構造 

・建築設備製図 ・建築構造材料 

・建築仕上材料 ・建築施工法 

・建築生産論 ・建築材料実験Ａ 

・建築材料実験Ｂ ・建築仕様積算 
 

Ｃ群 

・建築と環境 ・広域・都市環境論 

・建築環境工学実験 ・建築設備設計 

・工事管理 ・建築施工計画 

・卒業研究   
 

 

 

国士舘大

学 

理工学

部 理工

学科 都

市ランド

次に掲げる科目から５単位以上履修した者 

科目群 
・ものづくり基礎Ａ ・構造の力学Ｂ 

・建設材料 ・応用水理学 

 



スケープ

学系（平

成２３年

度以降

に入学し

た者） 

・空間デザインの基礎 ・コンクリートの応用 

・インフラ施工 ・構造の実験 
 

 

国士舘大

学 

(平成２６

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 理工

学科 ま

ちづくり

学系（平

成２６年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１単位以上、両群から合計７単位

以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学ＡⅠ ・基礎数学ＢⅠ 

・基礎数学Ａ２ ・基礎数学Ｂ２ 

・線形代数Ａ ・線形代数Ｂ 

・基礎物理Ｂ ・基礎化学Ａ 

・基礎化学Ｂ ・物理実験 

・化学実験 ・コンピュータリテラシ

ーＢ 

・Ｃプログラミング入門 ・Ｃプログラミング応用 

・スクリプト言語プログラミ

ング 

・ＪＡＶＡプログラミング 

・まちづくりの交通計画 ・都市計画 

・河川工学 ・河川環境とまちづくり 

・広域・都市環境論 ・橋梁・道路デザイン 
 

Ｂ群 

・測量実習Ｂ ・建設材料・構造実験 

・土質実験 ・維持管理工学 

・防災まちづくり ・空間情報学 

・まちづくりの調査解析   
 

 

 

埼玉県立

川越総合

高等学校 

総合学

科 

Ａ群より１１単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 

・農業土木施工Ⅰ ・農業土木施工Ⅱ 

・農業土木設計Ⅰ ・農業土木設計Ⅱ 

・農業水利 ・測量Ⅰ 

・測量Ⅱ ・測量実習Ⅰ 

・測量実習Ⅱ ・土木製図実習Ⅰ 

・土木製図実習Ⅱ   
 

Ｂ群 
・総合実習 ・課題研究 

・農業情報処理Ⅰ ・農業情報処理Ⅱ 
 

 

 



佐賀大学 

農学部 

生物環

境科学

科 生物

環境保

全学コー

ス 

次に掲げる科目のうちから２２単位以上履修した者 

科目群 

・実験水気圏環境学 ・実験地圏環境学 

・環境水理学Ⅰ ・環境水理学演習Ⅰ 

・地球環境学 ・気象水文学 

・土壌環境科学 ・環境水理学Ⅱ 

・環境水理学演習Ⅱ ・地盤環境学 

・地盤環境学Ⅱ ・水環境学 

・現代環境学   
 

 

 

滋賀県立

安曇川高

等学校 

(平成１５

年度以降

の入学者) 

総合学

科 建築

デザイン

系 

Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ群合わせて２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・建築製図 ・建築構造 

・建築構造設計 ・建築計画 

・建築施工 ・建築法規 
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・理科総合Ａ 

・理科総合Ｂ ・情報Ａ 

・工業技術基礎 ・建築実習 
 

 

 

滋賀県立

大学 

環境科

学部 環

境建築

デザイン

学科 

次に掲げる科目から２単位以上履修した者 

科目群 
・基礎数学Ⅰ ・基礎数学Ⅱ 

・建築数学・物理   
 

 

 

滋賀県立

長浜北星

高等学校 

(平成１０

年度、平

成１１年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群及びＢ群の全ての教科を履修した者。ただし、Ａ群の建築製図

１及び建築構造１の２科目にかえて建築構造Ａを履修した者を含

む。 

Ａ群 

・建築製図１ ・建築構造１ 

・建築製図２ ・建築構造２ 

・建築構造設計１ ・建築計画 

・建築実習１ ・建築構造設計２ 

・建築施工 ・建築法規 

・建築製図３ ・建築実習２ 
 

Ｂ群 ・インテリア計画   
 

 

 

滋賀県立

長浜北星

高等学校 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修した

者 
 



(平成１２

年度に入

学した者) 

Ａ群 

・建築製図１ ・建築構造１ 

・建築製図２ ・建築構造２ 

・建築構造設計１ ・建築計画 

・建築実習１ ・課題研究 

・インテリア計画 ・建築構造設計２ 

・建築施工 ・建築法規 

・建築製図３ ・建築実習２ 
 

Ｂ群 ・情報技術基礎   
 

 

滋賀県立

長浜北星

高等学校 

(平成１３

年度、平

成１４年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修した

者 

Ａ群 

・建築製図１ ・建築構造１ 

・建築製図２ ・建築構造２ 

・建築構造設計１ ・建築計画 

・建築実習１ ・課題研究 

・インテリア計画 ・建築構造設計２ 

・建築施工 ・建築法規 

・建築製図３ ・建築実習２ 

・建築構造３   
 

Ｂ群 ・情報技術基礎   
 

 

 

滋賀県立

長浜北星

高等学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修した

者 

Ａ群 

・製図（建築） ・建築構造 

・建築構造設計 ・建築計画 

・実習（建築） ・建築施工 

・建築法規   
 

Ｂ群 ・情報Ａ   
 

 

 

静岡県立

小笠高等

学校 

(平成１３

年度以前

総合学

科 

Ａ群より１１単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 

・測量Ⅰ ・測量Ⅱ 

・農業土木設計Ⅰ ・農業土木設計Ⅱ 

・農業土木施工Ⅰ ・農業土木施工Ⅱ 

・環境保全Ⅰ ・環境保全Ⅱ 

 



に入学し

た者) 
・エコロジー ・環境緑化 

・栽培環境   
 

Ｂ群 ・課題研究   
 

 

静岡県立

小笠高等

学校 

(平成１４

年度以降

に入学し

た者) 

総合学

科 

Ａ群より１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合計２６単位以上履修した

者 

Ａ群 

・測量Ⅰ ・測量Ⅱ 

・農業土木設計Ⅰ ・農業土木設計Ⅱ 

・農業土木施工Ⅰ ・農業土木施工Ⅱ 

・環境緑化 ・農業科学基礎 

・エコロジー   
 

Ｂ群 ・課題研究   
 

 

 

芝浦工業

大学 

デザイン

工学部 

デザイン

工学科

（平成２

１年度以

降入学

者） 

Ａ群より１科目以上、Ｂ群より１７単位以上、Ｃ群より１科目以上、

Ａ、Ｂ、Ｃ群より合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 ・ＣＡＤ・ＣＧ演習   
 

Ｂ群 

・建築・空間デザイン演

習１（演習） 

・建築・空間デザイン演

習２（演習） 

・建築・都市論 ・建築・空間デザイン１ 

・建築・空間デザイン２ ・建築設備 

・材料力学 ・構造力学１ 

・構造力学２ ・構造デザイン 

・建築構造 ・建築材料 

・建築生産 ・建築・都市法制 

・造形・製図演習１（演

習） 

・造形・製図演習２（演

習） 

・都市施設計画 ・都市開発マネジメント 
 

Ｃ群 

・プロジェクト演習４（演

習） 

・プロジェクト演習８（演習） 

・防災安全計画 ・空間情報デザイン演習

（演習） 

・環境工学   
 

 

 



島根県立

益田翔陽

高等学校 

全日制

課程 生

物環境

工学科 

環境土

木コース 

次に掲げる科目のうち５単位以上履修した者 

科目群 ・農業土木設計 ・農業土木施工 
 

 

 

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 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より２３単位以上を含み、合計２６単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・居住計画 ・都市計画 

・建築環境システムＡ ・建築環境学Ａ 

・建築環境学Ｂ ・建築生産 

・特別研究ゼミナール ・特別研究 

・建築環境演習Ⅰ ・建築環境演習Ⅱ 

・都市防災計画 ・都市・建築空間解析 

・建築環境学Ｃ ・都市設計 

・建築環境システムＢ ・建築施工管理 

・建築環境システム設計   
 

Ｂ群 

・西洋建築史 ・建築構造力学Ⅰ 

・建築構法Ⅰ ・建築計画Ⅰ 

・日本建築史 ・建築構造力学Ⅱ 

・建築材料学Ⅰ ・建築構造力学Ⅲ 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築デザインⅠ ・建築材料実験 

・建築構造実験 ・構造設計演習 

・建築表現演習Ⅰ ・建築物のしくみ 

・建築計画Ⅱ ・東洋建築史 

・木質構造 ・建築鉄骨構造 

・建築材料学Ⅱ ・建築法規 

・建築デザインⅡ ・鉄筋コンクリート構造 

・建築構法Ⅱ ・建築デザインⅢ 

・建築構造力学Ⅳ   
 

 

 

首都大学

東京 

都市環

境学部 

都市環

境学科 

都市基

次に掲げる科目から２単位以上履修した者 

科目群 

・構造・応用力学演習 ・土質・材料演習 

・水理学演習 ・土木計画学演習 

・材料構造学 ・測量学実習 

 



盤環境コ

ース 
・鉄筋コンクリート設計製図 ・材料耐久工学 

・構造安全工学 ・地盤工学 

・地震工学 ・社会基盤構造学 

・社会基盤設計学 ・社会基盤管理 

・社会基盤計画 ・ＣＡＤ応用演習 

・土木地質学   
 

 

成蹊大学 

理工学

部 シス

テムデ

ザイン学

科（「電

気工学

に関する

学科」を

修めた

者） 

次に掲げる科目から１７単位以上を履修した者 

科目群 

・回路とシステムⅠ ・回路とシステムⅡ 

・集積回路工学 ・電力系統工学 

・電子回路 ・電磁気学 

・エレクトロニクス計測 ・電気機械システム 

・パワーエレクトロニクス ・電力工学 

・制御工学Ⅰ ・制御工学Ⅱ 

・生産工学 ・システム工学 
 

 

 

成蹊大学 

理工学

部 シス

テムデ

ザイン学

科（「機

械工学

に関する

学科」を

修めた

者） 

次に掲げる科目から１７単位以上履修した者 

科目群 

・材料力学Ⅰ ・機械力学Ⅰ 

・流体力学Ⅰ ・ＣＡＤⅠ 

・機械設計法 ・熱工学Ⅰ 

・熱工学Ⅱ ・流体力学Ⅱ 

・材料力学Ⅱ ・機械力学Ⅱ 

・ＣＡＤⅡ ・電気機械システム 

・メカニクス ・ロボット工学 

・ロボット運動学 ・生産工学 

・弾・塑性学 ・機械測定法 

・システム工学   
 

 

 

成蹊大学 

(平成２３

年度に入

学した者) 

理工学

部 エレ

クトロメ

カニクス

学科

（「電気

工学に

関する

学科」を

次に掲げる科目から１７単位以上履修した者 

科目群 

・集積回路工学 ・電力系統工学 

・電子回路 ・電磁気学 

・エレクトロニクス計測 ・電気機械システム 

・パワーエレクトロニクス ・電力工学 

・制御工学Ⅰ ・制御工学Ⅱ 

・生産工学 ・システム工学 

・回路とシステムⅠ ・回路とシステムⅡ 
 

 

 



修めた

者）（平

成２３年

度に入

学した

者） 

成蹊大学 

(平成２２

年度に入

学した者) 

理工学

部 エレ

クトロメ

カニクス

学科

（「電気

工学に

関する

学科」を

修めた

者）（平

成２２年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目から１５単位以上を履修した者 

科目群 

・電気回路 ・電磁気学 

・電気法規および施設管理 ・制御工学Ⅰ 

・制御工学Ⅱ ・システム工学 

・電力系統工学 ・電気磁気測定法 

・電気機械 ・電気材料 

・パワーエレクトロニクス ・集積回路工学 

・電子回路 ・ディジタル電子回路 

・電磁波工学   
 

 

 

成蹊大学 

(平成２１

年度以前

に入学し

た者) 

理工学

部 エレ

クトロメ

カニクス

学科

（「電気

工学に

関する

学科」を

修めた

者）（平

成２１年

度以前

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から１２単位以上を履修した者 

科目群 

・電気回路 ・電磁気学 

・電子回路 ・ディジタル電子回路 

・集積回路工学 ・電磁波工学 

・電気材料 ・電気磁気測定法 

・電気機械 ・パワーエレクトロニクス 

・電力系統工学 ・電気法規および施設管理 

・制御工学Ⅰ ・制御工学Ⅱ 

・システム工学   
 

 

 

成蹊大学 

(平成２３

理工学

部 エレ
次に掲げる科目から１７単位以上を履修した者  



年度に入

学した者) 

クトロメ

カニクス

学科

（「機械

工学に

関する

学科」を

修めた

者）（平

成２３年

度に入

学した

者） 

科目群 

・材料力学Ⅰ ・機械力学Ⅰ 

・流体力学Ⅰ ・ＣＡＤⅠ 

・機械設計法 ・熱工学Ⅰ 

・熱工学Ⅱ ・流体力学Ⅱ 

・材料力学Ⅱ ・機械力学Ⅱ 

・ＣＡＤⅡ ・電気機械システム 

・メカニクス ・ロボット工学 

・ロボット運動学 ・生産工学 

・弾・塑性学 ・機械測定法 

・システム工学   
 

 

成蹊大学 

(平成２２

年度に入

学した者) 

理工学

部 エレ

クトロメ

カニクス

学科

（「機械

工学に

関する

学科」を

修めた

者）（平

成２２年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目から１５単位以上を履修した者 

科目群 

・機械力学Ⅰ ・流体力学Ⅰ 

・熱工学Ⅰ ・材料力学Ⅱ 

・材料力学Ⅲ ・機械力学Ⅱ 

・弾・塑性学 ・機械設計法Ⅰおよび基礎製図 

・機械設計法Ⅱ ・流体力学Ⅱ 

・設計製図Ⅰ ・設計製図Ⅱ 

・熱工学Ⅱ ・機械測定法 

・ロボット工学 ・システム工学 

・電気機械   
 

 

 

成蹊大学 

(平成２１

年度以前

に入学し

た者) 

理工学

部 エレ

クトロメ

カニクス

学科

（「機械

工学に

関する

学科」を

修めた

次に掲げる科目から１５単位以上を履修した者 

科目群 

・機械力学Ⅰ ・流体力学Ⅰ 

・熱工学Ⅰ ・材料力学Ⅱ 

・機械設計法Ⅰおよび基礎製図 ・材料力学Ⅲ 

・機構学および機械要素 ・設計製図Ⅰ 

・弾・塑性学 ・機械設計法Ⅱ 

・設計製図Ⅱ ・機械力学Ⅱ 

・流体力学Ⅱ ・熱工学Ⅱ 

・燃焼工学 ・機械測定法 

 



者）（平

成２１年

度以前

に入学し

た者） 

・電気機械 ・ロボット工学 

・システム工学   
 

 

摂南大学 

(平成２２

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 都市

環境工

学科（平

成２２年

度～２５

年度入

学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から８単位以上

を含む、合計２３単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学演習 ・微積分Ⅰ 

・微積分Ⅱ ・線形代数Ⅰ 

・線形代数Ⅱ ・数理総合演習Ⅰ（演習） 

・数理総合演習Ⅱ（演習） ・工業数学Ⅰ 

・工業数学Ⅱ ・代数学 

・幾何学Ⅰ ・幾何学Ⅱ 

・解析学 ・物理学 

・化学 ・生物学 

・基礎力学演習（演習） ・力学Ⅰ 

・力学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅱ ・地盤力学Ⅱ 

・建設構造材料学 ・水理学Ⅱ 

・コンクリート構造学 ・建設施工学 

・防災・耐震工学 ・建設環境法規 

・構造力学Ⅰ演習（演習） ・構造力学Ⅱ演習（演

習） 

・コンクリート構造学演習（演

習） 

・地盤力学Ⅰ演習（演

習） 

・地盤力学Ⅱ演習（演習） ・水理学Ⅰ演習（演

習） 

・水理学Ⅱ演習（演習）   
 

Ｃ群 

・環境衛生工学Ⅰ ・環境衛生工学Ⅱ 

・都市計画学 ・鋼構造学 

・交通・道路工学 ・流域・沿岸域工学 
 

 

 

摂南大学 

理工学

部 住環

境デザイ

ン学科

（平成２

次に掲げる科目のうち、Ａ群から２１単位以上という条件を満たした

上で、全群から３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・日本建築史 ・居住安全計画 

・色彩論 ・住環境材料学Ⅱ 

 



５年度以

前に入

学した

者） 

・西洋建築史 ・図形科学 

・構造力学入門 ・構造デザイン入門 

・住居計画学 ・構造力学Ⅰ 

・建築一般構造学 ・建築計画学 

・建築法規 ・構造力学Ⅱ 

・住宅生産学 ・プロダクトデザイン論 

・カラーコーディネート論 ・近代デザイン史 

・インテリアデザイン論 ・マンション管理学 

・造形演習 ・設計演習Ⅰ 

・プロダクトデザイン演習

Ⅰ 

・設計演習Ⅱ 

・プロダクトデザイン演習

Ⅱ 

・設計演習Ⅲ 

・空間表現演習Ⅰ（ＣＡＤ

Ⅰ） 

・空間表現演習Ⅱ（ＣＡＤ

Ⅱ） 
 

Ｂ群 

・基礎数学演習 ・微積分Ⅰ 

・微積分Ⅱ ・線形代数Ⅰ 

・線形代数Ⅱ ・工業数学Ⅰ 

・工業数学Ⅱ ・代数学 

・幾何学Ⅰ ・幾何学Ⅱ 

・解析学 ・統計学 

・物理学基礎演習 ・物理学 

・基礎力学演習 ・力学 

・化学 ・生物学 

・物理学実験 ・化学実験 

・住環境管理学 ・住環境材料学Ⅰ 

・住環境工学Ⅱ ・住環境設備 

・地球環境学 ・環境工学演習 

・都市環境計画 ・福祉住環境 

・地域計画学   
 

 

摂南大学 

(平成２６

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 住環

境デザイ

ン学科

（平成２

６年度以

次に掲げる科目のうち、３単位以上履修した者 

科目群 

・構造力学Ⅱ ・建築計画学 

・日本建築史 ・西洋建築史 

・設計演習Ⅲ（演習） ・設計演習Ⅳ（演習） 
 

 

 



降に入

学した

者） 

仙台高等

専門学校 

専攻科 

生産シス

テムデ

ザイン工

学専攻

建築デ

ザイン学

コース 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＢ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から６単位以上履修した者 

Ａ群 
・生物化学 ・応用物理学 

・データ解析学   
 

Ｂ群 

・建築設計製図 ・構造動力学 

・材料設計法 ・建築史特論 

・施設計画論   
 

 

 

崇城大学 

工学部 

エコデザ

イン学科 

次に掲げる科目を取得した者 

科目群 ・流れの基礎学 ・プランニングとマネジメント 
 

 

 

高川学園

高等学校 

全日制

課程 総

合学科 

建築系

列 

Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ両群合わせて２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・課題研究 ・建築実習 

・建築製図 ・建築構造 

・建築施工 ・建築構造設計 

・建築計画 ・建築法規 

・建築演習Ⅰ   
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・基礎数学 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・理科総合Ａ ・理科総合Ｂ 

・物理Ⅰ ・化学Ⅰ 

・生物Ⅰ ・情報Ａ 

・工業技術基礎   
 

 

 

多摩美術

大学 

環境デ

ザイン学

科（平成

１３年度

以前に

入学した

者） 

環境デザイン学科において必修科目以外の下記の教科目を履修

した者 

必修科目

以外の教

科目 

・建築デザイン史Ⅲ（東

洋建築史） 

・建築デザイン史Ⅳ（近

代建築史） 

・構造デザイン論Ⅱ（構

造計画） 

・現代建築論 

・ＣＡＤ・ＣＧⅡ ・都市デザイン論 

・建築施工 ・建築法規 

・建築デザイン史Ⅰ実習   
 

 

 



多摩美術

大学 

(平成１４

年度以降

に入学し

た者) 

環境デ

ザイン学

科（平成

１４年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目を全て履修した者 

科目群 

・ＣＡＤ・ＣＧⅡ ・都市デザイン論 

・建築デザイン史Ⅰ実

習 

・構造デザイン論Ⅱ（構造計

画） 
 

 

 

第一工業

大学 

工学部 

社会環

境工学

科 

次に掲げる科目より５単位以上を取得した者 

科目群 

・コンクリート工学 ・構造力学 

・土質工学 ・水理学 

・防災工学 ・土木計画学 

・土木施工法 ・施工管理Ⅱ 

・施工管理Ⅲ ・火薬学 

・土木実験３（水理）   
 

 

 

千葉県立

安房拓心

高等学校 

全日制

課程 総

合学科

（平成２

４年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ群合わせて２

６単位以上履修した者 

Ａ群 

・農業土木設計 ・農業土木施工 

・社会基盤工学 ・作物 

・測量 ・農業機械 

・農業科学基礎   
 

Ｂ群 

・理科総合Ｂ ・情報Ａ 

・数学Ａ ・物理Ⅰ 

・化学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・生物Ⅰ ・数学Ｂ 

・物理Ⅱ ・生物Ⅱ 

・情報Ｃ ・化学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・農業情報処理 
 

 

 

千葉県立

安房拓心

高等学校 

全日制

課程 総

合学科

（平成２

５年に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１０単位以上、Ａ、Ｂ群合わせて２

６単位以上履修した者 

Ａ群 

・農業土木設計 ・農業土木施工 

・社会基盤工学 ・測量 

・農業機械 ・農業と環境 
 

Ｂ群 
・理科探究 ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ａ 

 



・数学Ｂ ・物理基礎 

・化学基礎 ・生物基礎 

・化学 ・農業情報処理 
 

 

千葉県立

君津青葉

高等学校 

(平成１４

年度以前

に入学し

た者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群より１０単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて３０単位以上

履修した者 

Ａ群 

・測量 ・土木施工 

・土木設計 ・水理 

・土質力学 ・土木計画 
 

Ｂ群 
・情報活用 ・製図 

・課題研究 ・コンピュータ応用 
 

 

 

千葉県立

君津青葉

高等学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ両群から合計２６単位以上履修

した者 

Ａ群 

・測量（実習） ・土木施工（実験） 

・土木構造設計（演習） ・土木基礎力学（演習） 

・製図（実習） ・社会基盤工学 
 

Ｂ群 ・情報Ａ（実習） ・マルチメディア応用（実習） 
 

 

 

千葉工業

大学 

(平成１９

年度以前

入学者) 

工学部 

機械サ

イエンス

学科（平

成１９年

度以前

入学者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分積分応用 

・物理学基礎 ・物理学応用 

・化学基礎 ・化学応用 

・情報処理基礎講義及び

演習１ 

・情報処理基礎講義及び

演習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・力学１ ・力学２ 

・数値解析１ ・数値解析２ 

・工学演習 ・応用解析 

・微分方程式 ・確率統計 

・物理化学１ ・物理化学２ 

・有機化学 ・無機化学 
 

Ｂ群 
・機械サイエンス概論 ・材料力学及び演習１ 

・材料力学及び演習２ ・機構学 

 



・機械加工法 ・基礎材料工学 

・基礎機械製図 ・固体力学 

・材料強度学 ・工作機械 

・塑性力学 ・振動工学１ 

・振動工学２ ・自動制御１ 

・自動制御２ ・熱力学及び演習１ 

・熱力学及び演習２ ・熱機関１ 

・熱機関２ ・伝熱工学 

・流れ学及び演習１ ・流れ学及び演習２ 

・流体力学 ・流体工学 

・流体機械 ・機械製図 

・機械設計及び演習１ ・機械設計及び演習２ 

・応用機械設計製図 ・メカトロニクス 

・ロボット工学 ・機器設計製図１ 

・機器設計製図２ ・材料物理学 

・材料物性論 ・材料組織学 

・先端材料 ・鉄鋼材料 

・非鉄材料 ・熱物理学 

・塑性加工 ・材料接合学 

・磁性材料 ・材料工学実験 

・先端材料工学演習１ ・先端材料工学演習２ 

・波動工学 ・統計力学基礎 
 

Ｃ群 

・機械工学実験１ ・機械工学実験２ 

・機械工学演習１ ・機械工学演習２ 

・マイクロマシン ・粉体工学 

・エネルギー工学   
 

 

千葉工業

大学 

(平成２０

年度入学

者) 

工学部 

機械サ

イエンス

学科（平

成２０年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分積分応用 

・物理学基礎 ・物理学応用 

・化学基礎 ・化学応用 

・情報処理基礎講義及び

演習１ 

・情報処理基礎講義及び

演習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・力学１ ・力学及び演習１ 

 



・力学２ ・力学及び演習２ 

・数値構造解析１ ・数値構造解析２ 

・工学演習 ・応用解析 

・微分方程式 ・確率統計 

・物理化学１ ・物理化学２ 

・有機化学 ・無機化学 
 

Ｂ群 

・機械サイエンス概論 ・材料力学及び演習１ 

・材料力学基礎及び演習

１ 

・材料力学及び演習２ 

・材料力学基礎及び演習

２ 

・機構学 

・機構学及び演習 ・機械加工法 

・機械工作法及び演習 ・基礎材料工学 

・基礎機械製図 ・機械要素設計及び演

習 

・機械製図１ ・機械設計及び演習 

・機械製図２ ・工作機械と自動加工 

・塑性加工法 ・材料力学応用及び演

習 

・材料の変形と強度 ・機械力学 

・制御工学 ・熱力学 

・流れ学 ・応用熱力学 

・応用流れ学 ・固体力学 

・材料強度学 ・工作機械 

・塑性力学 ・振動工学１ 

・振動工学２ ・自動制御１ 

・自動制御２ ・熱力学及び演習１ 

・熱力学及び演習２ ・熱機関１ 

・熱機関２ ・伝熱工学 

・流れ学及び演習１ ・流れ学及び演習２ 

・流体力学 ・流体工学 

・流体機械 ・機械製図 

・機械設計及び演習１ ・機械設計及び演習２ 

・応用機械設計製図 ・メカトロニクス 

・ロボット工学 ・機器設計製図１ 

・機器設計製図２ ・材料物理学 

・材料物性論 ・材料組織学 



・先端材料 ・鉄鋼材料 

・非鉄材料 ・熱物理学 

・塑性加工 ・材料接合学 

・磁性材料 ・材料工学実験 

・波動工学 ・統計力学基礎 
 

Ｃ群 

・機械総合実験１ ・機械総合実験２ 

・機械総合演習１ ・機械総合演習２ 

・機械工学実験１ ・機械工学実験２ 

・機械工学演習 ・マイクロマシン 

・粉体工学 ・エネルギー工学 

・ゼミナール１ ・ゼミナール２ 

・卒業研究   
 

 

千葉工業

大学 

(平成２１

年度入学

者) 

工学部 

機械サ

イエンス

学科（平

成２１年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分積分応用 

・物理学基礎 ・物理学応用 

・化学基礎 ・化学応用 

・情報処理基礎講義及び

演習１ 

・情報処理基礎講義及び

演習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・力学１ ・力学及び演習１ 

・力学２ ・力学及び演習２ 

・数値構造解析１ ・数値構造解析２ 

・応用解析 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理化学１ 

・物理化学２ ・有機化学 

・無機化学   
 

Ｂ群 

・機械サイエンス概論 ・材料力学及び演習１ 

・材料力学基礎及び演習

１ 

・材料力学及び演習２ 

・材料力学基礎及び演習

２ 

・機構学 

・機構学及び演習 ・機械加工法 

・機械工作法及び演習 ・基礎材料工学 

 



・基礎機械製図 ・機械要素設計及び演

習 

・機械製図１ ・機械設計及び演習 

・機械製図２ ・工作機械と自動加工 

・塑性加工法 ・材料力学応用及び演

習 

・材料の変形と強度 ・機械力学 

・制御工学 ・熱力学 

・流れ学 ・応用熱力学 

・応用流れ学 ・固体力学 

・材料強度学 ・工作機械 

・塑性力学 ・振動工学１ 

・振動工学２ ・自動制御１ 

・自動制御２ ・熱力学及び演習１ 

・熱力学及び演習２ ・熱機関１ 

・熱機関２ ・伝熱工学 

・流れ学及び演習１ ・流れ学及び演習２ 

・流体力学 ・流体工学 

・流体機械 ・機械製図 

・機械設計及び演習１ ・機械設計及び演習２ 

・応用機械設計製図 ・メカトロニクス 

・ロボット工学 ・機器設計製図１ 

・機器設計製図２ ・材料物理学 

・材料物性論 ・材料組織学 

・先端材料 ・鉄鋼材料 

・非鉄材料 ・応用熱化学 

・塑性加工 ・材料接合学 

・磁性材料 ・材料工学実験 

・波動工学 ・統計力学基礎 
 

Ｃ群 

・機械総合実験１ ・機械総合実験２ 

・機械総合演習１ ・機械総合演習２ 

・機械工学実験１ ・機械工学実験２ 

・機械工学演習 ・マイクロマシン 

・粉体工学 ・エネルギー工学 

・ゼミナール１ ・ゼミナール２ 

・卒業研究   
 

 



千葉工業

大学 

(平成２２

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

機械サ

イエンス

学科（平

成２２年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分積分応用 

・物理学基礎 ・物理学応用 

・化学基礎 ・化学応用 

・情報処理基礎講義及び

演習１ 

・情報処理基礎講義及び

演習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・力学１ ・力学及び演習１ 

・力学２ ・力学及び演習２ 

・数値構造解析１ ・数値構造解析２ 

・応用解析 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理化学１ 

・物理化学２   
 

Ｂ群 

・機械サイエンス概論 ・材料力学及び演習１ 

・材料力学基礎及び演習

１ 

・材料力学及び演習２ 

・材料力学基礎及び演習

２ 

・機構学 

・機構学及び演習 ・機械加工学 

・機械工作法及び演習 ・基礎材料工学 

・基礎機械製図 ・機械要素設計及び演

習 

・機械製図１ ・機械設計及び演習 

・機械製図２ ・工作機械と自動加工 

・塑性加工法 ・材料力学応用及び演

習 

・材料の変形と強度 ・機械力学 

・制御工学 ・熱力学 

・流れ学 ・応用熱力学 

・応用流れ学 ・固体力学 

・材料強度学 ・工作機械 

・塑性力学 ・振動工学１ 

・振動工学２ ・自動制御１ 

・自動制御２ ・熱力学及び演習１ 

・熱力学及び演習２ ・熱機関 

・伝熱工学 ・流れ学及び演習１ 

 



・流れ学及び演習２ ・流体力学 

・流体機械 ・機械製図 

・機械設計及び演習１ ・機械設計及び演習２ 

・応用機械設計製図 ・メカトロニクス 

・精密運動機構 ・機器設計製図１ 

・機器設計製図２ ・材料物理学 

・材料組織学 ・先端材料 

・鉄鋼材料 ・非鉄材料 

・応用熱化学 ・塑性加工 

・材料接合学 ・磁性材料 

・材料工学実験 ・波動工学 

・統計力学基礎   
 

Ｃ群 

・機械総合実験１ ・機械総合実験２ 

・機械総合演習１ ・機械総合演習２ 

・機械工学実験１ ・機械工学実験２ 

・機械工学演習 ・マイクロマシン 

・粉末冶金学 ・エネルギー工学 

・ゼミナール１ ・ゼミナール２ 

・卒業研究   
 

 

千葉工業

大学 

工学部 

建築都

市環境

学科（平

成１５年

度以前

入学者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理学基礎 

・物理学応用 ・化学基礎 

・情報処理基礎講義・演

習１ 

・情報処理基礎講義・演

習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・微分積分応用 ・応用解析 

・数理統計 ・応用数学 

・数値解析 ・連続体の力学 

・無機化学   
 

Ｂ群 

・図学・造形・製図１ ・図学・造形・製図２ 

・構造学概論１ ・構造学概論２ 

・建設工学概論 ・建設材料概論 

・土の科学 ・建築・都市史概論 

 



・設計基礎１ ・設計基礎２ 

・建築史 ・建築デザイン論 

・建築計画１ ・建築計画２ 

・構造解析 ・構造解析演習 

・鉄骨構造 ・鉄筋コンクリート構造 

・建築基礎構造 ・建築材料 

・建築構法 ・建築生産・施工 

・構造・材料実験 ・建築設計特別演習Ａ 

・建築設計特別演習Ｂ ・建築デザイン１ 

・建築デザイン２ ・建築総合設計 

・建築・都市関連法規 ・建設材料学 

・鉄筋コンクリート工学   
 

Ｃ群 

・建築都市環境概論１ ・建築都市環境概論２ 

・環境工学概論 ・測量学 

・建築都市計画概論 ・耐震構造 

・光環境学 ・温熱空気環境学 

・給排水設備 ・空気調和設備 

・電気設備 ・地域計画 

・まちづくり論 ・住宅地計画 

・地域環境保全 ・水辺環境計画 

・景観デザイン ・防災工学 

・ジオスペース計画 ・測量実習 

・地盤工学 ・都市計画 

・建設マネジメント ・都市環境工学実験１ 

・都市環境工学実験２ ・都市環境デザイン１ 

・都市環境デザイン２   
 

 

千葉工業

大学 

(平成１６

～１８年

度入学者) 

工学部 

建築都

市環境

学科（平

成１６～

１８年度

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理学基礎 

・物理学応用 ・化学基礎 

・情報処理基礎講義・演

習１ 

・情報処理基礎講義・演

習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・微分積分応用 ・応用解析 

 



・数理統計 ・応用数学 

・数値解析 ・連続体の力学 

・無機化学   
 

Ｂ群 

・図学・造形・製図１ ・図学・造形・製図２ 

・構造学概論１ ・構造学概論２ 

・建設工学概論 ・建設材料概論 

・土の科学 ・建築・都市史概論 

・設計基礎１ ・設計基礎２ 

・建築史 ・建築デザイン論 

・建築計画１ ・建築計画２ 

・構造解析 ・構造解析演習 

・鉄骨構造 ・鉄筋コンクリート構造 

・建築基礎構造 ・建築材料 

・建築構法 ・建築生産・施工 

・構造・材料実験 ・建築設計特別演習Ａ 

・建築設計特別演習Ｂ ・建築デザイン１ 

・建築デザイン２ ・建築設計ゼミナール１ 

・建築設計ゼミナール２ ・建築・都市関連法規 

・建設材料学 ・鉄筋コンクリート工学 
 

Ｃ群 

・建築都市環境概論１ ・建築都市環境概論２ 

・環境工学概論 ・測量学 

・建築都市計画概論 ・耐震構造 

・光環境学 ・温熱空気環境学 

・給排水設備 ・空気調和設備 

・電気設備 ・地域計画 

・まちづくり論 ・住宅地計画 

・地域環境保全 ・水辺環境計画 

・景観デザイン ・防災工学 

・ジオスペース計画 ・測量実習 

・地盤工学 ・都市計画 

・建設マネジメント ・都市環境工学実験１ 

・都市環境工学実験２ ・都市環境デザイン１ 

・都市環境デザイン２ ・卒業研究 
 

 

千葉工業

大学 

工学部 

建築都

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 
 



(平成１９

年度入学

者) 

市環境

学科（平

成１９年

度入学

者） Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理学基礎 

・物理学応用 ・化学基礎 

・情報処理基礎講義・演

習１ 

・情報処理基礎講義・演

習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・微分積分応用 ・応用解析 

・無機化学 ・工学基礎実験 
 

Ｂ群 

・図学基礎 ・製図基礎１ 

・製図基礎２ ・造形基礎 

・構造力学１ ・構造力学２ 

・構造力学３ ・構造力学演習 

・建築設計１ ・建築設計２ 

・建築設計３ ・建設工学概論 

・建設材料概論 ・土の科学 

・建築・都市史概論 ・建築史 

・建築デザイン論 ・建築計画１ 

・建築計画２ ・鉄骨構造 

・鉄筋コンクリート構造 ・建築基礎構造 

・建築材料 ・建築構法 

・建築生産・施工 ・構造・材料実験 

・建築・都市関連法規 ・建設材料学 

・鉄筋コンクリート工学 ・ＣＡＤデザイン論・演習 
 

Ｃ群 

・建築都市環境概論 ・環境工学概論 

・測量学 ・建築都市計画概論 

・耐震構造 ・光環境学 

・温熱空気環境学 ・給排水設備 

・空気調和設備 ・電気設備 

・地域計画 ・まちづくり論 

・住宅地計画 ・地域環境保全 

・水辺環境計画 ・景観デザイン 

・防災工学 ・ジオスペース計画 

・測量実習 ・地盤工学 

・都市計画 ・建設マネジメント 

・都市環境工学実験 ・都市環境デザイン１ 

・都市環境デザイン２ ・ゼミナール１ 



・ゼミナール２ ・卒業研究 
 

 

千葉工業

大学 

(平成２０

年度入学

者) 

工学部 

建築都

市環境

学科（平

成２０年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理学基礎 

・物理学応用 ・化学基礎 

・情報処理基礎講義・演

習１ 

・情報処理基礎講義・演

習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・微分積分応用 ・応用解析 

・無機化学 ・工学基礎実験 

・技術者のための数理   
 

Ｂ群 

・図学基礎 ・製図基礎１ 

・製図基礎２ ・造形基礎 

・構造力学１ ・構造力学２ 

・構造力学３ ・構造力学演習１ 

・構造力学演習２ ・構造力学演習３ 

・建築設計１ ・建築設計２ 

・建築設計３ ・建設工学概論 

・建設材料概論 ・土の科学 

・建築・都市史概論 ・建築史 

・建築デザイン論 ・建築計画１ 

・建築計画２ ・鉄骨構造 

・鉄筋コンクリート構造 ・建築基礎構造 

・建築材料 ・建築構法 

・建築生産・施工 ・構造・材料実験 

・建築・都市関連法規 ・コンクリート工学 

・構造物設計法 ・ＣＡＤデザイン論・演習 
 

Ｃ群 

・建築都市環境概論 ・環境工学概論 

・測量学 ・建築都市計画概論 

・耐震構造 ・光環境学 

・温熱空気環境学 ・給排水設備 

・空気調和設備 ・電気設備 

・地域計画 ・まちづくり論 

・住宅地計画 ・地域環境保全 

 



・水辺環境計画 ・景観デザイン 

・防災工学 ・ジオスペース計画 

・測量実習 ・地盤工学 

・性能設計地盤工学 ・都市計画 

・都市環境工学実験 ・都市環境デザイン 

・ゼミナール１ ・ゼミナール２ 

・卒業研究   
 

 

千葉工業

大学 

(平成２１

年度以降

入学者) 

工学部 

建築都

市環境

学科（平

成２１年

度以降

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分基礎 ・微分方程式 

・確率統計 ・物理学基礎 

・物理学応用 ・化学基礎 

・情報処理基礎講義・演

習１ 

・情報処理基礎講義・演

習２ 

・物理学実験 ・化学実験 

・微分積分応用 ・応用解析 

・無機化学 ・工学基礎実験 

・技術者のための数理   
 

Ｂ群 

・設計製図基礎 ・製図基礎１ 

・製図基礎２ ・造形基礎 

・構造力学１ ・構造力学２ 

・構造力学３ ・構造力学演習１ 

・構造力学演習２ ・構造力学演習３ 

・建築設計１ ・建築設計２ 

・建築設計３ ・建設工学概論 

・建設材料概論 ・土の科学 

・建築・都市史概論 ・建築史 

・建築デザイン論 ・建築計画１ 

・建築計画２ ・鉄骨構造 

・鉄筋コンクリート構造 ・建築基礎構造 

・建築材料 ・建築構法 

・建築施工 ・構造・材料実験 

・建築・都市関連法規 ・コンクリート工学 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造物設計法 

・ＣＡＤデザイン論・演習   
 

 



Ｃ群 

・建築都市環境概論 ・環境工学概論 

・測量学 ・建築都市計画概論 

・耐震構造 ・光環境学 

・温熱空気環境学 ・給排水設備 

・空気調和設備 ・電気設備 

・地域計画 ・まちづくり論 

・住宅地計画 ・地域環境保全 

・水辺環境計画 ・景観デザイン 

・防災工学 ・ジオスペース計画 

・測量実習 ・地盤工学 

・性能設計地盤工学 ・都市計画 

・都市環境工学実験 ・都市環境デザイン 

・ゼミナール１ ・ゼミナール２ 

・卒業研究   
 

 

千葉工業

大学 

(平成２８

年度以降

に入学し

た者) 

創造工

学部 都

市環境

工学科

（平成２

８年度以

降入学

者） 

次に掲げる科目のうち、３単位以上履修した者 

科目群 

・河川・海岸工学 ・衛生工学 

・水圏環境学 ・大気環境学 

・建築・都市関連法規   
 

 

 

千葉工業

大学 

(平成２８

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

機械電

子創成

工学科

（平成２

８年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１５単位以上履修した者 

科目群 

・機械電子創成基礎実験・演

習 

・材料力学 

・電気磁気学 ・電気回路 

・電子デバイス ・アナログ回路 

・デジタル回路 ・半導体電力変換工

学 

・電気機器学 ・システム制御理論 

・センサ工学 ・システム制御工学 

・計測工学   
 

 

 

千葉大学 

(（平成２６

年度から

平成２８

工学部 

都市環

境システ

ム学科

次に掲げる科目から１１単位以上履修した者 

科目群 
・都市・建築史 ・都市計画 

・環境プロデュース ・環境工学Ⅰ 

 



年度に入

学した

者）) 

（平成２

６年度か

ら平成２

８年度に

入学した

者） 

・構造力学Ⅰ ・構造力学演習Ⅰ 

・地球環境化学 ・材料の力学と設計 

・環境社会学 ・都市環境デザイン 

・都市居住計画 ・都市開発 

・環境工学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・構造力学演習Ⅱ ・建築一般構造Ⅰ 

・都市環境エネルギ

ー概論 

・都市環境エネルギー・マテリ

アル概論 

・環境制度論 ・景観計画 

・建築経営 ・建築計画Ⅰ 

・国土・交通計画 ・振動工学 

・環境構成材料 ・材料実験演習 

・建築一般構造Ⅱ ・環境リサイクル化学 

・環境経済学 ・数理計画法 

・都市環境システム

実習 

・都市空間工学演習Ⅰ 

・都市環境情報演習

Ⅰ 

・都市建築法規・行政 

・都市施設生産 ・地域環境計画 

・防災工学 ・基礎地盤工学 

・環境マテリアル工

学 

・環境エネルギー化学工学 

・都市環境共生 ・環境ビジネス 

・数値解析 ・環境数値解析 

・都市空間計画 ・都市空間工学演習Ⅱ 

・都市環境情報演習

Ⅱ 

・建築計画Ⅱ 

・測量演習 ・都市環境マネージメントⅠ 

・都市環境基礎演習

Ⅲ 
  

 

 

中央大学 

理工学

部 電気

電子情

報通信

工学科

（平成２

２年度以

前に入

次に掲げる科目より９単位以上を取得した者 

科目群 

・材料力学概論 ・電子物性 

・電子計測 ・システム制御 

・電気・電子材料 ・電子デバイス 

・電子回路２ ・集積回路設計 

・ディジタル回路   
 

 

 



学した

者） 

中央大学 

(平成２３

～２４年

度に入学

した者) 

理工学

部 電気

電子情

報通信

工学科

（平成２

３年度～

平成２４

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・物理１ ・物理２ 

・物理実験 ・化学１ 

・化学２ ・線形代数 

・プログラム言語及演習

１ 

・プログラム言語及演習

２ 

・確率及統計 ・数値解析 

・プログラミング演習 ・情報数学 

・応用数理解析   
 

Ｂ群 

・回路基礎及演習１ ・電磁気計測 

・電子回路１ ・電気機器１ 

・電磁気学及演習１ ・電磁気学及演習２ 

・回路基礎及演習２ ・電子計測 

・材料力学概論 ・電気回路 

・制御理論 ・電子物性 

・電子回路２ ・システム制御 

・信号処理 ・パワーエレクトロニクス 

・電気機器設計 ・集積回路設計 

・ディジタル回路 ・センシング工学 

・情報通信伝送 ・電気機器２ 

・送配電工学 ・電気・電子材料 

・電磁界理論 ・情報通信ネットワーク 

・通信機器 ・電気法規及施設管理 

・電子デバイス   
 

Ｃ群 

・卒業研究 ・半導体工学基礎 

・情報理論 ・アルゴリズムとデー

タ構造１ 

・アルゴリズムとデータ構造

２ 

・発変電工学 

・光エレクトロニクス ・品質管理 

・コンピュータシステムとイン

ターネット 

・データベース工学  

 

 

 



中央大学 

理工学

部 電気

電子情

報通信

工学科

（平成２

５年度～

平成２７

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目から６単位以上履修した者 

科目群 

・電気回路 ・制御理論 

・電子回路２ ・システム制御 

・パワーエレクトロニクス ・発変電工学 

・電気機器設計 ・電気機器２ 

・送配電工学 ・電気・電子材料 

・電気法規及施設管理   
 

 

 

中央大学 

(平成２８

年度以降

入学者) 

理工学

部 電気

電子情

報通信

工学科

（平成２

８年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、３単位以上履修した者 

科目群 

・電気回路 ・電磁気計測 

・電子回路２ ・システム制御 

・パワーエレクトロニクス ・発変電工学 

・電気機器設計 ・電気機器応用 

・送配電工学 ・電気・電子材料 

・電気法規及施設管理   
 

 

 

中部大学

（旧 中部

工業大

学） 

(平成２５

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

都市建

設工学

科（平成

２５年度

～２６年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１単位以上履修の上、さらにＡ群

及びＢ群から２単位以上、合計３単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学（演習） ・基礎物理学 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・線形代数 ・力学 

・基礎化学 ・ベクトル解析 

・確率統計学 ・微分方程式 

・応用数学 ・基礎電磁気学 

・熱学 ・基礎材料化学 

・生物と工学 ・水道工学 

・河川工学 ・海岸工学 

・交通システム学 ・都市計画 

・まちづくり学 ・建設環境工学 
 

Ｂ群 
・安全工学 ・測量学講義・実習Ⅱ（実

習） 

 



・応用測量実習（実習） ・施工法 

・構造力学Ⅱ ・構造力学Ⅱ演習（演習） 

・鋼・コンクリート構造

設計学 

・コンクリート工学Ⅱ 

・コンクリート工学演習

（演習） 

・水理学Ⅱ 

・土の力学Ⅱ ・土の力学実験演習Ⅱ（実

験・演習） 

・地盤工学 ・地盤設計学 

・都市防災工学   
 

 

中部大学

（旧 中部

工業大

学） 

工学部 

都市建

設工学

科（平成

２７年度

入学者） 

次に掲げる科目のうち、１単位以上履修した者 

科目群 

・安全工学 ・測量学講義・実習Ⅱ 

・施工法 ・構造力学Ⅱ 

・鋼・コンクリート構造設計学 ・コンクリート工学Ⅱ 

・コンクリート工学演習 ・維持管理工学 

・水理学Ⅱ ・土の力学Ⅱ 

・土の力学実験演習Ⅱ ・地盤工学 

・地盤設計学 ・都市防災工学 
 

 

 

筑波大学 

第２学群 

生物資

源学類 

生物環

境造成

学専攻 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・応用数学 ・環境造成情報処理及

び実習 

・有機化学 ・農林基礎数学 

・生物資源科学のための基

礎数学 

・農林基礎数学演習 

・生物資源科学のための基

礎数学演習 

・統計学入門 

・物理学 ・生物資源科学のため

の物理学 

・物理学実験 ・化学 

・生物資源科学のための化

学 

・化学実験 

・生物学 ・生物資源化学のため

の生物学 

・生物学実験   
 

Ｂ群 ・基礎流体工学 ・土壌物理学 

 



・土質工学 ・応用水理学 

・農地工学 ・農地工学演習 

・農地工学実験 ・農業水利学 

・農業水利学演習 ・農業水利学実験 

・応用水文学 ・土壌物理学実験 

・農業土木計画論 ・農業土木実習 

・農業機械学 ・農業機械学実験 

・農業機械学設計及び演習 ・農業機械学設計 

・農業機械調節工学 ・応用力学及び演習 

・農業機械実習   
 

Ｃ群 

・卒業研究 ・測量学 

・測量学実習 ・農業工学 

・鉄筋コンクリート ・砂防工学 

・砂防工学演習 ・砂防工学実験実習 

・栽培学 ・作物学 

・土壌学概論 ・土壌学実験・実習 
 

 

筑波大学 

第３学群 

工学シス

テム学

類 環境

開発工

学主専

攻 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・解析学Ⅰ ・解析学Ⅱ 

・解析学Ⅲ ・力学Ⅰ 

・力学Ⅱ ・物理学実験 

・工学システム原論 ・複素関数 

・確率統計 ・環境開発工学基礎実験 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 
 

Ｂ群 

・材料力学 ・構造力学Ⅰ 

・土質力学 ・コンクリート工学 

・流体力学 ・構造力学Ⅱ 

・複合構造学 ・流体工学 

・防災工学 ・地盤工学 

・設計計画論   
 

Ｃ群 
・鋼構造学 ・環境論 

・環境開発工学実験 ・卒業研究 
 

 

 

筑波大学 
理工学

群 工学
次に掲げる科目から、１７単位以上を取得した者  



システム

学類 環

境開発

工学主

専攻（平

成２４年

度以前

に入学し

た者） 

科目群 

・材料学Ⅰ ・材料学Ⅱ 

・コンクリート工学 ・材料力学Ⅰ 

・材料力学Ⅱ ・構造力学Ⅰ 

・土質力学 ・流体力学Ⅰ 

・流体力学Ⅱ ・振動工学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・鉄筋コンクリート構造学 

・流体工学 ・防災工学 

・振動工学Ⅱ ・地盤工学 
 

 

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（平

成２５年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から１１単位以上履修した者 

科目群 

・信頼性工学 ・材料学Ⅰ 

・材料学Ⅱ ・コンクリート工学 

・複合材料学 ・設計計画論 

・材料力学Ⅰ ・材料力学Ⅱ 

・構造力学Ⅰ ・土質力学 

・振動工学Ⅰ ・流体力学 

・振動工学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・鉄筋コンクリート構造学 ・鋼構造学 

・流体工学 ・防災工学 

・地盤工学 ・建築設計製図Ⅰ 

・建築設計製図Ⅱ ・建築設計製図Ⅲ 

・建築設備 ・建築環境工学 
 

 

 

帝京科学

大学 

理工学

部 電

子・情報

科学科 

Ａ群から２０単位以上、合計６０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学Ⅲ ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・基礎科学数学Ⅰ 

・基礎科学数学Ⅱ ・固体物理学Ⅰ 

・固体物理学Ⅱ ・電磁気学Ⅰ 

・電磁気学Ⅱ ・電子情報数学 

・熱・統計力学概論 ・固体物性学Ⅰ 

・固体物性学Ⅱ ・確立・統計論 
 

Ｂ群 
・品質管理 ・情報処理演習 

・基礎電子回路Ⅰ ・基礎電子回路Ⅱ 

 



・電子計測 ・半導体物性 

・電磁波論 ・固体電子システム論Ⅰ 

・固体電子システム論Ⅱ ・通信方式Ⅰ 

・通信方式Ⅱ ・情報通信網 

・情報基礎理論Ⅰ ・情報基礎理論Ⅱ 

・計算機システム論 ・論理回路基礎論 

・計算機言語学Ⅰ ・計算機言語学Ⅱ 

・計算機構成学Ⅰ ・計算機構成学Ⅱ 

・情報処理実習 ・電子物理学実験 

・計算機実習 ・電気通信関係法 
 

 

帝京科学

大学 

理工学

部 メデ

ィアサイ

エンス学

科 

Ａ群から２０単位以上、合計６０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分Ⅰ ・微分積分Ⅱ 

・数学の基礎 ・線形代数 

・数学基礎演習 ・物理学Ⅰ 

・物理学Ⅱ ・物理学Ⅲ 

・物理学基礎 ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・化学基礎 

・基礎電気回路 ・回路理論Ⅰ 

・回路理論Ⅱ ・基礎電磁気学 

・電磁気学Ⅰ ・電磁気学Ⅱ 

・量子物理学基礎論 ・制御工学 
 

Ｂ群 

・コンピュータ概論 ・コンピュータ応用 

・計算機工学Ⅱ ・論理回路基礎論 

・計算機工学Ⅰ ・情報処理技術Ⅰ 

・情報処理技術Ⅱ ・情報理論 

・通信工学Ⅰ ・通信工学Ⅱ 

・半導体物性 ・電子計測 

・アナログ回路 ・ディジタル回路 

・電子デバイス ・回路通信実験 

・半導体実験 ・電気通信関係法 
 

 

 

電気通信

大学 

電気通

信学部 

知能機

械工学

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１単位以上、Ｂ群より１２単位以上

を含む１５単位以上を取得した者 

Ａ群 
・上級プログラミング ・数値計算プログラミング 

・数値解析 ・関数論 

 



科（昼間

コース） 
・統計数学 ・基礎数学演習第一 

・基礎数学演習第二 ・基礎物理学演習第一 

・基礎物理学演習第二 ・情報処理演習第一 

・情報処理演習第二   
 

Ｂ群 

・材料力学第一および演

習 

・材料工学第一 

・機械力学および演習 ・機械要素設計 

・熱力学および演習 ・流体力学および演習 

・加工学Ａおよび演習 ・制御工学および演習 

・基礎ロボット工学および

演習 

・知能機械工学基礎セミ

ナー 

・メカトロニクス基礎 ・材料力学第二 

・材料工学第二 ・熱工学 

・流体工学 ・加工学Ｂ 

・機械設計工学 ・コンピュータ工学 

・計測工学 ・生産システム工学 

・現代制御工学 ・知能ロボット工学 

・メカトロニクス応用 ・ＣＡＤ演習 

・卒業研究   
 

 

電気通信

大学 

電気通

信学部 

知能機

械工学

科（夜間

主コー

ス） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１単位以上、Ｂ群より１７単位以上

を含む２１単位以上を取得した者 

Ａ群 

・上級プログラミング ・数値計算プログラミング 

・数値解析 ・関数論 

・統計数学 ・基礎数学演習第一 

・基礎数学演習第二 ・基礎物理学演習第一 

・基礎物理学演習第二 ・情報処理演習第一 

・情報処理演習第二   
 

Ｂ群 

・知能機械基礎実験 ・知能機械ケーススタディ 

・材料力学 ・機械力学 

・材料科学 ・流体力学 

・機械要素設計 ・加工学 

・基礎ロボット工学 ・ＣＡＤ演習 

・流体工学 ・機械設計工学 

・生産システム工学 ・メカトロニクス応用 

・品質・信頼性工学 ・システム工学 
 

 

 



電気通信

大学 

(物理・量

子工学コ

ースの場

合) 

電気通

信学部 

量子・物

質工学

科（昼間

コース） 

次に掲げる科目のうちから１７単位以上履修した者 

科目群 

・電気・電子回路学第

一 

・電気・電子回路学第一演

習 

・電磁気学第一 ・電磁気学第一演習 

・電磁気学第二 ・電磁気学第二演習 

・電子回路学実験 ・電気・電子回路学第二 

・応用電磁気学 ・応用電気・電子回路学 

・半導体量子工学 ・固体デバイス工学 

・電子物性工学 ・基礎量子エレクトロニクス 
 

 

 

電気通信

大学 

(物質・生

命情報工

学コース

の場合) 

電気通

信学部 

量子・物

質工学

科（昼間

コース） 

次に掲げる科目のうちから１７単位以上履修した者 

科目群 

・電気・電子回路学第

一 

・電磁気学第一 

・電子回路学実験 ・電気・電子回路学第一演

習 

・電子物性工学 ・電磁気学第一演習 

・電気・電子回路学第

二 

・応用電気・電子回路学 

・高分子材料科学 ・基礎量子エレクトロニクス 
 

 

 

電気通信

大学 

情報理

工学部 

情報・通

信工学

科 

次に掲げる科目から６単位以上履修した者 

科目群 

・情報通信と符号化 ・基礎電子工学 

・情報通信システム実験

第一 

・情報通信システム実験

第二Ａ 

・情報通信システム実験

第二Ｂ 

・電子情報システム実験

第一 

・電子情報システム実験

第二Ａ 

・電子情報システム実験

第二Ｂ 

・情報数理工学実験第一 ・情報数理工学実験第二

Ａ 

・情報数理工学実験第二

Ｂ 

・コンピュータサイエンス

実験第一 

・コンピュータサイエンス

実験第二Ａ 

・コンピュータサイエンス

実験第二Ｂ 

・電気数学 ・回路システム学 

・回路システム学演習 ・解析電磁気学 

・解析電磁気学演習 ・論理回路学 

・アルゴリズム論第一 ・シュミレーション理工学

第一 

 



・数値解析 ・論理設計学 

・オペレーティングシステ

ム論 

・電子回路学 

・計測工学 ・信号処理論 

・通信システム学 ・情報理論 

・符号理論 ・集積回路学 
 

 

電気通信

大学 

情報理

工学部 

先進理

工学科 

次に掲げる科目から８単位以上履修した者 

科目群 

・電子工学実験第一 ・電子工学実験第二 

・固体電子論 ・電気回路 

・電気回路演習 ・論理回路学 

・電子回路学 ・電磁波工学 

・線形システム理論 ・通信システム学 

・信号処理論 ・応用電磁気学 
 

 

 

東海大学 

芸術工

学部 建

築・環境

デザイン

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１７単位以上

を含む２８単位以上を取得した者 

Ａ群 
・コンピュータリテラシー ・情報システム入門Ａ 

・製図基礎 ・建築数学 
 

Ｂ群 

・建築通史 ・近代建築論 

・建築設計演習１ ・建築設計演習２ 

・建築設計演習３ ・建築計画・同演習 

・静定構造力学 ・建築法規 

・材料力学 ・不静定構造力学 

・建築構法・同演習 ・建築材料学 

・建築構造材料実験 ・構造計画・同演習 

・建築積算・施工   
 

Ｃ群 

・建築環境実験 ・ランドスケープ論 

・植生デザイン ・建築環境学・同演習 

・建築測量 ・設備計画・同演習 
 

 

 

東海大学 

(平成１３

年～平成

１７年度

入学生) 

電子情

報学部 

コンピュ

ーター応

用工学

科（平成

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から２３単位以上、ＡＢ群から合計４０

単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学 ・線形代数 

・微積分 ・微分方程式 

・確立・統計 ・物理学 

 



１３年度

～平成１

７年度入

学生） 

・物理実験 ・化学 

・コンピュータ応用実験Ⅰ ・コンピュータ応用実験Ⅱ 

・システム開発演習 ・コンピュータ応用工学通

論 

・応用数学Ⅰ・同演習 ・応用数学Ⅱ・同演習 

・コンピュータ実習Ⅰ ・コンピュータ実習Ⅱ 

・プログラミング・同演習 ・基礎コンピュータ工学 

・コンピュータシステム ・コンピュータ情報処理 

・コンピュータ応用ゼミナ

ールⅠ 

・コンピュータ応用ゼミナ

ールⅡ 

・卒業研究Ⅰ ・卒業研究Ⅱ 
 

Ｂ群 

・電子系基礎実験Ⅰ ・電子系基礎実験Ⅱ 

・基礎電気回路・同演習 ・電気回路・同演習 

・基礎電気磁気学・同演習 ・ディジタル回路 

・アナログ回路 ・フィードバック制御 

・シミュレーション工学 ・システム解析 

・パワーエレクトロニクス ・電気電子計測 

・医用電子工学 ・センシングシステム 
 

 

東海大学 

(平成１８

年度以降

に入学し

た者) 

情報理

工学部 

コンピュ

ーター応

用工学

科（平成

１８年度

以降に

入学した

者）   

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から２３単位以上、ＡＢ群から合計４０

単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学 ・線形代数 

・微積分 ・微分方程式 

・確立・統計 ・物理学 

・物理実験 ・コンピュータ応用実験Ⅰ 

・コンピュータ応用実験

Ⅱ 

・システム開発演習 

・コンピュータ応用工学

通論 

・応用数学Ⅰ・同演習 

・応用数学Ⅱ・同演習 ・コンピュータ実習Ⅰ 

・コンピュータ実習Ⅱ ・プログラミング・同演習 

・基礎コンピュータ工学 ・アドバンストプログラミン

グ 

・医療福祉情報工学 ・環境情報工学 

・コンピュータ情報処理 ・コンピュータ応用ゼミナ

ール 

・卒業研究Ⅰ ・卒業研究Ⅱ 
 

 



Ｂ群 

・電子系基礎実験Ⅰ ・電子系基礎実験Ⅱ 

・基礎電気回路・同演習 ・電気回路・同演習 

・基礎電気磁気学・同演習 ・基礎ディジタル回路 

・ディジタル回路設計 ・アナログ回路 

・基礎制御理論・同演習 ・システム制御理論 

・ディジタル制御 ・シミュレーション工学 

・センサ工学 ・パワーエレクトロニクス 

・電気電子計測 ・ディジタル信号処理 

・人間機械制御システム   
 

 

東海大学 

海洋学

部 海洋

建設工

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ郡からＣ郡までの各郡から１科目以上、

Ｂ郡から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学演習 ・基礎工業数学 

・線形代数入門 ・微分積分の基礎 

・線形代数 ・微分積分 

・微分方程式 ・フーリエ解析 

・確率・統計 ・ベクトル解析 

・物理学実験 ・プログラミング 

・情報処理実習Ⅰ ・情報処理実習Ⅱ 

・マルチメディア情報処理 ・基礎化学 

・化学 ・基礎生物学 

・生物学 ・物理学 

・化学実験 ・生物化学 

・一般有機化学 ・数値解析入門 
 

Ｂ群 

・基礎力学 ・土木工学総論 

・設計製図 ・建設工学演習 

・応用建設工学実験 ・海洋環境工学 

・水産土木工学 ・地盤環境工学 

・沿岸環境浄化技術 ・沿岸環境調査実習 

・構造の力学 ・連続体の力学Ⅰ 

・連続体の力学Ⅱ ・建設材料学 

・鉄筋コンクリート工学 ・メンテナンス工学 

・水の力学 ・地理情報実習 

・地理情報学 ・地盤の力学 

・土木地質学 ・岩盤力学 
 

 



Ｃ群 

・河川環境工学 ・港湾工学 

・海洋建設工法 ・地震工学 

・海洋構造物 ・海岸工学 
 

 

東京商船

大学 

(昭和５２

年度以降

平成元年

度までに

入学した

者) 

商船学

部 機関

学科（昭

和５２年

度以降

平成元

年度まで

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から７単位以上、Ｂ群から１単位以上

履修した者 

Ａ群 

・工業熱力学演習 ・伝熱工学 

・材料力学（二） ・機械力学（一） 

・機械力学（二） ・機械設計（一） 

・機械設計（二） ・機械工作法 

・金属材料（二） ・制御理論（二） 

・制御工学特論   
 

Ｂ群 ・電気機器   
 

 

 

東京造形

大学 

造形学

部 デザ

イン学科 

室内建

築専攻

領域 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・生物学Ⅰ ・生物学Ⅱ 

・コンピュータ技術論Ⅰ ・コンピュータ技術論Ⅱ 
 

Ｂ群 

・機構学 ・材料学Ⅰ 

・材料学Ⅱ ・西洋建築史Ⅰ 

・西洋建築史Ⅱ ・日本建築史Ⅰ 

・日本建築史Ⅱ ・東洋建築史Ⅰ 

・東洋建築史Ⅱ ・近代建築史Ａ 

・近代建築史Ｂ ・都市デザインⅠ 

・都市デザインⅡ ・立体デザインⅠ 

・立体デザインⅡ ・建築製図Ⅰ 

・建築製図Ⅱ ・透視図法表現 

・建築ＣＡＤ ・室内環境工学Ａ 

・室内環境工学Ｂ ・建築法規 

・構造力学 ・オフィスデザイン 

・建築デザイン ・空間デザイン 

・空間Ａ ・空間Ｂ 

 



・建築Ａ ・建築Ｂ 
 

Ｃ群 

・室内建築Ａ ・室内建築Ｂ 

・室内建築Ｃ ・室内建築Ｄ 

・空間研究 ・建築研究 
 

 

東京造形

大学 

(平成３０

年度以降

に入学し

た者) 

造形学

部 デザ

イン学科 

室内建

築専攻

領域（平

成３０年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以

上、Ａ群からＣ群までの合計で２４単位以上履修した者 

Ａ群 

・生物学Ａ ・生物学Ｂ 

・化学と造形Ａ ・化学と造形Ｂ 

・数学と造形Ａ ・数学と造形Ｂ 

・物理学と造形Ａ ・物理学と造形Ｂ 

・コンピュータリテラシー ・情報リテラシー 
 

Ｂ群 

・西洋建築史Ａ ・西洋建築史Ｂ 

・東洋建築史 ・日本建築史 

・近代建築史 ・ＩＤ材料学 

・設計製図Ⅰ ・設計製図Ⅱ 

・透視図法 ・建築材料学 

・環境工学 ・環境設備学 

・３Ｄ－ＣＡＤ ・２Ｄ－ＣＡＤ 

・構造力学Ａ ・構造力学Ｂ 

・建築法規 ・オフィスデザイン 

・ランドスケープデザイン ・建築一般構造学 
 

Ｃ群 

・室内建築Ｆ ・室内建築Ｇ 

・室内建築Ｈ ・室内建築研究Ｂ 

・室内建築研究Ｃ   
 

 

 

東京大学 

農学部 

環境資

源科学

課程生

物・環境

工学専

修 

次に掲げる科目から１５単位以上履修した者 

Ａ群 

・農業気象学 ・構造力学 

・土壌物理学 ・農地環境学 

・水利環境学 ・環境地水学 

・水理学 ・水文学 

・水工システム学 ・土質力学 

・農地環境工学実験 ・水利環境工学実験 

・土質力学演習 ・水理学演習 
 

 

 



東京電機

大学 

理工学

部 理工

学科 創

造工学

系 主コ

ースが

都市デ

ザインコ

ース、副

コースが

建築デ

ザインコ

ース 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より２６単位以上を含み、合計３２単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・化学Ａ 

・化学Ｂ ・生物科学 

・剛体の力学Ⅰ ・剛体の力学Ⅱ 

・工学のための数学演習 ・工学のための統計学 

・数値計算法（演習） ・工業数学Ⅰ 

・工業数学Ⅱ ・工業数学Ⅲ 

・計画数理 ・鋼構造学 

・道路工学 ・衛生工学 

・都市計画 ・河川・海岸工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・交通計画 ・環境アセスメント 

・都市デザイン演習Ａ ・都市デザイン演習Ｂ 
 

Ｂ群 

・材料力学Ⅰ ・材料力学Ⅱ・演習 

・地盤工学Ａ・演習 ・水理学Ａ・演習 

・応用力学・演習 ・材料実験 

・土質実験 ・構造実験 

・水理実験 ・建設材料学 

・水理学Ｂ ・鉄筋コンクリート工学 

・建設施工法 ・建設マネジメント 

・地盤工学Ｂ ・防災工学 

・都市プロジェクトの評価   
 

 

 

東京電機

大学 

理工学

部 理工

学科 創

造工学

系 主コ

ースが

建築デ

ザインコ

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より２６単位以上を含み、合計３２単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

 



ース、副

コースが

都市デ

ザインコ

ース 

・物理学Ｂ ・化学Ａ 

・化学Ｂ ・生物科学 

・剛体の力学Ⅰ ・剛体の力学Ⅱ 

・工学のための数学演習 ・工学のための統計学 

・数値計算法（演習） ・工業数学Ⅰ 

・工業数学Ⅱ ・工業数学Ⅲ 

・計画数理 ・鋼構造学 

・道路工学 ・衛生工学 

・都市計画 ・河川・海岸工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・交通計画 ・環境アセスメント 

・都市デザイン演習Ａ ・都市デザイン演習Ｂ 
 

Ｂ群 

・材料力学Ⅰ ・材料力学Ⅱ・演習 

・地盤工学Ａ・演習 ・水理学Ａ・演習 

・応用力学・演習 ・材料実験 

・土質実験 ・構造実験 

・水理実験 ・建設材料学 

・水理学Ｂ ・鉄筋コンクリート工学 

・建設施工法 ・建設マネジメント 

・地盤工学Ｂ ・防災工学 

・都市プロジェクトの評価   
 

 

東京電機

大学 

(平成２２

年度以前

に入学し

た者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

建築コー

ス、副コ

ースが

都市環

境コース

（平成２

２年度以

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より１７単位以上を含み、合計３０単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・化学Ａ 

・化学Ｂ ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・工学のための数学演習 

・工学のための統計学 ・工業数学Ⅰ 

・計画数理 ・プログラミング演習 

・剛体の力学Ⅰ ・数値計算法 

 



前入学

者） 
・鋼構造学 ・建設施工法 

・衛生工学 ・建設マネジメント 

・道路工学 ・水圏の環境 

・気圏・地圏の環境 ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸計画 
 

Ｂ群 

・材料力学Ⅰ ・応用力学・演習 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流体力学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・リモートセンシング ・景観デザイン 

・交通計画   
 

 

東京電機

大学 

(平成２２

年度以前

に入学し

た者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

都市環

境コー

ス、副コ

ースが

建築コー

ス（平成

２２年度

以前入

学者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より１７単位以上を含み、合計３０単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・数学演習 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・化学Ａ 

・化学Ｂ ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・工学のための数学演習 

・工学のための統計学 ・工業数学Ⅰ 

・計画数理 ・プログラミング演習 

・剛体の力学 ・数値計算法 

・鋼構造学 ・建設施工法 

・衛生工学 ・建設マネジメント 

・道路工学 ・水圏の環境 

・気圏・地圏の環境 ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸工学 
 

Ｂ群 
・材料力学Ⅰ ・応用力学・演習 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

 



・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流体力学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・リモートセンシング ・景観デザイン 

・交通計画   
 

 

東京電機

大学 

(平成２３

年度に入

学した者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

建築コー

ス、副コ

ースが

都市環

境コース

（平成２

３年度入

学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ軍から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・一般物理学実験 

・化学Ａ ・化学Ｂ 

・一般化学実験 ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・数学演習 

・統計学 ・微分方程式 

・計画整理 ・プログラミング演習 

・数値計算法 ・静力学 
 

Ｂ群 

・応用力学Ａ・演習 ・応用力学Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流れの力学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・建設施工法 ・リモートセンシング 

・交通計画   
 

Ｃ群 

・鋼構造学 ・衛生工学 

・建設マネジメント ・道路工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・環境アセスメント ・防災工学 

 



・都市計画 ・河川・海岸計画 

・建築・都市環境特別卒業

研究 

・建築・都市環境卒業研

究Ⅰ 

・建築・都市環境卒業研究

Ⅱ 
  

 

 

東京電機

大学 

(平成２３

年度に入

学した者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

都市環

境コー

ス、副コ

ースが

建築コー

ス（平成

２３年度

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・一般物理学実験 

・化学Ａ ・化学Ｂ 

・一般化学実験 ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・数学演習 

・統計学 ・微分方程式 

・計画整理 ・プログラミング演習 

・数値計算法 ・静力学 
 

Ｂ群 

・応用力学Ａ・演習 ・応用力学Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流れの科学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・建設施工法 ・リモートセンシング 

・交通計画   
 

Ｃ群 

・鋼構造学 ・衛生工学 

・建設マネジメント ・道路工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・環境アセスメント ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸計画 

 



・建築・都市環境特別卒業

演習 

・建築・都市環境卒業研

究Ⅰ 

・建築・都市環境卒業研究

Ⅱ 
  

 

 

東京電機

大学 

(平成２４

年度に入

学した者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

建築コー

ス、副コ

ースが

都市環

境コース

（平成２

４年度入

学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・一般物理学実験 

・化学Ａ ・化学Ｂ 

・一般化学実験 ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・数学演習 

・基礎統計学 ・微分方程式 

・計画数理 ・プログラミング演習 

・数値計算法 ・静力学 
 

Ｂ群 

・応用力学Ａ・演習 ・応用力学Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流れの科学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・建設施工法 ・リモートセンシング 

・交通計画   
 

Ｃ群 

・鋼構造学 ・衛生工学 

・建設マネジメント ・道路工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・環境アセスメント ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸計画 

・建築・都市環境特別卒業

研究 

・建築・都市環境卒業研

究Ⅰ 

 



・建築・都市環境卒業研究

Ⅱ 
  

 

 

東京電機

大学 

(平成２４

年度に入

学した者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

都市環

境コー

ス、副コ

ースが

建築コー

ス（平成

２４年度

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・一般物理学実験 

・化学Ａ ・化学Ｂ 

・一般化学実験 ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・数学演習 

・基礎統計学 ・微分方程式 

・計画数理 ・プログラミング演習 

・数値計算法 ・静力学 
 

Ｂ群 

・応用力学Ａ・演習 ・応用力学Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質力学 ・流れの科学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・建設施工法 ・リモートセンシング 

・交通計画   
 

Ｃ群 

・鋼構造学 ・衛生工学 

・建設マネジメント ・道路工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・環境アセスメント ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸計画 

・建築・都市環境特別卒業

研究 

・建築・都市環境卒業研

究Ⅰ 

・建築・都市環境卒業研究

Ⅱ 
  

 

 

 



東京電機

大学 

(平成２５

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

建築コー

ス、副コ

ースが

都市環

境コース

（平成２

５年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・基礎物理学実験 

・化学Ａ ・化学Ｂ 

・基礎化学実験 ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・数学演習 

・基礎統計学 ・微分方程式 

・計画数理 ・プログラミング演習 

・数値計算法 ・静力学 
 

Ｂ群 

・応用力学Ａ・演習 ・応用力学Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流れの科学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・建設施工法 ・リモートセンシング 

・交通計画   
 

Ｃ群 

・鋼構造学 ・衛生工学 

・建設マネジメント ・道路工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・環境アセスメント ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸計画 

・建築・都市環境特別卒業

研究 

・建築・都市環境卒業研

究Ⅰ 

・建築・都市環境卒業研究

Ⅱ 
  

 

 

 

東京電機

大学 

(平成２５

理工学

部 理工

学科 建

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 
 



年度以降

に入学し

た者) 

築・都市

環境学

系 主コ

ースが

都市環

境コー

ス、副コ

ースが

建築コー

ス（平成

２５年度

以降に

入学した

者） 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理学基礎 

・物理学基礎演習 ・化学基礎 

・化学基礎演習 ・基礎微積分学Ａ 

・基礎微積分学Ｂ ・基礎線形代数学Ａ 

・基礎線形代数学Ｂ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・基礎物理学実験 

・化学Ａ ・化学Ｂ 

・基礎化学実験 ・生物科学 

・情報処理Ａ ・情報処理Ｂ 

・工学基礎 ・数学演習 

・基礎統計学 ・微分方程式 

・計画数理 ・プログラミング演習 

・数値計算法 ・静力学 
 

Ｂ群 

・応用力学Ａ・演習 ・応用力学Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造実験 

・地盤工学Ａ・演習 ・地盤工学Ｂ 

・土質実験 ・流れの科学 

・水理学Ａ・演習 ・水理学Ｂ 

・水文学 ・水理実験 

・建設材料学 ・材料実験 

・建設施工法 ・リモートセンシング 

・交通計画   
 

Ｃ群 

・鋼構造学 ・衛生工学 

・建設マネジメント ・道路工学 

・水圏の環境 ・気圏・地圏の環境 

・環境アセスメント ・防災工学 

・都市計画 ・河川・海岸計画 

・建築・都市環境特別卒業

研究 

・建築・都市環境卒業研

究Ⅰ 

・建築・都市環境卒業研究

Ⅱ 
  

 

 

東京電機

大学 

(平成２７

年度以降

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

次に掲げる科目のうち、２単位以上履修した者 

科目群 

・材料実験 ・土質実験 

・構造実験 ・水理実験 

・応用力学Ｂ ・鉄筋コンクリート工学 

 



に入学し

た者) 

系（平成

２７年度

以降に

入学した

者） 

・建設材料学   
 

 

東京電機

大学 

(平成２８

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 理工

学科 建

築・都市

環境学

系（平成

２８年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計９単位以上履修した者 

科目群 

・応用力学Ｂ ・鉄筋コンクリート工学 

・鋼構造学 ・構造実験（実験・実習） 

・水理学Ｂ ・水理実験（実験・実習） 

・建設材料学 ・材料実験（実験・実習） 

・建設施工法 ・建築法規 

・住居論 ・建築計画学 

・建築史 ・建築デザイン論 

・耐震設計法 ・建築構法 

・建築構造学   
 

 

 

東京都市

大学 

都市生

活学部 

都市生

活学科 

次に掲げる科目のうち、１１単位以上履修した者 

科目群 

・空間デザイン演習（２） ・空間デザイン演習

（３） 

・都市デジタルシミュレーシ

ョン（２） 

・都市空間論 

・インテリアデザインと実務 ・建築法規 

・建築史 ・建築材料 

・住宅計画 ・建築構造 

・構造力学（１）及び演習 ・構造力学（２）及び演

習 

・鉄筋コンクリート構造 ・住まいの構法・生産・

流通 

・住まいと環境   
 

 

 

東京農工

大学 

(平成１７

年度以前

に入学し

た者) 

農学部 

地域生

態システ

ム学科

環境・農

業システ

ム工学コ

ース（平

次に掲げる科目から合計１０単位以上履修した者 

科目群 

・現代農業論 ・水資源計画学 

・森林環境論 ・水文学 

・航空測定・リモートセンシン

グ論 

・都市・農村計画学 

・環境土壌物理学 ・水利システム工学 

・土地利用学 ・農地工学 

 



成１７年

度以前

に入学し

た者） 

・土質工学 ・地盤工学 

・水理学 ・灌漑排水工学 

・水利施設工学 ・構造力学 

・構造解析学 ・構造工学 

・ＣＡＤ・構造設計製図（実習） ・測量学実習Ⅱ（実

習） 

・材料力学 ・農業システム工学 

・農産機械学 ・機械要素設計 

・コンピュータ水理学演習（演

習） 
  

 

 

東京農工

大学 

(平成１８

～２３年

度に入学

した者) 

農学部 

地域生

態システ

ム学科

（平成１

８年度～

２３年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目から合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・現代農業論 ・地域社会システム計画論 

・水資源管理論 ・測量学Ⅰ 

・水文学 ・環境土壌物理学 

・測量学Ⅱ ・農村地域計画学 

・水理学 ・応用力学 

・土質力学 ・リモートセンシング論 

・構造解析学 ・環境地盤工学 

・農地工学 ・持続的森林管理学 

・灌漑排水工学 ・水利施設工学 

・農産プロセス流通学 ・測量学実習Ⅰ 

・測量学実習Ⅱ ・農業環境工学実験Ⅰ 

・農業環境工学実験Ⅱ ・水理学演習 

・ＣＡＤ・設計演習   
 

 

 

東京農工

大学 

(平成２４

年度以降

に入学し

た者) 

農学部 

地域生

態システ

ム学科

（平成２

４年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＢ群までの各群から１科目以上、

Ａ群から１７単位以上、合計１８単位以上履修した者 

Ａ群 

・水資源管理論 ・地域社会システム計画論 

・水文学 ・土壌物理学 

・応用力学 ・土質力学 

・水理学 ・農村地域計画学 

・農業機械学 ・リモートセンシング論 

・農地工学 ・地盤工学 

・構造解析学 ・灌漑排水工学 

・水利施設工学 ・持続的森林管理論 

・土地利用学 ・測量学実習Ⅰ 

 



・測量学実習Ⅱ ・農業環境工学実験Ⅰ 

・水理学演習 ・農業環境工学実験Ⅱ 

・ＣＡＤ設計演習 ・現代農業論 
 

Ｂ群 ・卒業論文   
 

 

東北学院

大学 

(平成２５

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

環境建

設工学

科 環境

土木コー

ス（平成

２５年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計７単位以上履修した者 

科目群 

・構造力学Ⅱ ・構造力学Ⅲ 

・水理学Ⅱ ・応用水理学 

・地盤力学Ⅱ ・鉄筋コンクリート工

学 

・測量学Ⅱ ・測量実習製図 

・地震工学Ⅰ ・地震工学Ⅱ 

・コンクリートメインテナンス

工学 

・施工法および施工

管理 
 

 

 

東北芸術

工科大学 

(平成２５

年度以降

入学者) 

デザイン

工学部 

建築・環

境デザイ

ン学科

（平成２

５年度以

降入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から６単位以上

履修した者 

Ａ群 

・初級線形代数 ・初級微分積分 

・線形代数学 ・化学概論 

・物理学概論 ・生物学 

・統計学   
 

Ｂ群 

・建築設計演習３ ・建築設計演習４ 

・建築設計演習５ ・建築設計演習６ 

・建築構造力学 ・建築構造力学演習 

・構法デザイン ・都市空間デザイン 

・日本建築史 ・建築デザイン論 

・建築計画 ・建築材料 

・建築施工 ・建築法規 
 

 

 

東北工業

大学 

ライフデ

ザイン学

部 安全

安心生

活デザイ

ン学科

（平成２

次に掲げる科目の全て履修した者 

科目群 

・生活デザインＣＡＤⅡ ・住まいの構造と材料 

・住まいのための力学 ・住まいの材料実験 

・住まいのための法規 ・住まいの施工と積算 
 

 

 



３年度以

前入学

者） 

東北工業

大学 

ライフデ

ザイン学

部 安全

安心生

活デザイ

ン学科

（平成２

４年度以

降入学

者） 

次に掲げる科目の全て履修した者 

科目群 

・生活デザインＣＡＤⅠ

（実習） 

・生活デザインＣＡＤⅡ

（実習） 

・住まいの構造と材料 ・住まいのための力学 

・住まいの材料実験（実

験） 

・住まいのための法規 

・住まいの施工と積算 ・都市と地域の計画 

・住環境の制御と設備   
 

 

 

東北工業

大学 

ライフデ

ザイン学

部 安全

安心生

活デザイ

ン学科

（平成２

８年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から９単位以上

履修した者 

Ａ群 ・数学的思考 ・工業概論 
 

Ｂ群 

・くらしのデザイン実習Ⅰ ・くらしのデザイン実習Ⅱ 

・住まいのデザイン実習

Ⅰ 

・住まいのデザイン実習

Ⅱ 

・デザイン史 ・住まいの造形意匠 

・インテリアデザイン ・都市と住宅の法制度 

・住まいの施工と積算 ・住まいの力学基礎 

・住まいの構造力学 ・住まいの材料実験Ⅰ 

・住まいの材料実験Ⅱ ・設計基礎演習 

・設計ＣＡＤ演習Ⅰ ・設計ＣＡＤ演習Ⅱ 
 

 

 

東北大学 

工学部 

機械知

能・航空

工学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学物理学演習Ⅰ ・数学物理学演習Ⅱ 

・情報処理演習 ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数理解析学 
 

Ｂ群 

・流体力学Ⅰ ・材料力学Ⅰ 

・機構システム学 ・熱力学 

・材料力学Ⅱ ・材料科学 

・システム工学 ・流体力学Ⅱ 

 



・伝熱学Ⅰ ・計測工学 

・制御工学Ⅰ ・弾性力学 

・計画及び製図Ⅰ ・機械工作実習 

・数値流体力学 ・伝熱学Ⅱ 

・流体力学Ⅲ ・数理塑性学 

・破壊力学 ・機械設計工学 

・設計工学Ⅱ ・計画及び製図Ⅱ 

・構造力学 ・精密加工学 

・材料強度学 ・燃焼工学 

・高エネルギー材料工学   
 

Ｃ群 

・エネルギー変換工学 ・航空機設計学 

・宇宙工学 ・原子炉安全・設計学 

・航空機学 ・卒業研究 
 

 

東北大学 

(建築学に

関する学

科) 

工学部 

建築・社

会環境

工学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・応用線形代数学 ・応用確率統計学 

・応用解析学 ・数学物理学演習Ⅰ 

・数学物理学演習Ⅱ ・空間創造の力学 

・建築統計解析   
 

Ｂ群 

・近代建築史 ・コンクリート工学 

・構造解析学及び同演習 ・コンクリート構造工学 

・構造安定論 ・耐震工学 

・建築設計ＡⅠ ・建築設計ＡⅡ 

・建築計画基礎論 ・建築設計ＢⅠ 

・建築設計ＢⅡ ・建築設計ＣⅠ 

・建築設計ＣⅡ ・建築設計Ｄ 

・建築構造の力学 ・建築構造概論 

・建築鉄骨構造 ・建築構造デザイン 

・鉄筋コンクリート構造 ・構造動力学 

・鉄筋コンクリート構造の設

計 

・建築鉄骨構造の設計 

・建築材料基礎論 ・建築材料学演習 

・建築施工 ・プロジェクトマネジメ

ント 

・建築法規 ・施設計画論 

 



・建築骨組解析 ・居住計画論 

・建築職能論 ・建築性能論 

・近・現代建築史 ・西洋建築史 

・日本建築史   
 

Ｃ群 

・地盤工学Ａ ・地盤工学Ｂ 

・環境計画 ・測量学及び同実習 

・環境保全工学 ・地球環境学 

・沿岸海洋環境工学 ・水環境学演習Ⅰ 

・水環境学演習Ⅱ ・建築環境工学基礎 

・建築熱・空気環境 ・建築音・光環境 

・都市環境工学 ・建築設備 

・建築環境デザイン ・環境・設備演習 

・水環境学研修Ａ ・水環境学研修Ｂ 

・都市システム計画研修

Ａ 

・都市システム計画研修

Ｂ 

・建築デザイン研修Ａ ・建築デザイン研修Ｂ 

・地盤と環境 ・建築基礎構造 

・地震と建築 ・地盤と都市・建築 

・雪と建築 ・風と建築 

・建築学研修Ａ ・建築学研修Ｂ 

・都市・建築学研修Ａ ・都市・建築学研修Ｂ 

・都市・建築デザイン研

修Ａ 

・都市・建築デザイン研

修Ｂ 
 

 

東北大学 

(土木工学

に関する

学科) 

工学部 

建築・社

会環境

工学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・応用線形代数学 ・応用確率統計学 

・応用解析学 ・数学物理学演習Ⅰ 

・数学物理学演習Ⅱ ・情報処理演習 

・空間創造の力学 ・応用情報処理演習Ａ 

・応用情報処理演習Ｂ   
 

Ｂ群 

・コンクリート工学 ・構造解析学及び同演習 

・弾性体力学 ・地盤工学Ａ 

・地盤工学Ｂ ・水理学Ａ及び同演習 

・水理学Ｂ及び同演

習 

・土木計画学 

 



・計画数理及び同演

習 

・コンクリート構造工学 

・構造安定論 ・耐震工学 

・鉄筋コンクリート構

造 

・鉄筋コンクリート構造の設

計 

・基礎設計Ａ ・社会環境工学実験 

・測量学及び同実習 ・計算力学及び同演習 

・振動解析学   
 

Ｃ群 

・環境計画 ・交通計画Ａ 

・橋梁と鋼構造 ・環境保全工学 

・地球環境学 ・沿岸海洋環境工学 

・水環境学演習Ⅰ ・水環境学演習Ⅱ 

・交通計画Ｂ ・地域・都市計画 

・都市システム計画演習

Ⅰ 

・都市システム計画演習

Ⅱ 

・水環境学研修Ａ ・水環境学研修Ｂ 

・都市システム計画研修

Ａ 

・都市システム計画研修

Ｂ 

・社会基盤デザイン演習

Ⅰ 

・社会基盤デザイン演習

Ⅱ 

・水道工学 ・基礎生態工学 

・水環境デザイン演習Ⅰ ・水環境デザイン演習Ⅱ 

・都市計量解析 ・社会基盤デザイン研修

Ａ 

・社会基盤デザイン研修

Ｂ 

・水環境デザイン研修Ａ 

・水環境デザイン研修Ｂ ・環境学序説 

・水質工学 ・陸水の運動学 
 

 

東北大学 

工学部 

電気情

報・物理

工学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学物理学演習Ⅰ ・情報処理演習 

・数学物理学演習Ⅱ ・応用数学Ａ 

・プログラミング演習

Ａ 

・応用数学Ｂ 

・情報数学 ・ディジタルコンピューティン

グ 

・数学演習 ・物理数学演習 

 



・応用物理学実験Ａ ・プログラミング演習Ｂ 

・数理計画法   
 

Ｂ群 

・電磁気学Ａ ・線形回路論 

・電磁気学演習 ・線形回路学演習 

・電磁気学Ｂ ・電気回路学 

・システム制御工学Ａ ・応用物理計測学 

・電気・通信・電子・情報

工学実験Ａ 

・電磁気学Ｃ 

・電気計測 ・電子回路Ａ 

・ディジタル信号処理 ・電気・通信・電子・情報

工学実験Ｂ 

・電子回路Ｂ ・電気・通信・電子・情報

工学実験Ｃ 

・システム制御工学Ｂ ・パワーエレクトロニクス

基礎 

・高電圧工学 ・電気機器設計法 

・電気法規・電機施設管

理 
  

 

Ｃ群 

・電磁エネルギー変換Ａ ・電力発生学 

・電子デバイス基礎 ・半導体デバイス 

・電磁エネルギー変換Ｂ ・光エレクトロニクス 
 

 

東北大学 

工学部 

情報知

能システ

ム総合

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・解析学Ａ ・解析学Ｂ 

・解析学Ｃ ・解析学Ｄ 

・線形代数学Ａ ・線形代数学Ｂ 

・数理統計学 ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・物理学Ｃ 

・物理学Ｄ ・化学Ａ 

・化学Ｂ ・化学Ｃ 

・生命科学Ａ ・生命科学Ｂ 

・生命科学Ｃ ・数学物理学演習Ⅰ 

・情報処理演習 ・数学物理学演習Ⅱ 

・応用数学Ａ ・プログラミング演習

Ａ 

・応用数学Ｂ ・情報数学 

 



・ディジタルコンピューティン

グ 

・数学演習 

・物理数学演習 ・プログラミング演習

Ｂ 

・数理計画法   
 

Ｂ群 

・電磁気学Ａ ・線形回路論 

・電磁気学演習 ・線形回路論演習 

・電磁気学Ｂ ・電気回路学 

・電気計測 ・ナノサイエンス計測学 

・電気・通信・電子・情報

工学実験Ａ 

・電磁気学Ｃ 

・システム制御工学Ａ ・電子回路Ａ 

・ディジタル信号処理 ・電気・通信・電子・情報

工学実験Ｂ 

・電子回路Ｂ ・電気・通信・電子・情報

工学実験Ｃ 

・システム制御工学Ｂ ・パワーエレクトロニクス

基礎 
 

Ｃ群 

・電磁エネルギー変換

Ａ 

・電気エネルギー発生工学 

・電子デバイス基礎 ・半導体デバイス 

・電磁エネルギー変換

Ｂ 

・光エレクトロニクス 

・高電圧エネルギー工

学 

・電気エネルギーシステム

工学 

・電気エネルギー応用

工学 
  

 

 

東北大学 

工学部 

電気情

報物理

工学科 

情報工

学コース 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から７単位以上、Ｃ群から１単位以上

履修した者 

Ｂ群 

・電磁気学Ⅰ ・電気回路学Ⅰ 

・電気計測学 ・応用物理計測学 

・電磁気学Ⅱ ・システム制御工学Ａ 

・電子回路Ⅰ ・ディジタル信号処理 

・電子回路Ⅱ ・システム制御工学Ｂ 

・パワーエレクトロニクス基礎   
 

 



Ｃ群 

・電磁エネルギー変

換Ａ 

・電気エネルギー発生工学 

・電子物性Ｂ ・半導体デバイス 

・電磁エネルギー変

換Ｂ 

・光エレクトロニクス 

・高電圧エネルギー

工学 

・電気エネルギーシステム工

学基礎 

・電気エネルギー応

用工学 
  

 

 

東北大学 

工学部 

電気情

報物理

工学科 

応用物

理学コー

ス 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から３単位以上、Ｃ群から１単位以上

履修した者 

Ｂ群 

・電気回路学Ⅰ ・電気計測学 

・電磁気学Ⅱ ・システム制御工学Ａ 

・電子回路Ⅰ ・ディジタル信号処理 

・電子回路Ⅱ ・システム制御工学Ｂ 

・パワーエレクトロニクス基礎   
 

Ｃ群 

・電磁エネルギー変

換Ａ 

・電気エネルギー発生工学 

・電子物性Ｂ ・半導体デバイス 

・電磁エネルギー変

換Ｂ 

・光エレクトロニクス 

・高電圧エネルギー

工学 

・電気エネルギーシステム工

学基礎 

・電気エネルギー応

用工学 
  

 

 

 

東北大学 

工学部 

電気情

報物理

工学科 

通信工

学コース 

次に掲げる科目から１単位以上を履修した者 

科目群 

・電磁エネルギー変

換Ａ 

・電気エネルギー発生工学 

・電子物性Ｂ ・半導体デバイス 

・電磁エネルギー変

換Ｂ 

・光エレクトロニクス 

・高電圧エネルギー

工学 

・電気エネルギーシステム工

学基礎 

・電気エネルギー応

用工学 
  

 

 

 



東北文化

学園大学 

(平成２８

年度以降

に入学し

た者) 

科学技

術学部 

建築環

境学科

（平成２

８年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１科目以上履修した者 

科目群 

・基礎物理学 ・基礎化学 

・基礎生物学 ・基礎数学Ⅰ 

・基礎数学Ⅱ   
 

 

 

東洋大学 

理工学

部 都市

環境デ

ザイン学

科（平成

２４年度

以前に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１７単位以上、Ａ群からＢ群までの

各群から合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・構造力学 ・地盤工学 

・水工水理学 ・建設材料学 

・材料構造実験 ・水理土質実験 

・構造設計学 ・測量学基礎 

・測量学応用 ・構造力学演習 

・地盤工学演習 ・水工水理学演習 

・測量学基礎演習 ・測量学応用実習 

・鉄筋コンクリート工学 ・都市防災学 
 

Ｂ群 

・微分Ⅰ ・微分Ⅰ演習 

・積分Ⅰ ・積分Ⅰ演習 

・線形数学Ⅰ ・線形数学Ⅰ演習 

・基礎数学演習Ａ ・基礎数学演習Ｂ 

・微分Ⅱ ・積分Ⅱ 

・微分積分学Ａ ・確率と統計入門 

・微分積分学Ｂ ・線形数学Ⅱ 

・線形数学Ⅲ ・確率と統計 

・微分方程式 ・ベクトル解析 

・複素解析 ・フーリエ解析 

・物理学Ａ ・物理学実験 

・物理学入門 ・物理学Ａ演習 

・物理学Ｂ ・物理学Ｂ演習 

・物理学Ｃ ・統計力学 

・熱力学 ・量子力学Ⅰ 

・量子力学Ⅱ ・応用物理学 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

 



・化学実験 ・量子化学Ⅰ 

・量子化学Ⅱ ・生物学Ⅰ 

・生物学Ⅱ ・生物学実験 

・生命科学概論 ・情報処理基礎 

・情報処理基礎演習 ・都市デザインの数理 

・コンピュータプログラミング ・卒業研究Ⅰ 

・卒業研究Ⅱ ・水環境学 

・地盤環境学 ・交通計画 

・環境修復学 ・地球環境学 

・都市計画 ・地域環境計画 

・環境都市計画 ・環境シミュレーション 
 

 

東洋大学 

理工学

部 都市

環境デ

ザイン学

科（平成

２５年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎演習Ａ ・数学基礎演習Ｂ 

・微分積分学基礎 ・微分積分学基礎演習 

・微分積分学Ａ ・微分積分学Ａ演習 

・微分積分学Ｂ ・微分積分学Ｂ演習 

・線形数学基礎 ・線形数学基礎演習 

・確率統計基礎 ・線形数学 

・離散数学 ・確率と統計 

・微分方程式 ・物理学Ａ 

・力学基礎 ・力学基礎演習 

・物理学Ｂ ・物理学実験 

・力学総合演習 ・統計力学 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学実験 ・生物学Ⅰ 

・生物学Ⅱ ・生物学実験 

・情報処理基礎 ・情報処理基礎演習 
 

Ｂ群 

・構造力学 ・地盤工学 

・水工水理学 ・建設材料学 

・コンクリート工学 ・地盤環境学 

・水理土質実験 ・構造設計学 

・測量学基礎 ・測量学基礎演習 

・測量学応用 ・構造力学演習 

・地盤工学演習 ・水工水理学演習 

 



・測量学応用実習 ・都市防災学 

・鉄筋コンクリート工学 ・構造物維持管理学 

・耐震安全と地域防災 ・材料構造実験 
 

Ｃ群 

・都市環境コース演習 ・都市創造コース演習 

・水環境学 ・都市環境実験 

・建設リサイクル学 ・環境分析学 

・環境シミュレーション ・地球環境学 

・環境都市計画 ・環境数値解析 

・交通計画 ・河川・海岸工学 

・資源リユース ・廃棄物処理学 

・まちづくり計画 ・都市計画 

・インターンシップ（都市） ・卒業研究Ⅰ 

・卒業研究Ⅱ   
 

 

東洋大学 

理工学

部 都市

環境デ

ザイン学

科 

次に掲げる科目のうち、以下の条件をすべて満たす者。Ｂ群から１

７単位以上履修すること。Ａ群、Ｂ群、Ｃ群の中から合計で２５単位

以上履修すること。 

Ａ群 

・微分積分学基礎 ・微分積分学Ｂ 

・線形数学基礎 ・数学基礎演習Ａ（演習） 

・数学基礎演習Ｂ（演習） ・微分積分学基礎（演習） 

・微分積分学Ａ（演習） ・微分積分学Ｂ（演習） 

・線形数学基礎演習（演

習） 

・線形数学 

・離散数学 ・確率統計基礎 

・微分方程式 ・ベクトル解析 

・複素解析 ・確率と統計 

・物理学Ａ ・物理学Ｂ 

・力学基礎 ・統計力学 

・力学基礎演習（演習） ・物理学実験（実験） 

・力学総合演習（演習） ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・化学実験（実験） 

・生物学Ⅰ ・生物学Ⅱ 

・生物実験（実験） ・情報処理基礎演習（演

習） 
 

Ｂ群 
・地盤環境学 ・構造力学 

・地盤工学 ・水工水理学 

 



・コンクリート工学 ・水理土質実験（実験） 

・構造設計学 ・構造物維持管理工学 

・材料とかたち ・測量学基礎 

・測量学基礎実習（実習） ・測量学応用 

・構造力学演習（演習） ・地盤工学演習（演習） 

・水工水理学演習（演習） ・測量学応用実習（実習） 

・河川・海岸工学 ・都市防災学 

・防災計画 ・鉄筋コンクリート工学 

・材料構造実験（実験）   
 

Ｃ群 

・都市環境コース演習

（演習） 

・都市創造コース演習

（演習） 

・水環境学 ・地球環境学 

・環境都市計画 ・交通計画 

・インターシップ   
 

 

東和大学 

工学部 

環境デ

ザイン工

学科 建

築・住環

境デザイ

ンコース 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・工学概論 ・数学基礎 

・確率論 ・物理基礎 

・生物基礎 ・化学基礎 

・微分積分 ・統計学 

・力学入門   
 

Ｂ群 

・日本建築史 ・西洋建築史 

・建築法規 ・建築計画設計Ⅰ 

・造形実習 ・図学 

・建築計画設計Ⅱ ・デジタル建設デザイン

実習 

・デジタル建築デザイン

実習Ⅰ 

・建築計画設計Ⅲ 

・建築計画設計Ⅳ ・デジタル建築デザイン

実習Ⅱ 

・デジタル建築デザイン

実習Ⅲ 

・建築計画設計Ⅴ 

・基礎構造力学 ・構造力学演習 

・建設材料学 ・建築材料学 

・建築構造デザイン ・構造力学 

・建築構造デザイン演習 ・建築意匠 

 



・建設材料学実験 ・基礎不静定力学 

・鉄筋コンクリート構造学 ・鉄筋コンクリート構造学

演習 

・鉄骨構造学 ・建築構法 

・応用構造力学   
 

Ｃ群 

・測量学 ・測量学実習 

・卒業研究 ・インテリアデザイン論 

・都市計画学 ・建築環境工学 

・建築設備学Ⅰ ・建築設備学Ⅱ 

・建築環境工学実験 ・建築防災 

・インテリアデザイン演習 ・建築生産演習 

・建築生産管理 ・建築生産計画 

・デジタル測量 ・公共測量学実習 

・デジタル測量演習 ・土質力学 

・土質力学実験 ・基礎工学 
 

 

東和大学 

工学部 

環境デ

ザイン工

学科 環

境土木コ

ース 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上 

Ａ群 

・工学概論 ・数学基礎 

・確率論 ・物理基礎 

・生物基礎 ・化学基礎 

・微分積分 ・統計学 

・力学入門   
 

Ｂ群 

・基礎構造力学 ・構造力学演習 

・建設材料学 ・構造力学 

・鉄筋コンクリート構造

学 

・鉄筋コンクリート構造学演

習 

・土木計画学 ・土木法規 

・応用構造力学 ・土木材料学 

・鉄筋コンクリート工学 ・ＰＳコンクリート工学 

・工業爆薬学 ・土質力学 

・地盤工学 ・土質力学実験 

・建設施工法 ・基礎工学 

・水理学 ・応用水理学 

・水理学実験   
 

 



Ｃ群 

・卒業研究 ・都市計画学 

・交通計画学 ・橋工学 

・鋼構造学 ・道路工学 

・水環境工学 ・河川環境学 

・海環境学 ・環境衛生工学 
 

 

徳島県立

徳島科学

技術高等

学校 

総合技

術系 建

設技術

類 環境

土木コー

ス 

次に掲げる科目を取得した者 

科目群 ・土木構造設計   
 

 

 

徳島文理

大学 

理工学

部 機械

創造工

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から６単位以上、Ａ群からＢ群までの

各群から合計１１単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ａ ・物理学Ａ 

・物理学Ｂ ・化学Ａ 

・化学Ｂ ・微分積分学 

・生命科学 ・知能科学 

・線形代数学 ・工業数学Ａ 

・工業数学Ｂ ・工業数学Ａ演習 

・工業数学Ｂ演習 ・工業物理学Ａ 

・工業物理学Ｂ ・コンピュータ概論 

・情報科学概論 ・基礎情報処理Ⅰ 

・機械工学演習Ａ ・機械工学演習Ｂ 
 

Ｂ群 

・システム工学概論 ・応用力学 

・材料力学Ⅰ ・材料力学Ⅱ 

・機械運動学 ・設計工学Ⅰ 

・設計工学Ⅱ ・材料強度学 

・精密加工学 ・塑性加工 

・ＭＥＭＳ加工 ・生産工学 

・工業材料 ・複合材料 

・制御工学Ⅰ ・制御工学Ⅱ 

・制御工学Ⅲ ・計測工学 

・センサー工学 ・精密測定 

・機械力学Ⅰ ・機械力学Ⅱ 

・熱力学 ・熱力学Ⅱ 

 



・流体力学 ・流体力学Ⅱ 

・伝熱工学 ・電波法規 
 

 

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

ン科第１

部 

次に掲げる科目を取得した者 

科目群 ・数学   
 

 

 

栃木県立

宇都宮工

業高等学

校 

定時制

課程 工

業技術

科 土木

コース 

次に掲げる選択科目より７単位以上を取得した者 

科目群 

・土木実習 ・土木製図 

・測量 ・土木施工 

・土木基礎力学 ・土木構造設計 
 

 

 

鳥取県立

鳥取湖陵

高等学校 

全日制

課程 農

業学科 

緑地デ

ザイン科 

環境緑

化コース 

Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ群から合わせて２６単位以上履修した

者 

Ａ群 

・草花 ・造園技術 

・野菜 ・課題研究 

・造園計画 ・環境制御 
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・理科総合Ａ 

・農業情報処理 ・産業基礎 

・数学Ａ ・生物Ⅰ 

・情報実習 ・数学Ⅱ 

・化学Ⅰ   
 

 

 

鳥取県立

米子工業

高等学校 

全日制

課程 工

業学科 

環境デ

ザイン科 

Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ群合わせて２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・建築構造 ・課題研究 

・設備計画 ・建築構造 

・建築構造設計 ・建築計画 

・建築施工 ・建築法規 
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・理科総合Ａ ・物理Ⅰ 

・工業技術基礎 ・情報技術基礎 

・実習   
 

 

 



鳥取県立

米子工業

高等学校 

工業学

科 環境

エネルギ

ー科（平

成２６年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計１単位以上履修した者 

科目群 
・電気工事 ・電子回路 

・電子計測制御   
 

 

 

鳥取大学 

工学部 

社会開

発システ

ム工学

科（平成

１２年度

以前の

入学生

が対象） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、合計５０単位以上履修し

た者 

Ａ群 

・集合論 ・確率論 

・統計学 ・応用数学 

・プログラム言語 ・数値解析 

・システムズアナリシス ・ＯＲ 

・計算機演習 ・情報システム演習 

・確率システム工学演習 ・数理計画法 

・確率システム工学   
 

Ｂ群 

・応用水理学演習 ・応用水理学 

・建設工学 ・構造設計学 

・水理学 ・構造力学 

・構造解析学 ・土質力学 

・建設材料学   
 

Ｃ群 

・地域計画学 ・環境基礎科学 

・地域計画学演習 ・システム計画学演習 

・公共システム論 ・交通システム工学 

・交通計画学 ・社会調査論 

・水工計画学 ・海洋開発工学 

・上下水道・水質管理 ・廃棄物・環境管理 

・環境計画学 ・社会開発システム工学総論 

・地理情報工学 ・地球環境情報工学 
 

 

 

鳥取大学 

農学部 

生物資

源環境

学科 環

境共生

次に掲げる科目のうち、Ａ群に掲げる科目を１単位以上、かつ、Ｂ

群に掲げる科目を１５単位以上取得した上で、合計２７単位以上を

取得した者 

Ａ群 
・基礎生物学Ⅰ ・基礎化学Ⅰ 

・基礎物理学Ⅰ ・基礎数学Ⅰ 

 



科学コー

ス 一般

プログラ

ム 

・基礎生物学Ⅱ ・基礎化学Ⅱ 

・基礎物理学Ⅱ ・基礎数学Ⅱ 
 

Ｂ群 

・水利用学 ・基盤造構学Ⅰ 

・農林気象学 ・地圏環境保全学 

・構造力学演習 ・水理学演習 

・水理学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・土質力学Ⅱ ・材料力学 

・土壌学 ・灌漑排水学 

・基盤造構学Ⅱ ・応用土壌物理学 

・応用地質学 ・農業利水学 

・土質工学演習 ・農地工学 

・水利施設設計学   
 

Ｃ群 
・土木材料実験 ・資材利用学Ⅰ 

・資材利用学Ⅱ ・卒業論文 
 

 

鳥取大学 

農学部 

生物資

源環境

学科 環

境共生

科学コー

ス 地域

環境工

学プログ

ラム 

次に掲げる科目のうち、Ａ群に掲げる科目を１単位以上、かつ、Ｂ

群に掲げる科目を３単位以上取得した者 

Ａ群 

・基礎生物学Ⅰ ・基礎化学Ⅰ 

・基礎物理学Ⅰ ・基礎数学Ⅰ 

・基礎生物学Ⅱ ・基礎化学Ⅱ 

・基礎物理学Ⅱ ・基礎数学Ⅱ 
 

Ｂ群 

・構造力学演習 ・水理学Ⅱ 

・土質工学Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・応用土壌物理学 ・基盤造構学Ⅱ 

・農業利水学 ・農地工学 

・水利施設設計学 ・水理学演習 

・土壌学 ・土質工学演習 
 

 

 

富山県立

大学短期

大学部 

環境シス

テム工

学科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１１単位以上、合

計２８単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理学 ・化学 

・数学 ・生命科学 

・情報科学 ・応用数学Ⅰ 

・応用数学Ⅱ ・応用数学（演習） 

・工業物理学 ・環境情報解析（演習） 
 

 



Ｂ群 

・水理学 ・水理学（演習） 

・水理（実験） ・構造力学 

・構造力学（演習） ・土質力学 

・環境地質学 ・環境材料学 

・環境材料（実験） ・土木施工管理 
 

Ｃ群 

・環境緑化工学 ・地域環境計画 

・地域環境計画（実習） ・環境マネジメント 

・環境施設設計（実習） ・特別研究（実習） 
 

 

富山大学 

芸術文

化学部 

芸術文

化学科

（平成２

９年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１７単位以上、Ａ群及びＢ群から合

計２０単位以上履修した者 

Ａ群 

・構造計画 ・建築計画 

・構造力学１ ・材料力学 

・空間デザインＡ（シェ

ルター） 

・空間デザインＢ（インテリ

ア） 

・西洋建築史 ・日本・東洋建築史 

・建築製図 ・建築インテリア構法 

・工学基礎 ・建築材料 

・建築論 ・空間デザインＣ（戸建住

宅） 

・空間デザインＤ（集合

住宅） 

・空間デザインＥ（非木造の

特殊建築物） 

・空間デザインＦ（建築

再生１） 

・空間デザインＧ（建築再生

２） 

・建築構造 ・構造力学２ 

・木質構造実習（木造

軸組住宅） 

・建築法規 

・木質建築材料 ・木質建築材料実験 

・建築生産   
 

Ｂ群 
・情報処理応用 ・環境工学設計演習 

・環境工学 ・建築設備 
 

 

 

富山大学 

(平成３０

年度以降

に入学し

た者) 

芸術文

化学部 

芸術文

化学科

（平成３

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・構造計画 ・住居論 

・西洋建築史 ・図学・製図実習 

・材料力学 ・建築インテリア構

法 

 



０年度以

降に入

学した

者） 

・木質建築材料 ・木質建築材料実

験 

・建築材料 ・建築構造 

・構造力学１ ・構造力学２ 

・木質構造実習（木造軸組住

宅） 

・建築設備 

・建築計画 ・建築法規 

・建築生産 ・建築再生実測演

習 

・日本・東洋建築史 ・建築論 
 

 

豊橋技術

科学大学 

工学部 

建築・都

市システ

ム学課

程 

次に掲げる科目から合計８単位以上履修した者 

科目群 

・図学 ・図学演習 

・構造実験 ・環境実験 

・構造力学Ⅳ ・建設材料学 

・構造計画学 ・地盤工学 

・地盤力学 ・流れと波の力学 

・土木計画学 ・測量学Ⅱ 

・測量学Ⅱ演習 ・地盤地震工学 

・水工学演習 ・水圏環境防災学 
 

 

 

長岡技術

科学大学 

工学部 

環境社

会基盤

工学課

程 

次に掲げる科目のうち、１５単位以上履修した者 

科目群 

・土質力学 ・基礎水理学 

・応用力学Ⅰ ・応用力学演習Ⅰ 

・応用力学Ⅱ ・応用力学演習Ⅱ 

・建設材料学基礎 ・防災工学 

・応用力学Ⅲ ・水文水理基礎Ⅰ 

・地盤工学Ⅰ ・コンクリート構造Ⅰ 

・地盤工学Ⅱ ・水文水理基礎Ⅱ 

・コンクリート構造Ⅱ ・構造解析学 
 

 

 

長岡技術

科学大学 

(平成２９

年度以降

の在学者) 

工学部 

環境社

会基盤

工学課

程（平成

２９年度

次に掲げる科目のうち、Ａ群から８単位以上かつ、Ａ群又はＢ群か

ら合計１１単位以上履修した者 

Ａ群 

・土質力学 ・基礎水理学 

・応用力学Ⅰ ・応用力学演習Ⅰ 

・応用力学Ⅱ ・応用力学演習Ⅱ 

・建設材料学基礎 ・防災工学 

 



以降の

在学者） 
・応用力学Ⅲ ・水文水理基礎Ⅰ 

・地盤工学Ⅰ ・コンクリート構造Ⅰ 

・土質地質学 ・地盤工学Ⅱ 

・応用土質振動学 ・水分水理基礎Ⅱ 

・リモートセンシング工学 ・応用水文気象学 

・コンクリート構造Ⅱ ・土質振動学 

・構造解析学   
 

Ｂ群 

・数学ⅡＡ ・数学演習Ⅱ 

・数学ⅡＢ ・工業基礎数学Ⅰ 

・工業基礎数学Ⅱ ・確率統計 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理実験及び演習Ⅱ ・化学実験及び演習Ⅱ 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・生物学Ⅰ ・生物学Ⅱ 

・生物実験及び演習 ・環境化学基礎 

・数理基礎 ・情報処理概論 

・環境社会基盤工学のた

めの数学Ⅰ 

・環境社会基盤工学のた

めの数学Ⅱ 

・環境社会基盤計算機実

習Ⅱ 

・線形代数学 

・応用統計学 ・解析学概論 

・交通システム分析 ・環境衛生工学 

・道路工学 ・鋼構造学 

・都市の計画 ・都市環境計画学 
 

 

長岡工業

高等専門

学校 専

攻科 

同校の

環境都

市工学

科の課

程を卒

業後、同

校専攻

科 環境

都市工

学専攻

の課程

修了者 

次に掲げる科目群のうち、７単位以上履修した者 

科目群 

・都市構造材料学 ・都市構造物施工学 

・大気水圏環境科学 ・応用水理学 

・環境資源循環工学   
 

 

 



長崎県立

大村城南

高等学校 

全日制

課程 総

合学科 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より８単位以上を含み、合計２１単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ（１年） ・数学Ⅰ（２年） 

・数学Ⅱ（２年） ・数学Ⅱ（３年） 

・数学Ⅲ（３年） ・数学Ａ（１年） 

・数学Ａ（３年） ・数学Ｂ（２年） 

・数学Ｂ（３年） ・数学Ｃ 

・物理Ⅰ（２年） ・物理Ⅰ（３年） 

・物理Ⅱ ・化学Ⅰ（２年） 

・化学Ⅰ（３年） ・化学Ⅱ 

・生物Ⅰ（２年） ・生物Ⅰ（３年） 

・生物Ⅱ ・情報処理（２年） 

・情報処理（２年）（実習） ・情報処理（３年） 

・情報処理（３年）（実習） ・プログラミング（２

年） 

・プログラミング（２年）（実

習） 
  

 

Ｂ群 

・環境化学基礎 ・環境化学基礎（実習） 

・野菜（２年） ・野菜（２年）（実習） 

・野菜（３年） ・野菜（３年）（実習） 

・果樹（２年） ・果樹（２年）（実習） 

・果樹（３年） ・果樹（３年）（実習） 

・草花（２年） ・草花（２年）（実習） 

・草花（３年） ・草花（３年）（実習） 

・造園計画（２年） ・造園計画（２年）（実習） 

・造園計画（３年） ・造園計画（３年）（実習） 

・造園技術（２年） ・造園技術（２年）（実習） 

・造園技術（３年） ・造園技術（３年）（実習） 

・測量 ・測量（実習） 
 

 

 

長野県上

伊那農業

高等学校 

緑地創

造科 

次に掲げる科目の中から６単位以上履修した者 

科目群 

・農業機械 ・農業土木施工 

・施工プラン ・環境デザイン 

・環境科学基礎 ・測量 
 

 

 



長野県塩

尻高等学

校 

全日制

課程 総

合学科 

環境科

学系列 

Ａ群より１１単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 

・測量 ・測量（実習） 

・農業土木設計 ・農業土木設計（実験・実習） 

・栽培環境 ・栽培環境（実習） 

・環境科学 ・環境科学（実験） 

・農業機械 ・農業機械（実習） 
 

Ｂ群 
・農業基礎 ・農業基礎（実習） 

・課題研究（演習）   
 

 

 

長野県中

野立志館

高等学校 

全日制

課程 総

合学科 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群から合

計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ａ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・理科総合Ａ ・物理Ⅰ 

・物理Ⅱ   
 

Ｂ群 

・測量 ・土木施工 

・土木基礎力学 ・実習 

・土木構造設計 ・社会基礎工学 
 

 

 

長野県丸

子修学館

高等学校 

全日制

課程 総

合学科

（土木工

学） 

次に掲げる選択科目より１０単位以上を取得した者 

科目群 

・製図 ・土木施工 

・土木基礎力学 ・土木構造設計 

・測量 ・課題研究 
 

 

 

長野県丸

子修学館

高等学校 

全日制

課程 総

合学科

（造園

学） 

次に掲げる選択科目より１０単位以上を取得した者 

科目群 

・製図 ・草花 

・果樹 ・野菜 

・農業経済 ・測量 

・造園技術 ・造園計画 

・課題研究   
 

 

 

長野県丸

子修学館

高等学校 

全日制

課程 総

合学科

次に掲げる選択科目より１０単位以上を取得した者 

科目群 

・製図 ・建築計画 

・建築法規 ・建築施工 

・建築構造 ・建築構造設計 

 



（建築

学） 
・課題研究   

 

 

名古屋工

業大学 

工学部 

建築・デ

ザイン工

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・微分積分Ⅰ及び演習 ・微分積分Ⅱ及び演習 

・力学 ・物理学実験 

・基礎化学 ・化学結合論 

・情報技術Ⅰ ・情報技術Ⅱ 
 

Ｂ群 

・製図基礎 ・日本建築史 

・建築計画学 ・建築構造力学Ⅰ 

・建築構法学 ・西洋建築史 

・建築構造力学Ⅱ ・建築材料学 

・建築歴史意匠学 ・荷重・振動学 

・耐震設計学 ・鉄筋コンクリート構造学 

・鉄骨構造学 ・コンクリート材料学 

・建築法規・行政 ・建築施工学 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図Ⅲ ・建築設計製図Ⅳ 

・構造力学Ⅰ演習 ・構造力学Ⅱ演習 

・建築材料実験 ・建築構造実験 

・意匠計画学演習 ・建築史実習 

・建築・デザイン制作   
 

Ｃ群 

・建築環境学 ・都市計画学 

・都市環境学 ・建築設備設計論 

・建築設備学 ・建築環境実験 

・卒業研究   
 

 

 

名古屋造

形大学 

造形学

部 造形

学科 

次に掲げる科目のうち、１単位以上を取得した者 

科目群 ・生物学 ・数学 
 

 

 

奈良女子

大学 

生活環

境学部 

人間環

境学科 

次に掲げる選択科目より２単位以上を取得した者 

科目群 
・空間計画のための自然

環境科学 

・空間計画のための物理

環境科学演習Ⅰ 

 



住環境

学専攻 
・空間計画のための物理

環境科学演習Ⅱ 
  

 

 

奈良女子

大学 

生活環

境学部 

住環境

学科 

次に掲げる選択科目より２単位以上を取得した者 

科目群 

・空間計画のための自然

環境科学 

・空間計画のための物理

環境科学演習Ⅰ 

・空間計画のための物理

環境科学演習Ⅱ 
  

 

 

 

新潟県立

糸魚川白

嶺高等学

校 

全日制

課程 総

合学科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群とＣ群から１０単位以

上、合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅰ（演習） 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・生物ⅠＢ ・生物Ⅱ 

・物理ⅠＡ ・物理ⅠＢ 

・物理Ⅱ ・物理ⅠＢ（演習） 

・生物ⅠＢ（演習） ・化学ⅠＡ 

・化学ⅠＢ ・化学ⅠＢ（演習） 

・化学Ⅱ ・工業基礎（実習） 

・情報技術基礎（演習） ・工業化学 

・総合化学実験（実験）   
 

Ｂ群 ・土木施工   
 

Ｃ群 ・環境工学 ・環境保全 
 

 

 

新潟県立

塩沢商工

高等学校 

機械シス

テム科 

次に掲げる科目を全て履修した者 

科目群 
・測量 ・土木基礎力学 

・土木施工   
 

 

 

新潟工科

大学 

(平成１４

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

機械制

御システ

ム工学

科（平成

１４年度

以降に

次に掲げる科目のうちから１７単位以上履修した者 

科目群 

・機械科学Ⅰ ・材料力学 

・機械力学 ・工業熱力学 

・流体工学 ・機械要素 

・工作機械 ・機械工作法 

・精密工学 ・材料の基礎 

・構造用材料 ・設計製図Ⅰ 

 



入学した

者） 
・設計製図Ⅱ ・設計製図Ⅲ 

・自動制御基礎 ・ロボット運動学 
 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

先進製

造コース

（平成２

７年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計３単位以上履修した者 

科目群 

・機械工作法 ・機械の要素と機構 

・応用力学 ・入門ＣＡＤ 

・ユニバーサルデザイン ・地域防災工学 

・機械力学 ・工業熱力学 

・材料力学 ・流体力学 

・機械製図 ・制御工学 

・工業材料 ・機械ＣＡＤ 

・テクニカルイラストレーショ

ン 

・自動加工技術 

・構造・機能性材料 ・機械保全技術Ⅰ 

・機械保全技術Ⅱ ・メカトロニクス 

・立体造形 ・固体力学 

・振動学 ・伝熱学 

・先進製造コース実験Ⅰ ・先進製造コース実験

Ⅱ 
 

 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

シミュレ

ーション

コース

（平成２

７年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計３単位以上履修した者 

科目群 

・機械工作法 ・機械の要素と機構 

・応用力学 ・入門ＣＡＤ 

・ユニバーサルデザイン ・地域防災工学 

・機械力学 ・工業熱力学 

・材料力学 ・流体力学 

・機械製図 ・制御工学 

・工業材料 ・機械ＣＡＤ 

・テクニカルイラストレー

ション 

・自動加工技術 

・立体造形 ・シミュレーション技術の

基礎 

・加工シミュレーション ・構造・伝熱シミュレーシ

ョン 

・熱・流体シミュレーション ・固体力学 

・振動学 ・伝熱学 

・先進製造コース実験Ⅰ ・先進製造コース実験Ⅱ 
 

 

 



新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

化学バ

イオコー

ス（平成

２７年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計３単位以上履修した者 

科目群 

・機械工作法 ・機械の要素と機構 

・応用力学 ・入門ＣＡＤ 

・ユニバーサルデザイン ・地域防災工学 

・機械力学 ・工業熱力学 

・材料力学 ・流体力学 

・機械製図 ・制御工学 

・工業材料 ・機械・素材科学系実験

Ⅰ 

・機械・素材科学系実験

Ⅱ 
  

 

 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

ロボティ

クスコー

ス（平成

２７年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計６単位以上履修した者 

科目群 

・地球環境とエネルギー ・くらしの化学技術 

・電気工学基礎 ・電気回路 

・計算機回路 ・電子回路 

・電気電子計測 ・電磁気学 

・パワーエレクトロニクス ・制御工学 

・工業材料 ・知能機械・情報通信学

系実験Ⅰ 

・知能機械・情報通信学

系実験Ⅱ 

・自動制御 

・メカトロニクス   
 

 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

情報通

信コース

（平成２

７年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計６単位以上履修した者 

科目群 

・地球環境とエネルギー ・くらしの化学技術 

・電気工学基礎 ・電気回路 

・計算機回路 ・電子回路 

・電気電子計測 ・電磁気学 

・パワーエレクトロニクス ・制御工学 

・工業材料 ・知能機械・情報通信学

系実験Ⅰ 

・知能機械・情報通信学

系実験Ⅱ 

・アルゴリズムとデータ構

造 

・情報理論 ・通信基礎 

・通信理論 ・伝送システム 

・電波法規 ・コンピュータアーキテク

チャ 

 



・オペレーティングシステ

ム 

・デジタル信号処理 

・画像情報処理 ・組込みシステム 

・情報通信網 ・情報通信コース実験Ⅰ 

・情報通信コース実験Ⅱ   
 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

医療福

祉工学コ

ース（平

成２７年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、合計６単位以上履修した者 

科目群 

・地球環境とエネルギー ・くらしの化学技術 

・電気工学基礎 ・電気回路 

・計算機回路 ・電子回路 

・電気電子計測 ・電磁気学 

・パワーエレクトロニクス ・制御工学 

・工業材料 ・知能機械・情報通信学

系実験Ⅰ 

・知能機械・情報通信学

系実験Ⅱ 
  

 

 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

建築コー

ス（平成

２７年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計３単位以上履修した者 

科目群 

・建築デザイン概論 ・住居学 

・入門ＣＡＤ ・ユニバーサルデザイン 

・建築基礎製図 ・建築計画学 

・建築系ＣＡＤ ・建築設計製図Ⅰ 

・コンクリート・土質構造 ・構造力学 

・建築施工 ・建築法規 

・建築史 ・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図Ⅲ ・建築構造学 

・建築材料学 ・建築構造力学・演習 

・建築構法 ・建築設計製図Ⅳ 

・建築耐震設計 ・建築コース実験Ⅰ 

・建築コース実験Ⅱ   
 

 

 

新潟工科

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

工学科 

都市環

境エネ

ルギーコ

ース（平

成２７年

次に掲げる科目のうち、合計３単位以上履修した者 

科目群 

・地球環境とエネルギー ・建築デザイン概論 

・住居学 ・くらしの化学技術 

・地域防災工学 ・建築環境工学 

・建築設備 ・建築計画学 

・構造力学 ・建築施工 

 



度以降

に入学し

た者） 

・建築法規 ・建築・都市環境学系実

験Ⅰ 

・建築・都市環境学系実

験Ⅱ 

・環境分析化学 

・環境アセスメント ・環境シミュレーション 

・雪と都市・建築 ・都市環境エネルギーコ

ース実験Ⅰ 

・都市環境エネルギーコ

ース実験Ⅱ 
  

 

 

新潟大学 

農学部 

生産環

境科学

科（平成

３年度以

降平成１

２年度ま

でに入

学した

者） 

次に掲げる科目のうちから２２単位以上履修した者 

科目群 

・測量学 ・土木測量学 

・構造力学Ⅰ ・基礎水理学 

・土質力学Ⅰ ・土木構築学 

・土木材料学 ・構造力学Ⅱ 

・応用水理学 ・土質力学Ⅱ 

・鉄筋コンクリート工学 ・土木測量学実習 

・構造力学演習 ・土質力学演習 

・水理学演習 ・土木材料・構造実験 

・土質・土壌物理学実験 ・水門・水理学実験 
 

 

 

西日本短

期大学 

緑地環

境学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群に掲げる科目から１単位以上を取得し

た上で、合計８単位以上を取得した者 

Ａ群 ・生物学 ・コンピュータ実習Ⅰ 
 

Ｂ群 

・測量学 ・測量実習Ⅰ 

・測量実習Ⅱ ・造園施工管理論 

・都市計画 ・緑地計画学 

・景観論 ・樹木医学 

・植物病理学 ・造園昆虫・動物学演習 

・土壌学 ・造園地被学 

・造園土木材料論 ・造園関係法規 

・ガーデンデザイン論 ・造園管理演習 
 

Ｃ群 

・環境設計演習Ⅲ ・造園施設設計演習 

・環境保全論 ・エコロジー概論 

・農薬・肥料学 ・植物応用学 

 



・庭園管理実習 ・グリーンコーディネーシ

ョン 

・フラワーコーディネート

実習 

・園芸福祉 

 

 

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 

次に掲げる科目のうち、１単位以上を取得した者 

科目群 ・基礎ＰＣⅠ ・基礎ＰＣⅡ 
 

 

 

日本工学

院八王子

専門学校 

(平成１９

年度以降

に入学し

た者) 

工科技

術専門

課程 電

子・電気

科 電気

工事コー

ス 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上を含み、計６単位以上

を取得した者 

Ａ群 
・ネットワーク接続 ・配電理論・配電設計 

・屋内電気配線ＣＡＤ ・総合演習 
 

Ｂ群 
・電気機器 ・電気法令 

・電気測定実験 ・電気機器実験 
 

 

 

日本工業

大学 

工学部 

生活環

境デザイ

ン学科

（平成２

４年度以

前入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・幾何の方法 ・現代数学の構造 

・代数的構造 ・複素解析の技法 

・組合せ数学 ・線形及び非線形現象 

・時空の物理 ・宇宙と物理 

・コンピューターリテラシー ・図形と式 

・関数とグラフ ・微分積分学Ⅰ 

・微分積分学Ⅱ ・線形代数Ⅰ 

・線形代数Ⅱ ・解析学Ⅰ 

・解析学Ⅱ ・確率・統計の基礎 

・統計解析 ・建築物理入門 

・質点と剛体の力学 ・熱現象 

・弾性力と流体の力学 ・表計算の応用 

・建築プログラミング入門   
 

Ｂ群 

・設計と製図 ・建築設計Ⅰ 

・建築図法入門 ・建築図法 

・架構と力の流れ ・構造力学Ⅰ 

 



・骨組の力学 ・建築構法 

・建築構造・環境入門 ・建築基礎実験演習 

・建築計画Ⅰ ・建築ＣＡＤⅠ 

・建築計画Ⅱ ・近代建築史 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・建築材料 ・部材の力学 

・木造住宅の構造 ・建築法規 

・建築ＣＡＤⅡ   
 

Ｃ群 

・環境と住まい ・室内環境 

・都市の環境計画 ・建築設備 

・施工と監理 ・卒業設計・研究Ⅰ 

・卒業設計・研究Ⅱ ・卒業課題Ⅰ 

・卒業課題Ⅱ   
 

 

日本工業

大学 

工学部 

生活環

境デザイ

ン学科

（平成２

５年度入

学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・複素解析の技法 ・時空の物理 

・宇宙と物理 ・コンピュータリテラシー 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・建築物理入門 ・質点と剛体の力学 

・熱現象 ・弾性体と流体の力学 

・表計算の応用 ・建築プログラミング入門 

・確率・統計Ⅰ ・確率・統計Ⅱ 

・基礎数学   
 

Ｂ群 

・設計と製図 ・建築設計Ⅰ 

・建築図法入門 ・建築図法 

・架構と力の流れ ・構造力学Ⅰ 

・骨組の力学 ・建築構法 

・建築計画Ⅰ（住宅計画） ・インテリアＣＡＤⅠ 

・近代建築史 ・西洋建築史 

・日本建築史 ・建築材料 

・部材の力学 ・木造住宅の構造 

・建築法規 ・インテリアＣＡＤⅡ 

・建築のしくみ   
 

 



Ｃ群 

・環境と住まい ・室内環境 

・建築設備 ・施工と監理 

・環境共生住宅 ・卒業計画Ⅰ 

・卒業計画Ⅱ   
 

 

日本工業

大学 

工学部 

生活環

境デザイ

ン科（平

成２６年

度以降

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・宇宙の探求 ・コンピュータリテラシー 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・建築物理入門 ・質点と剛体の力学 

・熱現象 ・弾性体と流体の力学 

・表計算の応用 ・建築プログラミング入門 

・確率・統計Ⅰ ・確率・統計Ⅱ 

・基礎数学   
 

Ｂ群 

・設計と製図 ・建築設計Ⅰ 

・建築図法入門 ・建築図法 

・架構と力の流れ ・構造力学Ⅰ 

・骨組の力学 ・建築構法 

・建築計画Ⅰ（住宅計画） ・インテリアＣＡＤⅠ 

・近代建築史 ・西洋建築史 

・日本建築史 ・建築材料 

・部材の力学 ・木造住宅の構造 

・建築法規 ・インテリアＣＡＤⅡ 

・建築のしくみ   
 

Ｃ群 

・環境と住まい ・室内環境 

・建築設備 ・施工と監理 

・環境共生住宅 ・卒業計画Ⅰ 

・卒業計画Ⅱ   
 

 

 

日本大学 

理工学

部 交通

システム

工学科

（平成１

９年度以

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より４単位以上を含み、合計９単位以

上を取得した者 

Ａ群 

・基礎物理学Ⅰ ・基礎物理学実験 

・基礎化学 ・基礎化学実験 

・数学解析Ⅰ ・数学解析Ⅱ 

・プログラミング ・数理統計学 

 



前入学

者） 
・工業数学 ・交通システム計画 

・交通流理論 ・交通制御 

・交通マネジメント ・交通需要予測 

・交通経済学 ・都市デザイン 

・環境循環工学 ・都市衛生 

・地域計画 ・鋼構造 

・道路工学Ⅰ ・道路工学Ⅱ 

・構造設計Ⅰ ・構造設計Ⅱ 

・情報処理 ・建設マネジメント 

・軌道工学   
 

Ｂ群 

・システム工学 ・景観設計 

・都市防災 ・建設材料Ⅱ 

・構造力学演習 ・コンクリート構造Ⅰ 

・コンクリート構造Ⅱ ・構造力学Ⅱ 

・地盤基礎構造 ・建設材料実験 

・舗装材料実験 ・地盤材料実験 

・土木関連法規・行政 ・構造デザイン 
 

 

日本大学 

理工学

部 まち

づくり工

学科 

次に掲げる科目のうち、９単位以上履修した者 

科目群 

・都市・地域防災論 ・都市環境学概論 

・市街地整備論 ・構造力学Ⅱ 

・景観生態学 ・ウォーターフロント計画 

・水理学 ・都市環境計画Ⅰ 

・景観まちづくり論 ・都市環境計画Ⅱ 
 

 

 

日本大学 

生産工

学部 環

境安全

工学科 

次に掲げる科目のうち、６単位以上履修した者 

科目群 

・構造力学 ・環境衛生工学 

・環境分析学 ・環境材料工学 

・地盤力学 ・材料力学 

・コンストラクションマネジメント ・リサイクル工学 

・環境生態調査 ・環境アセスメント 
 

 

 

日本文理

大学 

工学部 

建設都

市工学

科（平成

１７年度

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・化学Ａ ・化学Ｂ 

・土木数理Ａ ・土木数理Ｂ 

 



以前に

入学した

者） 

・土木情報処理Ａ ・土木情報処理Ｂ 

・微分方程式 ・応用解析 
 

Ｂ群 

・地震工学 ・応用力学Ａ 

・応用力学Ｂ ・構造力学１Ａ 

・構造力学１Ｂ ・土質力学１Ａ 

・土質力学１Ｂ ・基礎水理学Ａ 

・基礎水理学Ｂ ・コンクリート工学１Ａ 

・コンクリート工学１Ｂ ・鉄筋コンクリート工学１

Ａ 

・鉄筋コンクリート工学１

Ｂ 

・鉄筋コンクリート工学２

Ａ 

・鉄筋コンクリート工学２

Ｂ 

・構造力学２Ａ 

・構造力学２Ｂ ・構造工学設計製図Ａ 

・構造工学設計製図Ｂ ・プレストレストコンクリー

ト 

・構造工学実験 ・コンクリート実験 

・土木材料学Ａ ・土木材料学Ｂ 

・土質力学２Ａ ・土質力学２Ｂ 

・土木施工法Ａ ・土木施工法Ｂ 

・土木法規 ・土質実験 

・水理学Ａ ・水理学Ｂ 

・水理学実験 ・基礎流体力学Ａ 

・基礎流体力学Ｂ   
 

Ｃ群 

・橋梁工学Ａ ・橋梁工学Ｂ 

・環境都市計画Ａ ・環境都市計画Ｂ 

・道路工学Ａ ・道路工学Ｂ 

・河川環境工学 ・海洋環境工学 

・港湾工学Ａ ・港湾工学Ｂ 

・都市環境システムＡ ・都市環境システムＢ 

・都市衛生工学Ａ ・都市衛生工学Ｂ 

・河川工学Ａ ・河川工学Ｂ 

・海岸工学Ａ ・海岸工学Ｂ 

・海洋環境工学実験 ・都市環境システム実験 

・海洋流体力学Ａ ・海洋流体力学Ｂ 
 

 



日本文理

大学 

(平成１８

年度以降

入学者) 

工学部 

建設都

市工学

科（平成

１８年度

以降入

学者） 

次に掲げる科目から、９単位以上を取得した者 

科目群 

・材料力学１ ・安全工学 

・流体力学２ ・材料力学２ 

・コンクリート工学

１ 

・火薬学 

・コンクリート工学

２ 

・メインテナンス／リニューアル

工学 

・土木施工法 ・地震工学 

・土木工学実験 ・建設方法マネジメント演習２ 
 

 

 

八戸工業

大学 

工学部 

電子知

能システ

ム学科

（平成２

０年度ま

でに入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から４単位以上、Ａ群からＢ群までの

各群から合計６単位以上履修した者 

Ａ群 

・電子電気材料工学 ・電磁波工学 

・知能電子回路 ・基礎制御工学 

・知能制御工学 ・電気法規 

・情報通信工学 ・情報電送工学 

・電力輸送工学 ・電力システム工学 

・電子知能システム実験 ・エネルギーシステム実験 

・プラズマ工学   
 

Ｂ群 

・基礎物理学Ⅰ ・基礎物理学Ⅱ 

・基礎化学Ⅰ ・基礎化学Ⅱ 

・物理学実験 ・化学実験 

・基礎情報科学 ・数学基礎Ⅰ 

・数学基礎Ⅱ ・確率・統計学 

・物理科学 ・電子電気数学Ⅱ 

・電子物性工学 ・電磁エネルギー機器工

学 

・電気利用工学 ・半導体工学 

・パワーエレクトロニク

ス 

・電子電気設計製図・演習 

・原子力工学 ・卒業研修 
 

 

 

兵庫県立

大学 

(平成１６

年度～２

０年度ま

工学部 

電子情

報電気

工学科

（平成１

６年度～

次に掲げる科目から、２単位以上履修した者 

科目群 

・電磁気学Ⅱ ・情報通信工学 

・電気回路Ⅱ ・電気回路Ⅲ 

・電子回路Ⅰ ・電磁理論 

・制御システムⅠ ・電気電子計測Ⅱ 

 



でに入学

した者) 

２０年度

までに入

学した

者） 

・高電圧・絶縁システム ・電気系材料工学 

・制御システムⅡ ・デジタル信号処理 

・電気法規 ・物性論 

・集積回路 ・電子回路Ⅱ 
 

 

兵庫県立

兵庫工業

高等学校 

全日制

課程 都

市環境

工学科 

次に掲げる科目のうちから１０単位以上履修した者 

科目群 

・測量 ・土木基礎力学 

・土木施工 ・社会基盤工学 

・土木構造設計   
 

 

 

弘前大学 

(平成１０

年度から

平成１４

年度まで

に入学し

た者) 

農学生

命科学

部 地域

環境科

学科地

域環境

工学・地

域環境

計画学コ

ース（平

成１０年

度から平

成１４年

度までに

入学した

者） 

次に掲げる科目を全て履修した者 

Ａ群 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・土質力学 ・水理学Ⅰ 

・水理学Ⅱ ・土壌物理学 

・農業水利学 ・地盤工学 

・農地工学Ⅰ ・農地工学Ⅱ 

・水利造構学 ・水理学演習 

・土質力学演習 ・構造力学演習 
 

 

 

弘前大学 

農学生

命科学

部 地域

環境工

学科 農

山村環

境コース 

次に掲げる科目より１５単位以上を取得した者 

科目群 

・構造力学Ⅱ ・構造力学演習 

・水理学Ⅱ ・水理学演習 

・土質力学演習 ・農業水利学 

・農地工学Ⅰ ・農地工学Ⅱ 

・水利造構学 ・構造物設計法 
 

 

 

広島県立

総合技術

高等学校 

環境設

備科 

次に掲げる科目のうち、１科目以上を取得したもの 

科目群 ・デザイン技術 ・インテリア計画 
 

 

 



広島県立

三次青陵

高等学校 

総合学

科 

Ａ群より１０単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて３０単位以上

履修した者 

Ａ群 

・環境力学 ・環境施工 

・環境基礎製図 ・環境基礎実習 

・環境応用実習 ・環境工学実習 

・土木製図 ・プランニング実習 
 

Ｂ群 
・情報技術基礎 ・課題研究 

・工業基礎 ・測量 
 

 

 

広島工業

大学 

(平成１８

年度以降

に入学し

た者) 

環境学

部 地域

環境学

科（平成

１８年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群より１２単位以上を取得した者 

Ａ群 

・計画実習Ⅱ ・造形実習 

・環境デザイン論 ・建築史Ａ 

・施設計画 ・建築集合論 

・景観計画 ・構造力学 

・材料計画 ・建築生産 

・環境・建築法規   
 

 

 

広島工業

大学 

工学部 

電気・デ

ジタルシ

ステム工

学科（平

成１８年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる選択科目より、７単位以上を取得した者 

科目群 

・電気回路理論Ａ ・電気回路理論Ｂ 

・電磁気理論 ・電子回路Ⅰ 

・電子回路Ⅱ ・デジタル電子回路 

・電子計測 ・制御工学 

・通信工学 ・電気機器Ⅰ 

・電気機器Ⅱ ・パワーエレクトロニクス 

・電気電子材料 ・電気施設管理と電気法規 

・電気回路理論Ｃ   
 

 

 

広島工業

大学 

工学部 

電子・光

システム

工学科

（平成１

５年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目より２単位以上を取得した者 

科目群 

・電気回路理論Ⅱ ・電子回路Ⅱ 

・電子回路Ⅲ ・制御工学Ⅱ 

・制御工学Ⅲ ・電磁気学Ⅲ 

・電子計測 ・通信工学 

・パワーエレクトロニクス   
 

 

 



広島工業

大学 

工学部 

電子・光

システム

工学科

（平成１

６・１７年

度に入

学した

者） 

次に掲げる選択科目より、４単位以上を取得した者 

科目群 

・電磁気学Ⅲ ・電気回路理論Ⅳ 

・電子回路Ⅱ ・電子計測 

・制御工学Ⅱ ・電子回路Ⅲ 

・パワーエレクトロニクス ・光・電送工学 

・通信工学   
 

 

 

広島工業

大学 

工学部 

電子・光

システム

工学科

（平成１

８年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる選択科目より、９単位以上を取得した者 

科目群 

・電気回路理論Ａ ・電気回路理論Ｂ 

・電磁気理論 ・電子回路Ⅰ 

・電子回路Ⅱ ・電子計測 

・制御工学 ・通信工学 

・光・電送工学 ・電気回路理論Ｃ 
 

 

 

広島工業

大学 

工学部 

都市建

設工学

科 

次に掲げる科目から、４単位以上を取得した者 

科目群 

・都市防災工学 ・構造設計学Ⅰ 

・構造設計学Ⅱ ・水理学Ⅱ 

・コンクリート工学 ・地盤工学Ⅱ 

・基礎構造設計   
 

 

 

広島国際

大学 

社会環

境科学

部 建築

創造学

科 

次に掲げる選択科目より１６単位以上を取得した者 

科目群 

・構造力学Ⅳ ・構造力学Ⅳ演習 

・構造解析 ・建築歴史Ⅰ 

・建築歴史Ⅱ ・建築計画Ⅰ 

・建築計画Ⅱ ・建築環境Ⅰ 

・建築環境Ⅱ ・ＣＡＤ演習Ⅰ 

・ＣＡＤ演習Ⅱ ・建築法規 
 

 

 

広島国際

大学 

工学部 

住環境

デザイン

学科（平

成２２年

表－１に示す選択科目より１２単位以上かつ、表－１または表－２

に示す選択科目より１６単位取得した者 

表－１ 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・設計演習Ⅳ ・設計演習Ⅴ 

・建築材料 ・建築歴史・意匠 

 



度以前

入学した

者） 

・建築法規   
 

表－２ 

・基礎数学Ⅱ ・応用数学Ⅰ 

・応用数学Ⅱ ・物理学・同実験 

・統計学 ・情報処理Ⅱ 

・情報処理Ⅴ ・測量学・同実習 
 

 

広島国際

大学 

工学部 

機械ロ

ボティク

ス学科 

表－１に示す選択科目より１４単位以上かつ、表－１または表－２

に示す選択科目より１８単位取得した者 

表－１ 

・材料力学Ⅱ ・熱力学 

・流体力学 ・ロボット応用 

・運動制御工学 ・ロボット制御工学 

・機械設計Ⅱ ・機械材料 

・システム工学 ・計測工学 
 

表－２ 

・基礎数学Ⅱ ・応用数学Ⅰ 

・応用数学Ⅱ ・物理学・同実験 

・統計学 ・情報処理Ⅱ 

・基礎物理Ⅰ ・基礎物理Ⅱ 
 

 

 

広島国際

大学 

(平成２３

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

住環境

デザイン

学科（平

成２３年

度以降

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から４単位以上という条件を満たした

上で、全群から１１単位以上履修した者 

Ａ群 

・建築デザイン入門 ・建築計画 

・木構造 ・住宅計画 

・西洋建築史 ・景観デザイン論 

・日本建築史 ・建築デザイン演習 

・建築力学Ⅲ ・建築ＣＡＤ演習 

・鋼構造 ・鉄筋コンクリート構造 

・構造設計演習 ・建築デザインプレゼミナール 

・建築生産 ・建築法規 

・建築積算   
 

Ｂ群 

・統計学 ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・化学 ・生物学 

・物理学演習ａ ・物理学演習ｂ 

・情報処理Ⅱ ・情報処理Ⅲ 

・情報処理Ⅳ ・情報処理Ⅴ 

 



・インテリアデザイン入門 ・まちづくり基礎論 

・インテリアデザイン ・インテリアＣＡＤ／ＣＧ 

・色彩デザイン論 ・家具・証明デザイン 

・居住環境学 ・居住環境設備Ⅰ 

・居住環境設備Ⅱ ・居住環境評価法および

同演習 

・居住環境計測法および

同演習 

・生活環境学 

・環境デザイン演習 ・都市・地域・環境計画 

・測量学・同演習   
 

 

広島市立

工業高等

学校 

定時制

課程 生

産技術

科 

次に掲げる科目のうちＡ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 
・課題研究 ・電気基礎 

・電気機器 ・電力技術 
 

Ｂ群 

・数学基礎 ・数学Ⅰ 

・数学Ａ ・理科基礎 

・理科総合Ａ ・物理Ⅰ 

・工業技術基礎 ・工業数理基礎 

・情報技術基礎   
 

 

 

福井工業

高等専門

学校 専

攻科 

同校の

環境都

市工学

科の課

程を卒

業後、同

校専攻

科 環境

システム

工学専

攻の課

程修了

者（平成

１８年度

以前入

学者） 

下記の科目のうち７単位以上履修した者 

科目群 

・固体力学 ・流体力学 

・構造工学 ・構造解析学 

・環境材料学   
 

 

 



福井工業

大学 

(平成１３

年度以前

に入学し

た者) 

工学部 

建設工

学科 地

球環境

工学専

攻 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、合計５０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学演習 ・微分積分学 

・基礎情報処理 ・土木応用数学 

・土木情報処理Ⅰ ・統計学 

・土木情報処理Ⅱ ・コンピュータプログラミング 

・数値計算   
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅰ ・水理学Ⅰ 

・地球地盤学 ・構造力学Ⅱ 

・水理学Ⅱ ・土質工学Ⅰ 

・構造力学Ⅲ ・水理学Ⅲ 

・土木材料学 ・土木行政学 

・土木地質学 ・土質工学Ⅱ 

・土木施工法 ・鉄筋コンクリート工学 

・日本土木史 ・土木計画学 

・工事管理学   
 

Ｃ群 

・地球環境工学詳論Ⅰ ・河川工学 

・都市計画学 ・地球環境工学詳論Ⅱ 

・土木景観計画学Ⅰ ・港工学 

・交通工学 ・地震防災工学 

・造景デザインⅠ ・緑地計画学 

・地球環境工学詳論Ⅲ ・橋梁工学Ⅰ 

・道路工学 ・上下水道工学 

・水質学 ・海岸工学 

・エネルギー施設工学 ・造景デザインⅡ 

・都市デザイン学 ・土木景観計画学Ⅱ 

・地球環境工学詳論Ⅳ ・橋梁工学Ⅱ 

・都市空間学 ・造園学 
 

 

 

福井工業

大学 

(平成１４

年度に入

学した者) 

工学部 

建設工

学科 地

球環境

工学専

攻 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分学演習 ・土木情報処理Ⅰ 

・土木情報処理Ⅱ ・統計学 

・コンピュータプログラミン

グⅠ 

・コンピュータプログラミン

グⅡ 
 

Ｂ群 ・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

 



・水理学Ⅰ ・水理学Ⅱ 

・土質工学Ⅰ ・構造力学Ⅲ 

・水理学Ⅲ ・土木材料学 

・土木行政学 ・土木地質学 

・土質工学Ⅱ ・土質工学Ⅲ 

・土木施工法 ・鉄筋コンクリート工学Ⅰ 

・鉄筋コンクリート工学Ⅱ ・日本土木史 

・土木計画学 ・土木設計演習 

・工事管理学   
 

Ｃ群 

・河川工学 ・都市計画学 

・地球環境工学詳論Ⅰ ・地球環境工学詳論Ⅱ 

・地球環境工学詳論Ⅲ ・土木景観計画学Ⅰ 

・土木景観計画学Ⅱ ・港工学 

・交通工学 ・地震防災工学 

・造景デザインⅠ ・橋梁工学Ⅰ 

・道路工学Ⅰ ・道路工学Ⅱ 

・上下水道工学Ⅰ ・上下水道工学Ⅱ 

・水質学 ・海岸工学 

・エネルギー施設工学 ・造景デザインⅡ 

・都市デザイン学 ・地球環境工学詳論Ⅳ 

・橋梁工学Ⅱ ・都市空間学 

・造園学 ・造形デザイン実習・演

習Ⅰ 

・造形デザイン実習・演

習Ⅱ 
  

 

 

福井工業

大学 

工学部 

建設工

学科 建

築学専

攻 

次に掲げる科目から１科目以上履修した者 

科目群 

・基礎数学 ・微分積分学 

・線形代数学 ・基礎物理科学 

・基礎物質科学 ・基礎生物・生命科学 
 

 

 

福井工業

大学 

工学部 

建築生

活環境

学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から６単位以上、

Ａ群からＣ群までの各群から合計１１単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学Ⅰ ・基礎数学Ⅱ 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・微分積分学Ⅲ ・線形代数学 

 



・基礎物理科学 ・基礎生物・生命科学 
 

Ｂ群 

・造形基礎 ・構造力学Ⅲ 

・建築計画Ⅰ ・設計Ⅰ 

・実務ＣＡＤⅠ ・建築史 

・構造力学群論 ・基礎水理学 

・構造力学演習 ・建築計画Ⅱ 

・設計Ⅱ ・実務ＣＡＤⅡ 

・鉄筋コンクリート工学 ・応用土質力学 

・環境水理学 ・建築コンクリート構造 

・概論 ・建築鋼構造概論 

・建築施工 ・設計Ⅲ 

・建築法規 ・建設工学実験 

・鉄筋コンクリート構造 ・演習 

・建築鋼構造演習 ・建築学実験 

・設計Ⅳ   
 

Ｃ群 

・建築環境Ⅰ ・測量学Ⅰ 

・測量実習Ⅰ ・基礎土質力学 

・都市計画 ・地球環境科学 

・建築環境Ⅱ ・測量学Ⅱ 

・測量実習Ⅱ ・建築設備Ⅰ 

・都市デザイン ・建築設備Ⅱ 

・環境システム科学 ・都市防災学 

・環境生態学   
 

 

福井工業

大学 

(平成２７

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

建築土

木工学

科（平成

２７年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１単位以上、

全群から合計８単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数学Ａ ・基礎数学Ｂ 

・基礎数学ＡＢ ・微分積分学Ⅰ 

・微分積分学Ⅱ ・微分方程式 

・線形代数学 ・科学リテラシ 

・基礎物理学Ⅰ ・基礎物理学Ⅱ 

・基礎化学 ・基礎統計学 
 

Ｂ群 

・構造力学Ⅲ ・設計Ⅰ 

・建築計画Ⅰ ・実務ＣＡＤⅠ 

・基礎水理学及び演習 ・構造デザイン 

 



・建築史 ・設計Ⅱ 

・実務ＣＡＤⅡ ・建築計画Ⅱ 

・応用水理学及び演習 ・近・現代建築 

・設計Ⅲ ・鋼構造 

・木造建築概論 ・実務設計 

・構造演習 ・建築施工 

・建築法規 ・建築工学実験 
 

Ｃ群 

・建築環境 ・生活文化 

・測量学Ⅰ ・測量実習 

・建築設備 ・測量学Ⅱ 

・防災概論 ・都市計画 

・インテリアデザイン論 ・建築環境設備演習 

・建築計画演習 ・地域計画 

・環境システム科学 ・都市防災学 

・景観計画学   
 

 

福井工業

大学附属

福井高等

学校 

工業科 

建築コー

ス 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ両群合わせて

２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・課題研究 ・建築構造 

・建築施工 ・建築構造設計 

・建築計画 ・建築法規 
 

Ｂ群 

・工業技術基礎 ・製図 

・工業数理基礎 ・情報技術基礎 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・理科基礎 ・理科総合Ａ 
 

 

 

福井工業

大学附属

福井高等

学校 

工業科 

土木コー

ス 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１０単位以上、Ａ，Ｂ両群合わせて

２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・課題研究 ・土木施工 

・土木基礎力学 ・土木構造設計 

・社会基盤工学   
 

Ｂ群 

・工業技術基礎 ・工業数理基礎 

・情報技術基礎 ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・理科基礎 

・理科総合Ａ   
 

 

 



福井大学 

工学部 

建築建

設工学

科 建設

工学コー

ス 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位履修した者 

Ａ群 

・微分積分Ⅰ ・微分積分Ⅱ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学実験 ・確率統計 

・計画数理 ・情報処理基礎 
 

Ｂ群 

・構造力学第一及び

演習 

・構造力学第二及び演習 

・構造力学第三及び

演習 

・地盤工学第一 

・水理学第一 ・鉄筋コンクリート構造及び

演習 

・材料学 ・構造材料実験 

・構造設計演習 ・地盤工学第二及び演習 

・建設施工法 ・水理学実験 

・水理学第二 ・連続体力学 
 

Ｃ群 

・地球・都市環境工学 ・都市計画 

・鋼構造及び演習 ・都市計画設計演習 

・建設工学設計演習 ・地域計画 

・都市計画設計 ・都市デザイン 

・交通計画 ・卒業研究 
 

 

 

福島県立

福島明成

高等学校 

環境土

木科 

次に掲げる科目を履修した者 

科目群 ・造園計画 ・造園技術 
 

 

 

福島県立

双葉翔陽

高等学校 

(平成１４

年度以前

に入学し

た者) 

総合学

科 

Ａ・Ｂ群の中から１１単位以上、かつＡ～Ｃ全群で２６単位以上履修

した者 

Ａ群（農

業） 

・作物 ・栽培環境 

・測量Ⅰ ・測量Ⅱ 

・測量Ⅲ   
 

Ｂ群（工

業） 

・製図 ・土木施工 

・土木設計Ⅰ ・土木設計Ⅱ 

・土木計画   
 

 



Ｃ群（総

合） 
・課題研究   

 

 

福島県立

双葉翔陽

高等学校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

総合学

科 

次に掲げる科目のうちＢ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・物理Ⅰ ・物理Ⅱ 

・科学Ⅰ ・生物Ⅰ 

・情報基礎Ⅰ ・情報基礎Ⅱ 
 

Ｂ群 

・製図 ・測量Ⅰ 

・測量Ⅱ ・土木基礎力学 

・土木施工 ・社会基盤工学 

・土木構造設計 ・作物 

・環境科学基礎   
 

 

 

法政大学 

(平成１３

年度以前

に入学し

た者) 

工学部 

都市環

境デザイ

ン工学

科 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より４単位以上を含み、合計１１単位

以上取得した者 

Ａ群 

・土木情報処理及実習

（１） 

・土木情報処理及実習

（２） 

・物理学応用Ａ ・物理学応用Ｂ 

・土木情報処理及実習

（３） 

・土木情報処理及実習

（４） 

・応用統計学 ・鋼構造設計法（２） 

・交通工学（１） ・交通工学（２） 

・都市工学（１） ・土木設計製図（２） 

・都市工学（２）   
 

Ｂ群 

・土木材料学（１） ・土木構造力学（３） 

・土木構造力学（４） ・土木材料学演習（１） 

・土木材料学演習（２） ・土木施工法（１） 

・ＰＣ設計法 ・土木施工法（２） 

・土木施工法（３） ・水理学及演習（２） 

・土質工学演習（１）   
 

 

 

法政大学 

(平成１４

年度以降

工学部 

都市環

境デザイ

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より８単位以上を含み、合計１２単位

以上取得した者 
 



に入学し

た者) 

ン工学

科 

Ａ群 

・情報基礎 ・応用数学１（または土木応

用数学１） 

・情報処理応用（また

は土木情報処理） 

・応用数学２（または土木応

用数学２） 

・応用確率・統計 ・鋼構造デザイン学習（また

は鋼構造設計法及演習） 

・交通計画 ・都市デザイン（または都市

環境デザイン） 

・交通計画演習（また

は交通工学演習） 
  

 

Ｂ群 

・建設材料学 ・水理学演習 

・連続体の力学 ・構造解析の原理 

・地盤環境解析演習

（または地盤工学演

習） 

・ＰＣデザイン（またはプレ

ストレストコンクリート工学） 

・コンクリート技術 ・建設環境技術論（または

火薬学） 

・弾性構造解析 ・情報化施工 
 

 

法政大学 

(平成１９

年～２２

年度に入

学した者) 

デザイン

工学部 

都市環

境デザイ

ン工学

科（平成

２２年度

以前に

入学した

者） 

次に掲げる科目より８単位以上を取得した者 

科目群 

・建設材料学基礎 ・地盤力学２ 

・構造力学２ ・コンクリート工学 

・コンクリート技術 ・水理学２ 

・ＰＣ構造デザイン ・防災工学 
 

 

 

法政大学 

デザイン

工学部 

都市環

境デザイ

ン工学

科（平成

２３年度

～２６年

度に入

次に掲げる科目から４単位以上履修した者 

科目群 

・図学及演習 ・ジオロジガルエンジニアリン

グ 

・地図とＧＩＳ ・マテリアルサイエンス 

・品質マネジメント ・測量学演習 

・建設材料学基礎 ・構造力学２ 

・コンクリート技術 ・ＰＣ構造デザイン 

・水文学 ・建築法規（都市） 

 



学した

者） 
・ＲＣ構造デザイン実

習 

・有限要素法基礎 

・アセットマネジメント ・プロジェクトマネジメント（都

市） 

・水理学２ ・水工学 

・地盤と環境２ ・水資源工学 

・環境法規 ・防災工学 

・耐震工学 ・メンテナンス工学 
 

 

法政大学 

デザイン

工学部 

都市環

境デザイ

ン工学

科（平成

２７年以

降の入

学者） 

次に掲げる科目のうち、４単位以上履修した者 

科目群 

・図学及演習 ・ジオロジカルエンジニア

リング 

・地図とＧＩＳ ・マテリアルサイエンス 

・品質マネジメント ・測量学演習 

・建設材料学基礎 ・構造力学２ 

・コンクリート技術 ・水文気象学 

・建築法規（都市） ・ＲＣ構造デザイン実習 

・有限要素法基礎 ・アセットマネジメント 

・プロジェクトマネジメント

（都市） 

・水理学２ 

・流域水文学 ・水資源工学 

・地盤と環境２ ・総合演習 

・耐震工学 ・メンテナンス工学 

・環境法規   
 

 

 

北海学園

大学 

工学部 

社会環

境工学

科（平成

１６年度

以前に

入学した

もの） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より４単位以上を含み、合計９単位以

上を取得したもの 

Ａ群 

・微分積分学Ⅱ ・微分積分学Ⅲ 

・幾何学Ⅰ ・幾何学Ⅱ 

・物理学Ⅱ ・物理学Ⅲ 

・応用数学Ⅱ ・応用物理学 

・プログラミング ・鋼構造工学 

・橋梁工学 ・鋼構造工学設計演習 

・河川工学Ⅰ ・河川工学Ⅱ 

・都市計画 ・交通計画Ⅰ 

・交通計画Ⅱ ・道路工学Ⅰ 

・道路工学Ⅱ   
 

 



Ｂ群 

・構造力学Ⅲ ・鉄筋コンクリート工学Ⅰ 

・鉄筋コンクリート工学Ⅱ ・構造設計論 

・土木施工法 ・地盤工学 

・土木工学総論 ・土木総合演習 
 

 

北海学園

大学 

工学部 

社会環

境工学

科（平成

１７～１８

年度に

入学した

もの） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より６単位以上を含み、合計１５単位

以上を取得したもの 

Ａ群 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・環境統計学・演習 ・微分積分学Ⅲ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・物理学Ⅱ ・物理学Ⅲ 

・振動・波動工学 ・幾何学Ⅰ 

・幾何学Ⅱ ・プログラミング 

・都市環境工学 ・河川水文学 

・河川工学 ・交通計画 

・都市計画 ・道路工学 

・鋼構造工学設計演習 ・鋼構造工学 

・橋梁工学   
 

Ｂ群 

・コンクリート・維持管理工

学 

・構造設計・維持管理工

学 

・コンクリート構造設計演

習 

・構造解析学 

・コンクリート構造工学 ・地盤工学 

・社会環境工学総論   
 

 

 

北海学園

大学 

(平成１９

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

社会環

境工学

科 社会

環境コー

ス（平成

１９年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から２単位以上、合計４単位以上履修

した者 

Ａ群 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・確率統計 ・環境統計学・演習 

・解析学Ⅱ ・応用数学Ⅰ 

・応用数学Ⅱ ・物理学Ⅱ 

・物理学Ⅲ ・振動・波動工学 

・代数学序論 ・代数学Ⅰ 

・代数学Ⅱ ・幾何学序論 

・幾何学Ⅰ ・幾何学Ⅱ 

・解析学序論 ・環境生物学Ⅰ 

 



・環境生物学Ⅱ ・環境化学Ⅰ 

・環境化学Ⅱ ・水環境工学Ⅰ 

・水環境工学Ⅱ ・都市環境工学 

・環境アセスメント ・河川工学 

・港湾工学 ・交通計画 

・都市計画 ・道路工学 

・寒冷地舗装工学 ・鋼構造工学設計演習 

・鋼構造工学 ・橋梁工学 
 

Ｂ群 

・環境地質学 ・河川水文学 

・防災工学 ・コンクリート・維持管理工

学 

・構造設計・維持管理工

学 

・コンクリート構造設計演

習 

・構造解析学 ・コンクリート構造工学 

・地震工学 ・地盤工学 

・測量学Ⅱ ・火薬学 
 

 

北海学園

大学 

(平成１９

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

社会環

境工学

科 環境

情報コー

ス（平成

１９年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１７単位以上、合計１９単位以上

履修した者 

Ａ群 

・線形代数学Ⅰ ・線形代数学Ⅱ 

・微分積分学Ⅰ ・微分積分学Ⅱ 

・確率統計 ・環境統計学・演習 

・解析学Ⅱ ・応用数学Ⅰ 

・応用数学Ⅱ ・物理学Ⅱ 

・物理学Ⅲ ・振動・波動工学 

・代数学序論 ・代数学Ⅰ 

・代数学Ⅱ ・幾何学序論 

・幾何学Ⅰ ・幾何学Ⅱ 

・解析学序論 ・環境生物学Ⅰ 

・環境生物学Ⅱ ・環境化学Ⅰ 

・環境化学Ⅱ ・電気電子技術入門 

・情報技術入門 ・データ処理論演習Ⅱ 

・プログラミング ・水環境工学Ⅰ 

・水環境工学Ⅱ ・都市環境工学 

・交通計画 ・都市計画 

・河川工学   
 

 



Ｂ群 

・防災情報システム ・地震工学 

・河川水文学 ・防災工学 

・構造の力学 ・構造の力学演習 

・流れ学 ・流れ学演習 

・基礎土質工学 ・測量学Ⅰ 

・測量実習 ・測量学Ⅱ 

・コンクリート工学   
 

 

北海学園

大学 

(平成２９

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

社会環

境工学

科 環境

情報コー

ス（平成

２９年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計６単位以上履修した者 

科目群 

・防災工学 ・コンクリート工学 

・コンクリート構造工

学 

・地震工学 

・地盤工学 ・地盤・構造材料実験 

・寒地都市防災論 ・シビルエンジニアリング総

論 

・測量学Ⅱ   
 

 

 

北海道科

学大学 

創生工

学部 電

気デジタ

ルシステ

ム工学

科（平成

２０年度

～２３年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１７単位以上、Ａ群からＣ群までの

各群合計２０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数理演習Ⅱａ ・基礎数理演習Ⅱｂ 

・基礎化学 ・基礎物理 

・微分積分基礎ａ ・微分積分基礎ｂ 

・線形代数基礎 ・微分積分学 

・工業数学 ・物理学Ⅰ 

・物理学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・電気回路入門ａ ・電気回路入門ｂ 

・回路演習入門ａ ・回路演習入門ｂ 

・電気電子計測 ・電子計測システム 

・システム制御工学 ・基礎電子回路 

・電子回路システム ・工学概論 

・電気回路理論ａ ・電気回路理論ｂ 

・電気回路演習ａ ・電気回路演習ｂ 

・電気回路総合演習 ・電気磁気学Ⅰ 

・電気磁気学Ⅱ ・応用電磁気学 

・パワーエレクトロニクス ・電力伝送工学 

 



・電力発生工学 ・電力システム工学 

・電気材料工学 ・電気法規・施設管理 

・電子工学実験 ・基礎デジタル回路 

・デジタル回路 ・集積回路工学 

・基礎デジタル回路演習 ・デジタル回路演習 
 

Ｃ群 

・半導体の科学 ・デバイス工学 

・エネルギーシステム基礎 ・エネルギー変換基礎 

・エネルギー変換工学 ・エネルギー応用工学 

・電気設計製図 ・エネルギー基礎実験 

・エネルギー変換実験   
 

 

北海道科

学大学 

創生工

学部 電

気デジタ

ルシステ

ム工学

科（平成

２４年度

～２５年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から１７単位以上、Ａ群からＣ群までの

各群合計２０単位以上履修した者 

Ａ群 

・基礎数理演習Ⅱａ ・基礎数理演習Ⅱｂ 

・基礎化学 ・基礎物理 

・電気数学入門 ・微分積分基礎 

・線形代数基礎 ・微分積分学 

・工業数学 ・物理学Ⅰ 

・物理学Ⅱ   
 

Ｂ群 

・電気回路入門ａ ・電気回路入門ｂ 

・回路演習入門ａ ・回路演習入門ｂ 

・電気電子計測 ・電子計測システム 

・システム制御工学 ・基礎電子回路 

・電子回路システム ・工学概論 

・電気回路理論ａ ・電気回路理論ｂ  

・電気回路演習ａ ・電気回路演習ｂ 

・電気回路総合演習 ・電気磁気学Ⅰ 

・電気磁気学Ⅱ ・応用電磁気学 

・パワーエレクトロニクス ・電力伝送工学 

・電力発生工学 ・電力システム工学 

・電気材料工学 ・電気法規・施設管理 

・電子工学実験   
 

Ｃ群 

・半導体の科学 ・デバイス工学 

・エネルギーシステム基礎 ・エネルギー変換基礎 

・エネルギー変換工学 ・エネルギー応用工学 

 



・電気設計製図 ・エネルギー基礎実験 

・エネルギー変換実験   
 

 

北海道東

海大学 

芸術工

学部 く

らしデザ

イン学科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・コンピュータリテラシ１ ・コンピュータリテラシ２ 

・コンピュータ概論 ・製図１ 

・製図２ ・基礎数学 

・基礎科学 ・基礎プログラミング 

・基礎科学実験 ・建築数学 
 

Ｂ群 

・建築史１ ・建築史２ 

・建築設計演習１ ・建築設計演習２ 

・建築設計演習３ ・建築計画１ 

・建築計画２ ・構造力学１ 

・構造力学２ ・構造力学３ 

・建築構法１ ・建築構法２ 

・建築材料学 ・建築構造材料実験 

・構造計画１ ・構造計画２ 

・建築施工 ・建築法規 
 

Ｃ群 

・環境工学実験 ・ランドスケープ設計論 

・ランドスケープデザイン

１ 

・ランドスケープデザイン

２ 

・街路計画 ・都市デザイン 

・インテリアデザイン論 ・インテリアデザイン１ 

・インテリアデザイン２ ・インテリアデザイン３ 

・インテリアデザイン４ ・環境工学１ 

・環境工学２ ・都市計画 

・設備計画１ ・設備計画２ 

・建築測量学 ・まちづくり基礎演習 

・卒業研究１ ・卒業研究２ 
 

 

 

前橋工科

大学 

工学部 

総合デ

ザイン工

学科 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より７単位以上含み、合計１２単位以

上を取得した者 

Ａ群 

・線形数学Ⅱ ・解析Ⅱ 

・都市計画 ・都市環境計画 

・都市環境工学 ・建築設備 

 



・建築基礎構造 ・測量学基礎 

・応用測量学   
 

Ｂ群 

・建築図学 ・建築設計Ⅲ（実験・実

習） 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築計画Ⅲ ・建築計画特論 

・建築史 ・建築造形論 

・建築法規 ・建築マネジメントＡ 

・建築構造 ・鉄筋コンクリート構造 

・鋼構造 ・建築構造計画 

・建築構造特論 ・建築材料 

・建築材料実験（実験・実

習） 

・建築施工 

 

 

三重県立

昴学園高

等学校 

総合学

科（平成

１４年度

以前の

入学者） 

Ａ群より１１単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて２６単位以上

履修した者 

Ａ群 

・測量 ・農業土木設計 

・農業土木施工 ・農業土木演習 

・水理 ・土木計画 

・環境工学 ・環境保全 
 

Ｂ群 ・課題研究 ・総合実習 
 

 

 

三重県立

昴学園高

等学校 

(平成１５

年～２２

度に入学

した者) 

総合学

科（平成

１５～２２

年度の

入学者） 

次に掲げる科目のうちＢ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ａ 

・数学Ｂ ・理科総合Ａ 

・物理Ⅰ ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・情報Ａ 
 

Ｂ群 

・総合実習 ・農業土木設計 

・農業土木施工 ・測量 

・社会基盤工学   
 

 

 

三重県立

昴学園高

等学校 

全日制

課程 総

合学科

次に掲げる科目から合計１０単位以上履修した者 

科目群 ・総合実習 ・農業土木施工 
 



（平成２

３年度以

降の入

学者） 

・測量   
 

 

三重大学 

(平成９～

１２年度に

入学した

者) 

工学部 

物理工

学科（平

成１６年

度以前

に入学し

た者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・計算機基礎 ・基礎微分積分学Ⅰ 

・基礎微分積分学Ⅱ ・物理数学Ⅰ及び演習 

・物理数学Ⅱ及び演習 ・物理数学Ⅲ及び演習 

・物理数学Ⅳ及び演習 ・基礎物理学Ⅰ 

・基礎物理学Ⅱ ・物理学実験 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学実験   
 

Ｂ群 

・電磁気学Ⅰ及び演習 ・電磁気学Ⅱ及び演習 

・電気回路論Ⅰ及び演習 ・電気回路論Ⅱ 

・電子回路工学Ⅰ ・電子回路工学Ⅱ 

・機電工学実験Ⅰ ・電気回路論Ⅲ 

・電子回路工学Ⅲ ・電子回路設計演習 

・制御工学 ・材料科学 

・材料力学   
 

Ｃ群 
・卒業研究 ・オプトエレクトニクス 

・固体電子物理学Ⅰ ・量子電子デバイス工学 
 

 

 

三重大学 

(平成１３

～１６年

度に入学

した者) 

工学部 

物理工

学科（平

成１６年

度以前

に入学し

た者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・計算機基礎 ・基礎微分積分学Ⅰ 

・基礎微分積分学Ⅱ ・物理数学Ⅰ及び演習 

・物理数学Ⅱ及び演習 ・物理数学Ⅲ及び演習 

・物理数学Ⅳ及び演習 ・基礎物理学Ⅰ 

・基礎物理学Ⅱ ・物理学実験 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学実験   
 

Ｂ群 

・電磁気学Ⅰ及び演習 ・電磁気学Ⅱ及び演習 

・電気回路論Ⅰａ及び演

習 

・電気回路論Ⅰｂ及び演

習 

 



・電気回路論Ⅱ ・電子回路工学Ⅰ 

・電子回路工学Ⅱ ・電気回路論Ⅲ 

・電子回路工学Ⅲ ・固体電子物理学Ⅱ 

・制御工学 ・材料科学 

・材料力学   
 

Ｃ群 
・卒業研究 ・オプトエレクト二クス 

・固体電子物理学Ⅰ ・量子電子デバイス工学 
 

 

三重大学 

生物資

源学部 

共生環

境学科 

地域保

全工学

講座 

次に掲げる科目から、５単位以上を取得した者 

科目群 

・田園計画論 ・土質力学 

・貯水構造学 ・応用水文学 

・構造力学 ・応用気象学 

・農地環境工学   
 

 

 

宮城県立

迫桜高等

学校 

全日制

課程 総

合学科 

Ｂ群及びＣ群から合計１０単位以上、合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ａ ・数学Ａ（発展） 

・数学Ａ（発展編） ・数学Ａ（国文・高看） 

・数学Ｂ ・数学Ｃ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅱ① 

・数学Ⅱ② ・数学Ⅲ 

・物理Ⅰ ・物理Ⅰ① 

・物理Ⅰ② ・物理ⅠＡ 

・物理ⅠＢ ・物理ⅠＢ（発展） 

・物理Ⅱ ・化学Ⅰ① 

・化学Ⅰ② ・化学ⅠＡ 

・化学ⅠＢ ・化学ⅠＢ① 

・化学ⅠＢ② ・化学ⅠＢ（発展） 

・化学Ⅱ ・生物Ⅰ 

・生物Ⅰ① ・生物Ⅰ② 

・生物ⅠＡ ・生物ⅠＢ 

・生物ⅠＢ① ・生物ⅠＢ② 

・生物ⅠＢ（発展） ・生物Ⅱ 

・理科総合Ａ ・理科総合Ｂ 

・工業基礎 ・情報技術基礎 

・工業数理基礎 ・工業技術基礎 

 



・工業数理 ・情報処理 

・プログラミング   
 

Ｂ群 

・土木設計① ・土木設計② 

・土木構造設計 ・土質基礎力学 

・土質力学 ・土木実習 

・土木実習① ・土木実習② 

・社会基盤工学 ・水理 

・土木計画 ・土木製図 

・土木施工 ・土木施工① 

・土木施工②   
 

Ｃ群 ・課題研究（土木）   
 

 

宮城大学 

食産業

学部 環

境システ

ム学科

（平成２

０年度以

前に入

学した

者） 

次に掲げる科目より２１単位以上を取得した者 

科目群 

・地域農村社会論 ・環境保全型農業論Ⅰ 

・農地環境整備論 ・土壌物理学 

・農業水利学 ・水理学 

・応用地質学 ・水理学演習（演習） 

・地盤工学 ・生産施設設計論 

・構造力学演習（演習） ・地盤工学演習（演習） 

・材料実験Ⅰ（実験） ・土木構造物設計 

・生産施設設計演習（演

習） 

・土木構造物設計演習（演

習） 

・生産・環境機械論   
 

 

 

宮城大学 

食産業

学部 環

境システ

ム学科

（平成２

１年度～

２４年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうちＡ群から１３単位以上、かつ、ＡＢ群から２１

単位以上を取得した者 

Ａ群 

・地域農村社会論 ・農地工学 

・土壌物理学 ・農業水利学 

・水理学 ・応用地質学 

・環境水文気象学 ・構造力学Ⅰ 

・地盤工学Ⅰ ・農業施設設計論 

・生産・環境機械論 ・環境保全論 
 

Ｂ群 

・線形計画概論 ・環境物理学 

・情報処理 ・基礎統計学 

・環境生物工学 ・環境物理化学 

 



・微生物学 ・植物生産概論 

・土木構造物設計論 ・環境水質土壌論 

・材料学 ・環境システム基礎研究 
 

 

宮城大学 

(平成２５

年度以降

に入学し

た者) 

食産業

学部 環

境システ

ム学科

（平成２

５年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群から７単位以上履修の上、さらにＡ群

及びＢ群から２単位以上、合計９単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学基礎 ・物理基礎 

・化学基礎 ・生物基礎 

・数学概論 ・物理概論 

・化学概論 ・生物概論 

・微生物学 ・線形計画概論 

・環境物理学 ・環境物理化学 

・環境生物工学 ・植物生産概論 

・土木構造物設計論 ・材料学 

・土木構造物設計演習（演習）   
 

Ｂ群 

・地域農村社会論 ・構造力学Ⅱ 

・地盤工学Ⅱ ・農業水利学 

・土壌物理学 ・農地工学Ⅱ 

・環境水文気象学 ・生産・環境機械論 

・応用地質学 ・土壌・土質実験及び実験法（実

験） 

・水理学演習（演

習） 
  

 

 

 

武庫川女

子大学 

(平成１６

年度以前

に入学し

た者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成１

６年度以

前に入

学した

者） 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・情報活用基礎演習 ・統計学 

・基礎科学Ａ ・基礎科学Ｂ 

・基礎物理学 ・基礎化学実験 

・基礎物理学実験   
 

Ｂ群 

・基礎製図 ・設計製図演習 

・基礎造形実習Ⅰ ・基礎造形実習Ⅱ 

・住宅ＣＡＤ実習 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・構造力学演習Ⅰ 

・構造力学演習Ⅱ ・建築史Ⅰ 

・建築史Ⅱ ・住宅構造学 

 



・建築一般構造 ・建築法規Ａ 

・建築法規Ｂ ・住宅施工 
 

Ｃ群 

・環境工学 ・都市デザイン論 

・まちづくり論 ・景観論 

・空間計画Ⅲ ・空間計画Ⅳ 

・生活空間設計Ⅰ ・生活空間設計Ⅱ 

・生活空間設計Ⅲ ・住宅設備 

・測量実習 ・卒業研究 
 

 

武庫川女

子大学 

(平成１７

～１９年

度に入学

した者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成１

７～１９

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・情報活用基礎演習 ・生活環境科学 

・生活環境科学実験   
 

Ｂ群 

・基礎造形実習Ⅰ ・基礎造形実習Ⅱ 

・ＣＧ基礎実習 ・西洋建築史 

・日本建築史 ・基礎製図 

・設計製図演習 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅰ演習 ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅱ演習 ・ＣＡＤ基礎実習 

・ＣＡＤ・ＣＧ応用実習 ・建築ＣＡＤ実習Ⅰ 

・建築ＣＡＤ実習Ⅱ ・建築材料学 

・建築材料学実験 ・建築造形演習 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築計画Ⅲ ・建築計画Ⅳ 

・建築設計ⅠＡ ・建築設計ⅠＢ 

・建築設計ⅡＡ ・建築設計ⅡＢ 

・建築設計ⅢＡ ・建築設計ⅢＢ 

・建築設計ⅣＡ ・建築設計ⅣＢ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築法規Ⅰ ・建築法規Ⅱ 

・建築施工   
 

Ｃ群 

・環境工学 ・環境工学実験 

・まちづくり論 ・景観論 

・都市デザイン論 ・建築設備 

・測量実習 ・卒業研究 
 

 

 



武庫川女

子大学 

(平成２０

～２２年

度に入学

した者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成２

０～２２

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・情報活用基礎演習 ・生活環境科学 

・生活環境科学実験   
 

Ｂ群 

・基礎造形実習 ・ＣＧ基礎実習 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・基礎・設計製図演習 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅰ演習 ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅱ演習 ・ＣＡＤ・ＣＧ応用実習 

・建築ＣＡＤ実習Ⅰ ・建築ＣＡＤ実習Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

・建築造形演習 ・建築計画Ⅰ 

・建築計画Ⅱ ・建築計画Ⅲ 

・建築計画Ⅳ ・建築設計ⅠＡ 

・建築設計ⅠＢ ・建築設計ⅡＡ 

・建築設計ⅡＢ ・建築設計ⅢＡ 

・建築設計ⅢＢ ・建築設計Ⅳ 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築法規 ・建築施工 
 

Ｃ群 

・環境工学 ・環境工学実験 

・まちづくり論 ・景観論 

・都市デザイン論 ・建築設備 

・測量実習 ・卒業研究 
 

 

 

武庫川女

子大学 

(平成２３

年度以降

に入学し

た者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成２

３～２４

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・情報活用基礎演習 ・生活環境科学 

・生活環境科学実験   
 

Ｂ群 

・基礎造形実習 ・ＣＧ基礎実習 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・基礎・設計製図演習 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅰ演習 ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅱ演習 ・ＣＡＤ・ＣＧ応用実習 

・建築ＣＡＤ実習Ⅰ ・建築ＣＡＤ実習Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

 



・建築造形演習 ・建築計画Ⅰ 

・建築計画Ⅱ ・建築計画Ⅲ 

・建築計画Ⅳ ・建築・インテリア設計 

・建築・インテリア設計Ⅰ ・建築・インテリア設計Ⅱ 

・都市・建築設計Ⅰ ・都市・建築設計Ⅱ 

・都市・建築設計Ⅲ ・建築設計基礎実習 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築法規 ・建築施工 
 

Ｃ群 

・環境工学 ・環境工学実験 

・まちづくり論 ・景観論 

・都市デザイン論 ・建築設備 

・測量実習 ・卒業研究 
 

 

武庫川女

子大学 

(平成２５

年度に入

学した者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成２

５年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・情報活用基礎演習 ・生活環境科学 

・生活環境科学実験   
 

Ｂ群 

・基礎造形実習 ・ＣＧ基礎実習 

・西洋建築史 ・日本建築史 

・基礎・設計製図演習 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅰ演習 ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅱ演習 ・ＣＡＤ・ＣＧ応用実習 

・建築ＣＡＤ実習Ⅰ ・建築ＣＡＤ実習Ⅱ 

・建築材料学 ・建築材料学実験 

・建築造形演習 ・建築計画Ⅰ 

・建築計画Ⅱ ・建築計画Ⅲ 

・建築計画Ⅳ ・建築・インテリア設計 

・建築・インテリア設計Ⅰ ・建築・インテリア設計Ⅱ 

・都市・建築設計Ⅰ ・都市・建築設計Ⅱ 

・都市・建築設計Ⅲ ・建築設計基礎実習 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築法規 ・建築施工 
 

Ｃ群 

・環境工学 ・環境工学実験 

・まちづくり論 ・景観論 

・都市デザイン論 ・建築設備 

 



・測量実習 ・卒業研究 
 

 

武庫川女

子大学 

(平成２６

年度以降

に入学し

た者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成２

６年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・情報リテラシー ・生活環境科学 

・生活環境科学実験   
 

Ｂ群 

・基礎造形実習 ・ＣＧ基礎実習 

・世界建築史 ・日本建築史 

・基礎・設計製図演習 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅰ演習 ・構造力学Ⅱ 

・構造力学Ⅱ演習 ・ＣＡＤ・ＣＧ応用実習 

・建築ＣＡＤ実習 ・建築材料学 

・建築材料学実験 ・建築造形演習 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築計画Ⅲ ・建築・インテリア設計 

・建築・インテリア設計Ⅰ ・建築・インテリア設計Ⅱ 

・都市・建築設計 ・建築設計基礎実習 

・建築一般構造Ⅰ ・建築一般構造Ⅱ 

・建築法規 ・建築施工 
 

Ｃ群 

・環境工学 ・環境工学実験 

・まちづくり論 ・景観論 

・都市デザイン論 ・建築設備 

・測量実習 ・卒業研究 

・卒業基礎演習   
 

 

 

武庫川女

子大学 

(平成２９

年度以降

に入学し

た者) 

生活環

境学部 

生活環

境学科

（平成２

９年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計２１単位以上履修した者 

科目群 

・基礎造形実習 ・ＣＧ基礎実習 

・世界建築史 ・近代建築論 

・日本建築史 ・現代建築論 

・新機能材料学 ・基礎・設計製図演習 

・建築設計基礎実習 ・建築概論 

・建築法規 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学演習Ⅰ ・建築一般構造Ⅰ 

・建築材料学 ・建築施工 
 

 

 



明治大学  

理工学

部 電気

電子生

命学科

（平成１

９年度～

２４年度

までの入

学者） 

次に掲げる科目のうち、３単位以上履修した者 

科目群 

・電気磁気学１ ・電気磁気学２ 

・電気回路２ ・応用電気回路 

・電子回路２ ・アナログ電子回路設計 

・ディジタル電子回路設計 ・電気機器設計 

・電気電子材料１ ・電気電子材料２ 

・集積回路 ・電気機器 

・パワーエレクトロニクス ・メカトロニクス 

・電気法規・施設管理 ・システム制御１ 

・システム制御２ ・医用電子工学 
 

 

 

明治大学  

理工学

部 電気

電子生

命学科 

次に掲げる科目のうち、合計３単位以上履修した者 

科目群 

・電気磁気学１ ・電気磁気学 

・電気回路２ ・応用電気回路 

・ディジタル回路の数理 ・電子物性１ 

・電子物性２ ・電子回路２ 

・アナログ電子回路設計 ・ディジタル電子回路設計 

・電気機器設計 ・電気電子材料１ 

・電気電子材料２ ・集積回路 

・パワーエレクトロニクス ・高電圧物性 

・電気法規・施設管理 ・システム制御１ 

・システム制御２ ・ディジタル制御 

・信号処理 ・システム論 

・通信方式 ・通信伝送 

・電磁波論   
 

 

 

名城大学 

(平成１５

年度以前

に入学し

た者) 

理工学

部 環境

創造学

科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学実験Ⅰ（実験） ・物理学実験Ⅱ（実験） 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学実験Ⅰ（実験） ・化学実験Ⅱ（実験） 

・応用生物科学 ・情報処理Ⅰ（演習） 

・情報処理Ⅱ（演習） ・数値計算法（講義・演習） 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

 



・確率統計学   
 

Ｂ群 

・水理学 ・地盤情報論 

・防災工学 ・環境材料学 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・建設法規 ・環境法 

・材料力学 ・建設施工学 
 

Ｃ群 

・居住環境設計（講義・演

習） 

・交通環境工学 

・環境共生都市論 ・都市環境設計（講義・演

習） 

・水環境学 ・水域環境創造学 

・水質処理学 ・社会資本デザイン 

・材料リサイクル ・環境アセスメント 
 

 

名城大学 

(平成１６

年度～平

成２４年

度に入学

した者) 

理工学

部 環境

創造学

科 

Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合

計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学実験Ⅰ（実験） ・物理学実験Ⅱ（実験） 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学実験Ⅰ（実験） ・化学実験Ⅱ（実験） 

・応用生物科学 ・数値計算法（講義・演

習） 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・確率統計学 ・コンピューターサイエン

ス 

・コンピューターリテラシ

ーⅠ 

・コンピューターリテラシ

ーⅡ 

・理工学概論 ・理工学基礎演習Ⅰ 

・理工学基礎演習Ⅱ ・理工学基礎演習Ⅲ 

・理工学基礎演習Ⅳ   
 

Ｂ群 

・水理学 ・地盤情報論 

・防災工学 ・環境材料学 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・建設法規 ・環境法 

 



・材料力学 ・建設施工学 
 

Ｃ群 

・居住環境設計（講義・演

習） 

・交通環境工学 

・環境共生都市論 ・都市環境設計（講義・演

習） 

・水環境学 ・水域環境創造学 

・水質処理学 ・社会資本デザイン 

・材料リサイクル ・環境アセスメント 
 

 

名城大学 

(平成２５

年度以降

入学者

（建築学

に関する

学科）) 

理工学

部 環境

創造学

科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以

上、Ａ群からＣ群までの各群から合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分Ⅰ ・微分積分Ⅱ 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学演習 ・物理学実験Ⅰ 

・物理学実験Ⅱ ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・化学実験Ⅰ 

・化学実験Ⅱ ・生物学 

・生物学実験 ・コンピューターリテラシー 

・数学基礎演習Ⅰ ・数学基礎演習Ⅱ 

・物理学基礎演習Ⅰ ・物理学基礎演習Ⅱ 

・化学基礎演習Ⅰ ・化学基礎演習Ⅱ 

・応用数学 ・確率統計学 

・情報処理Ⅰ ・情報処理Ⅱ 
 

Ｂ群 

・材料力学 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・環境材料学 

・環境造形学 ・建設法規 

・構造設計学Ⅰ ・構造設計学Ⅱ 

・建設施工学   
 

Ｃ群 

・環境計測学 ・測量学 

・熱・光環境論 ・振動・騒音論 

・測量学実習 ・気圏環境学 

・環境気象学 ・水環境学 

・環境生態学 ・地圏環境学 

・環境変遷学 ・快適性創造学 

・空間創造学 ・環境文化論 

 



・居住環境設計Ⅰ ・居住環境設計Ⅱ 

・環境創造設備学 ・環境共生都市論 

・都市環境設計 ・卒業研究・卒業制作 
 

 

名城大学 

(平成２５

年度以降

入学者

（土木工

学に関す

る学科）) 

理工学

部 環境

創造学

科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以

上、Ａ群からＣ群までの各群から合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・微分積分Ⅰ ・微分積分Ⅱ 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学演習 ・物理学実験Ⅰ 

・物理学実験Ⅱ ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・化学実験Ⅰ 

・化学実験Ⅱ ・生物学 

・生物学実験 ・コンピューターリテラシー 

・数学基礎演習Ⅰ ・数学基礎演習Ⅱ 

・物理学基礎演習Ⅰ ・物理学基礎演習Ⅱ 

・化学基礎演習Ⅰ ・化学基礎演習Ⅱ 

・応用数学 ・確率統計学 

・情報処理Ⅰ ・情報処理Ⅱ 
 

Ｂ群 

・測量学 ・材料力学 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・流体力学 ・測量学実習 

・環境材料学 ・水理学 

・構造設計学Ⅰ ・構造設計学Ⅱ 

・建設施工学   
 

Ｃ群 

・環境計測学 ・気圏環境学 

・環境気象学 ・水環境学 

・水域環境創造学 ・環境生態学 

・地圏環境学 ・環境共生都市論 

・交通環境工学 ・都市環境設計 

・卒業研究・卒業制作   
 

 

 

名城大学 

理工学

部 社会

基盤デ

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１１単位以

上、Ａ群からＣ群までの各群から合計１８単位以上履修した者 

Ａ群 
・微分積分Ⅰ ・微分積分Ⅱ 

・線形代数Ⅰ ・線形代数Ⅱ 

 



ザイン工

学科 
・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学演習 ・物理学実験Ⅰ 

・物理学実験Ⅱ ・化学Ⅰ 

・化学Ⅱ ・化学実験Ⅰ 

・化学実験Ⅱ ・生物学 

・生物学実験 ・コンピューターリテラシ

ー 

・数学基礎演習Ⅰ ・数学基礎演習Ⅱ 

・物理学基礎演習Ⅰ ・物理学基礎演習Ⅱ 

・化学基礎演習Ⅰ ・化学基礎演習Ⅱ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 

・数理統計学 ・力学基礎 

・数値計算・プログラミン

グ演習Ⅰ 

・数値計算・プログラミン

グ演習Ⅱ 
 

Ｂ群 

・材料力学 ・図学・ＣＡＤ演習 

・構造力学Ⅱ ・水理学Ⅱ 

・土質力学Ⅱ ・測量学 

・測量学実習Ⅰ ・測量学実習Ⅱ 

・応用測量・ＧＩＳ実習 ・土質・材料試験法 

・構造力学Ⅲ ・水理学Ⅲ 

・土質力学Ⅲ ・コンクリート構造設計論 

・建設施工法   
 

Ｃ群 

・社会基盤計画学Ⅱ ・都市デザイン学 

・交通デザイン学 ・鋼構造設計論 

・都市安全学 ・河川防災工学 

・海域防災工学 ・地盤防災工学 

・山地防災工学 ・地圏環境工学 

・水域環境工学   
 

 

名城大学 

理工学

部 交通

科学科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以

上、Ａ群からＣ群までの各群から合計２６単位以上履修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・物理学Ⅰ ・物理学Ⅱ 

・物理学演習 ・物理学実験Ⅰ 

・物理学実験Ⅱ ・化学Ⅰ 

 



・化学Ⅱ ・化学実験Ⅰ 

・コンピューターサイエ

ンス 

・コンピューターリテラシー

Ⅰ 

・コンピューターリテラシ

ーⅡ 

・情報技術Ⅰ 

・情報技術Ⅱ ・コンピューターシミュレー

ション 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 
 

Ｂ群 

・ＣＡＭ ・ＣＡＥ 

・工業力学 ・材料力学Ⅰ 

・材料力学Ⅱ ・材料力学演習 

・構造力学 ・流体力学Ⅰ 

・流体力学Ⅱ ・流体力学演習 

・流れ学 ・熱力学Ⅰ 

・熱力学Ⅱ ・材料科学Ⅰ 

・材料科学Ⅱ ・機構学 

・機械要素Ⅰ ・機械要素Ⅱ 

・図学 ・製図 

・設計・ＣＡＤ ・制御工学Ⅰ 

・制御工学Ⅱ ・知的制御システム 

・機械力学 ・振動学 

・計測工学   
 

Ｃ群 

・エネルギ工学 ・エンジンⅠ 

・エンジンⅡ ・自動車工学Ⅰ 

・自動車工学Ⅱ ・ビークルダイナミクス 

・航空工学Ⅰ ・航空工学Ⅱ 

・航空宇宙学 ・鉄道車両工学 

・船舶工学 ・卒業研究 
 

 

明星大学 

(平成２２

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 総合

理工学

科 建築

学系（平

成２２年

度以降

次に掲げる科目のうち、１７単位以上履修した者 

科目群 

・意匠・デッサン実習 ・住宅論 

・建築基礎力学 ・建築材料実験 

・建築設計製図Ⅰ ・建築設計製図Ⅱ 

・建築計画Ⅰ ・日本建築史 

・西洋建築史 ・建築構造力学 

・建築材料学 ・材料力学 

 



に入学し

た者） 
・木構造 ・建築構造実験 

・構造デザイン ・建築構造解析 

・建築法規 ・建築構法 

・建築設計製図Ⅲ ・建築設計製図Ⅳ 

・建築計画Ⅱ ・建築意匠 

・鉄筋コンクリート構造 ・建築鉄骨構造 

・建築マネジメント   
 

 

ものつくり

大学 

技能工

芸学部 

建設技

能工芸

学科（平

成１８年

度以前

入学生） 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・建設数学及び演習Ⅰ ・建設数学及び演習Ⅱ 

・建設物理及び演習 ・建設化学及び演習 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅰ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅱ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅲ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅳ 
 

Ｂ群 

・構造・材料Ⅰ（概論） ・構造・材料Ⅱ（構造性

能） 

・構造・材料Ⅲ（材料性

能） 

・構造・材料Ⅳ（水理・土

質） 

・構造・材料Ⅴ（構造設

計法） 

・構工法Ⅰ（概論） 

・構工法Ⅱ（計画） ・構工法Ⅲ（品質） 

・構工法Ⅳ（性能） ・構工法Ⅴ（評価） 

・建設計画Ⅱ ・材料計画及び演習Ⅰ

（構造材料） 

・材料計画及び演習Ⅱ

（二次部材・仕上材） 

・建設関連法規 

・建設積算及び演習Ⅰ ・建設積算及び演習Ⅱ 

・築造施工Ⅰ ・築造施工Ⅱ 

・築造構工法Ⅰ（Ｓ系架

構） 

・築造構工法Ⅱ（ＲＣ系構

築） 

・築造構工法Ⅲ（構工法

計画） 

・築造構工法Ⅳ（保全） 

・築造構造・材料Ⅰ（Ｓ系

及びＲＣ系材料） 

・築造構造・材料Ⅱ（水

理・土質工学） 

・築造構造・材料Ⅲ（荷

重・外力） 

・築造構造・材料Ⅳ（応用

解析） 

 



・図学Ⅰ ・図学Ⅱ 

・設計製図基礎Ⅰ ・建設設計Ⅰ 

・建設設計Ⅱ ・建設設計Ⅲ 

・築造設計Ⅰ ・築造設計Ⅱ 

・築造設計Ⅲ ・築造設計Ⅳ 

・建設技能工芸基礎及

び実習Ⅸ（材料・施工） 

・建設技能工芸基礎及び

実習Ⅹ（コンクリート・組

成） 

・建設技能工芸基礎及

び実習ⅩⅠ（湿式仕上） 

・建設技能工芸基礎及び

実習ⅩⅢ（木造建築） 

・建設技能工芸基礎及

び実習ⅩⅣ（鉄骨・鋼構

造物） 

・建設技能工芸基礎及び

実習ⅩⅤ（コンクリート構

造物） 

・建設技能工芸及び総

合実習Ⅰ（木造施工） 

・建設技能工芸及び総合

実習Ⅱ（コンクリート施

工） 

・建設技能工芸及び総

合実習Ⅲ（鉄骨・鋼構造

施工） 

・建設技能工芸及び総合

実習Ⅳ（木造系仕上） 

・建設技能工芸及び総

合実習Ⅴ（コンクリート系

仕上） 

・建設技能工芸及び総合

実習Ⅵ（鉄骨系仕上） 

・築造技能工芸及び実

習Ⅰ（建方工事） 

・築造技能工芸及び実習

Ⅱ（地下工事） 

・築造技能工芸及び実

習Ⅲ（架設工事） 

・築造技能工芸及び実習

Ⅳ（鋼構造・混構造） 

・築造技能工芸及び実

習Ⅴ（コンクリート構造） 

・築造技能工芸及び実習

Ⅵ（下部構造） 

・築造新設及び実習Ⅰ

（総合仮設） 

・築造新設及び実習Ⅱ

（築造構造性能） 

・築造新設及び実習Ⅲ

（施工総合） 
  

 

Ｃ群 

・卒業研究及び制作 ・建設計画Ⅰ（都市） 

・工程計画・管理及び演習

Ⅰ 

・工程計画・管理及び演

習Ⅱ 

・建設設備 ・インテリア計画 

・エクステリア計画 ・仮設計画 

・架設計画 ・仕上施工Ⅰ 

・仕上施工Ⅱ ・木造施工Ⅰ 



・木造施工Ⅱ ・木造構工法Ⅰ（軸組） 

・木造構工法Ⅱ（工業化） ・木造構工法Ⅲ（内外

装） 

・木造構工法Ⅳ（保全） ・仕上構工法Ⅰ（湿式） 

・仕上構工法Ⅱ（エクステ

リア） 

・仕上構工法Ⅲ（乾式） 

・仕上構工法Ⅳ（造形保

全） 

・木造構造・材料Ⅰ（木

質系材料） 

・木造構造・材料Ⅱ（木質

系構造） 

・木造構造・材料Ⅲ（木

造耐震耐風設計法） 

・木造構造・材料Ⅳ（木質

系架構設計） 

・仕上材料Ⅰ（湿式） 

・仕上材料Ⅱ（下地・塗装） ・仕上材料Ⅲ（乾式・塗

装） 

・仕上材料Ⅳ（造形材料） ・測量Ⅰ 

・測量Ⅱ ・木造設計Ⅰ 

・木造設計Ⅱ ・木造設計Ⅲ 

・木造設計Ⅳ ・仕上設計Ⅰ 

・仕上設計Ⅱ ・仕上設計Ⅲ 

・仕上設計Ⅳ ・木造技能工芸及び実

習Ⅰ（大工技能Ⅰ） 

・木造技能工芸及び実習

Ⅱ（木質材料性能） 

・木造技能工芸及び実

習Ⅲ（実測調査） 

・木造技能工芸及び実習

Ⅳ（大工性能Ⅱ） 

・木造技能工芸及び実

習Ⅴ（木質構造性能） 

・木造技能工芸及び実習

Ⅵ（中～大スパン木造） 

・木造新設及び実習Ⅰ

（大工技能Ⅲ） 

・木造新設及び実習Ⅱ（継

手仕口・架構性能） 

・木造新設及び実習Ⅲ

（合理化工法） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅰ（左官技能Ⅰ） 

・仕上技能工芸及び実

習Ⅱ（湿式系造作） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅲ（乾式系造作） 

・仕上技能工芸及び実

習Ⅳ（外部仕上） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅴ（左官技能Ⅱ） 

・仕上技能工芸及び実

習Ⅵ（外装構成） 

・仕上新設及び実習Ⅰ（新

材料） 

・仕上新設及び実習Ⅱ

（内装装備） 

・仕上新設及び実習Ⅲ（工

芸仕上） 

・測量実習Ⅰ 



・測量実習Ⅱ   
 

 

ものつくり

大学 

技能工

芸学部 

建設技

能工芸

学科（平

成１９年

度及び２

０年度入

学生） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上を取得した者 

Ａ群 

・建設数学及び演習Ⅰ ・建設数学及び演習Ⅱ 

・建設物理及び演習 ・建設化学及び演習 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅰ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅱ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅲ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅳ 
 

Ｂ群 

・構造・材料Ⅰ（概論） ・構造・材料Ⅱ（構造性

能） 

・構造・材料Ⅲ（材料性

能） 

・構造・材料Ⅳ（水理・土

質） 

・構造・材料Ⅴ（構造設

計法） 

・構工法Ⅰ（概論） 

・構工法Ⅱ（計画） ・構工法Ⅲ（建築品質） 

・構工法Ⅳ（社会基盤） ・構工法Ⅴ（評価） 

・建築計画 ・構造材料及び演習 

・仕上材料及び演習 ・建設関連法規 

・建設積算及び演習Ⅰ ・建設積算及び演習Ⅱ 

・施工法概論 ・ＲＣ診断 

・ＲＣ構造Ⅰ ・ＲＣ構造Ⅱ 

・ＲＣ施工 ・構工法計画 

・耐震・免震 ・水理・土質工学 

・複合構造 ・鋼構造 

・建設製図Ⅰ ・建設製図Ⅱ 

・建設製図Ⅲ ・建設基礎設計Ⅱ 

・建設応用設計Ⅰ ・建設応用設計Ⅱ 

・構造物設計 ・構造物設計Ⅱ 

・構造物設計Ⅲ ・構造物設計Ⅳ 

・建設材料基礎および実

習 

・ＲＣ型枠施工基礎およ

び実習 

・左官・タイル基礎および

実習 

・木造基礎及び実習Ⅴ 

・鋼構造物基礎及び実

習 

・ＲＣ構造基礎および実

習 

 



・木造応用及び実習ＡⅠ ・ＲＣ構造物施工及び実

習 

・鋼構造物施工及び実

習 

・木造応用及び実習ＡⅡ 

・ＲＣ構造物仕上及び実

習 

・鋼構造物仕上及び実習 

・構造物総合及び実習

Ⅰ 

・構造物総合及び実習Ⅱ 

・構造物総合及び実習

Ⅲ 

・構造物総合及び実習Ⅳ 

・構造物総合及び実習

Ⅴ 

・構造物総合及び実習Ⅵ 

・構造物総合及び実習

Ⅶ 

・構造物総合及び実習Ⅷ 

・構造物総合及び実習

Ⅸ 
  

 

Ｃ群 

・卒業研究及び制作 ・都市計画 

・工程計画及び演習Ⅰ ・工程計画及び演習Ⅱ 

・建設設備 ・インテリア計画 

・日本建築史 ・造園計画 

・仮設計画 ・架設計画 

・仕上施工Ⅰ ・仕上施工Ⅱ 

・保存修復学 ・木造軸組工法 

・木質構造新工法 ・木造内外装工法 

・木材加工法 ・左官構工法 

・造園技法 ・乾式仕上法 

・造景保全 ・木質材料 

・木質構造設計 ・木質構造設計演習Ⅰ 

・木質構造設計演習Ⅱ ・仕上材料Ⅰ（湿式） 

・仕上材料Ⅱ（下地・外

装） 

・仕上材料Ⅲ（乾式・塗

装） 

・仕上材料Ⅳ（造景材料） ・測量Ⅰ 

・測量Ⅱ ・木造設計Ⅰ 

・木造設計Ⅱ ・木造設計Ⅲ 

・木造設計Ⅳ ・建設総合設計Ⅰ 

・建設総合設計Ⅱ ・建設総合設計Ⅲ 

・建設総合設計Ⅳ ・木造総合及び実習Ⅰ 

・木造総合及び実習Ⅱ ・木造総合及び実習Ⅲ 



・木造総合及び実習Ⅳ ・木造総合及び実習Ⅶ 

・木質構造及び実験Ⅰ ・木質構造及び実験Ⅱ 

・木質構造及び実験Ⅲ ・木質系架構及び実習 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅰ（左官技能Ⅰ） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅱ（湿式系造作） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅲ（乾式系造作） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅳ（外部仕上） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅴ（左官技能Ⅱ） 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅵ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅶ 

・家具技能及び実習Ⅰ 

・家具技能及び実習Ⅱ ・測量実習Ⅰ 

・測量実習Ⅱ   
 

 

ものつくり

大学 

技能工

芸学部 

建設技

能工芸

学科（平

成２１年

度入学

生） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上を取得した者 

Ａ群 

・建設数学Ⅰ ・建設数学Ⅱ 

・建設物理 ・建設化学 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅰ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅱ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅲ 
  

 

Ｂ群 

・構造・材料Ⅰ ・構造・材料Ⅱ 

・構造・材料Ⅲ ・構造・材料Ⅳ 

・構造・材料Ⅴ ・構造・材料Ⅵ 

・構工法Ⅰ ・構工法Ⅱ 

・構工法Ⅲ ・構工法Ⅳ 

・構工法Ⅴ ・建設製図Ⅰ 

・建設製図Ⅱ ・建設製図Ⅲ 

・建設材料基礎および実

習 

・ＲＣ型枠施工基礎およ

び実習 

・左官・タイル基礎および

実習 

・ＲＣ構造基礎および実

習 

・建築法規Ⅰ ・建築法規Ⅱ 

・建築法規Ⅲ ・建築法規Ⅳ 

・建築計画 ・建設材料 

・仕上材料学 ・建設基礎設計Ⅱ 

・建設応用設計Ⅰ ・建設応用設計Ⅱ 

 



・木造基礎及び実習Ⅴ ・木造応用及び実習ＡⅠ 

・木造応用及び実習ＡⅡ ・ＲＣ構造物施工及び実

習 

・ＲＣ構造物仕上及び実

習 

・鋼構造物基礎及び実習 

・鋼構造物施工及び実

習 

・鋼構造物仕上及び実習 

・施工法概論 ・ＲＣ診断 

・ＲＣ施工 ・構工法計画 

・耐震・免震 ・ＲＣ構造Ⅰ 

・ＲＣ構造Ⅱ ・水理・土質工学 

・複合構造 ・鋼構造 

・建設積算Ⅰ ・建設精算Ⅱ 

・構造物設計Ⅰ ・構造物設計Ⅱ 

・構造物設計Ⅲ ・構造物設計Ⅳ 

・構造物総合及び実習

Ⅰ 

・構造物総合及び実習Ⅱ 

・構造物総合及び実習

Ⅲ 

・構造物総合及び実習Ⅳ 

・構造物総合及び実習

Ⅴ 

・構造物総合及び実習Ⅵ 

・構造物総合及び実習

Ⅶ 

・構造物総合及び実習Ⅷ 

・構造物総合及び実習

Ⅸ 
  

 

Ｃ群 

・卒業研究及び製作 ・都市計画 

・工程計画Ⅰ ・工程計画Ⅱ 

・測量Ⅰ ・測量Ⅱ 

・測量実習Ⅰ ・測量実習Ⅱ 

・建設設備Ⅰ ・建設設備Ⅱ 

・インテリア計画 ・造園計画 

・日本建築史 ・保存修復学 

・仮設計画 ・架設計画 

・仕上施工Ⅰ ・仕上施工Ⅱ 

・木造軸組工法 ・木質構造新工法 

・木造内外装工法 ・木材加工法 

・木質材料 ・木質構造設計 

・木質構造設計演習Ⅰ ・木質構造設計演習Ⅱ 



・左官構工法 ・乾式仕上法 

・造園技法 ・造景保全 

・仕上材料Ⅰ ・仕上材料Ⅱ 

・仕上材料Ⅲ ・仕上材料Ⅳ 

・建設総合設計Ⅰ ・建設総合設計Ⅱ 

・建設総合設計Ⅲ ・建設総合設計Ⅳ 

・木造設計Ⅰ ・木造設計Ⅱ 

・木造設計Ⅲ ・木造設計Ⅳ 

・環境調査及び実習 ・木造総合及び実習Ⅰ 

・木造総合及び実習Ⅱ ・木造総合及び実習Ⅲ 

・木造総合及び実習Ⅳ ・木造総合及び実習Ⅶ 

・木質構造及び実験Ⅰ ・木質構造及び実験Ⅱ 

・木質構造及び実験Ⅲ ・木質系架構及び実習 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅰ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅱ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅲ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅳ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅳ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅵ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅶ 

・家具技能及び実習Ⅰ 

・家具技能及び実習Ⅱ   
 

 

ものつくり

大学 

技能工

芸学部 

建設技

能工芸

学科（平

成２２年

度以降

入学生） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上を取得した者 

Ａ群 

・建設数学Ⅰ ・建設数学Ⅱ 

・建設物理 ・建設化学 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅰ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅱ 

・コンピュータ基礎及び演

習Ⅲ 
  

 

Ｂ群 

・構造・材料Ⅰ ・構造・材料Ⅱ 

・構造・材料Ⅲ ・構造・材料Ⅳ 

・構造・材料Ⅴ ・構造・材料Ⅵ 

・構工法Ⅰ ・構工法Ⅱ 

・構工法Ⅲ ・構工法Ⅳ 

・構工法Ⅴ ・建設製図Ⅰ 

 



・建設製図Ⅱ ・建設製図Ⅲ 

・建設材料基礎および実

習 

・ＲＣ型枠施工基礎およ

び実習 

・左官・タイル基礎および

実習 

・ＲＣ構造基礎および実

習 

・建築法規Ⅰ ・建築法規Ⅱ 

・建築法規Ⅲ ・建築法規Ⅳ 

・建築計画 ・建設材料 

・仕上材料学 ・建設基礎設計Ⅱ 

・建設応用設計Ⅰ ・建設応用設計Ⅱ 

・木造基礎及び実習Ⅴ ・ＲＣ構造物施工及び実

習 

・ＲＣ構造物仕上げ及び

実習 

・鋼構造物基礎及び実習 

・鋼構造物施工及び実

習 

・鋼構造物仕上及び実習 

・施工法概論 ・ＲＣ診断 

・ＲＣ施工 ・構工法計画 

・耐震・免震 ・ＲＣ構造Ⅰ 

・ＲＣ構造Ⅱ ・水理・土質工学 

・複合構造 ・鋼構造 

・建設積算Ⅰ ・建設積算Ⅱ 

・構造物設計Ⅰ ・構造物設計Ⅱ 

・構造物設計Ⅲ ・構造物設計Ⅳ 

・構造物総合及び実習

Ⅰ 

・構造物総合及び実習Ⅱ 

・構造物総合及び実習

Ⅲ 

・構造物総合及び実習Ⅳ 

・構造物総合及び実習

Ⅴ 

・構造物総合及び実習Ⅵ 

・構造物総合及び実習

Ⅶ 

・構造物総合及び実習Ⅷ 

・建築構法 ・環境・設備総合実習 

・測量Ⅰ ・測量Ⅱ 
 

Ｃ群 

・卒業研究及び制作 ・都市計画 

・工程計画Ⅰ ・工程計画Ⅱ 

・建設設備Ⅰ ・建設設備Ⅱ 

・インテリア計画 ・造園計画 



・日本建築史 ・保存修復学 

・仮設計画 ・架設計画 

・仕上施工Ⅰ ・仕上施工Ⅱ 

・木造軸組工法 ・木質構造新工法 

・木造内外装工法 ・木造加工法 

・木質材料 ・木質構造設計 

・木質構造設計演習Ⅰ ・木質構造設計演習Ⅱ 

・左官構工法 ・乾式仕上法 

・造園技法 ・造景保全 

・仕上材料Ⅰ ・仕上材料Ⅱ 

・仕上材料Ⅲ ・仕上材料Ⅳ 

・建設総合設計Ⅰ ・建設総合設計Ⅱ 

・建設総合設計Ⅲ ・建設総合設計Ⅳ 

・木造設計Ⅰ ・木造設計Ⅱ 

・木造設計Ⅲ ・木造設計Ⅳ 

・環境調査および実習 ・木造総合及び実習Ⅰ 

・木造総合及び実習Ⅱ ・木造総合及び実習Ⅲ 

・木造総合及び実習Ⅳ ・木造総合及び実習Ⅶ 

・木質構造及び実験Ⅰ ・木質構造及び実験Ⅱ 

・木質構造及び実験Ⅲ ・木質系架構及び実習 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅰ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅱ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅲ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅳ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅴ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅵ 

・仕上技能工芸及び実習

Ⅶ 

・家具技能及び実習Ⅰ 

・家具技能及び実習Ⅱ ・木造応用および実習Ⅰ 

・木造応用および実習Ⅱ ・木造応用および実習Ⅲ 

・木造応用および実習Ⅳ ・建築施工管理Ⅰ 

・建築施工管理Ⅱ   
 

 

山形県立

置賜農業

高等学校 

食料環

境科環

境系統 

次に掲げる科目から２単位以上履修した者 

科目群 
・数学Ａ（演習） ・物理基礎（実験） 

・生物基礎（実験） ・環境緑化材料（実習） 
 

 

 



山形県立

寒河江工

業高等学

校 

(平成６年

度～１４

年度に入

学した者) 

全日制

の課程 

情報技

術科（平

成６年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうちＡ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・電気基礎 ・電子回路 

・電子計測制御 ・課題研究 

・製図   
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ａ ・物理ⅠＢ 

・物理Ⅱ ・化学ⅠＡ 

・工業基礎 ・工業数理 

・情報技術基礎   
 

 

 

山形県立

寒河江工

業高等学

校 

(平成１５

年度以降

に入学し

た者) 

全日制

の課程 

情報技

術科（平

成６年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうちＡ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・電気基礎 ・電子技術 

・通信技術 ・課題研究 

・製図   
 

Ｂ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ｂ ・理科総合 

・物理Ⅰ ・物理Ⅱ 

・化学Ⅰ ・工業技術基礎 

・情報技術基礎   
 

 

 

山形県立

新庄神室

産業高等

学校 

(土木工学

に関する

学科) 

全日制

課程 環

境デザイ

ン科 

次に掲げる科目を履修した者 

科目群 ・土木施工 ・土木基礎力学 
 

 

 

山形県立

新庄神室

産業高等

学校 

(建築学に

関する学

科) 

全日制

課程 環

境デザイ

ン科 

次に掲げる科目を履修した者 

科目群 
・建築構造 ・建築施工 

・建築計画   
 

 

 



山形大学 

農学部 

生物環

境学科 

次に掲げる科目のうち、１７単位以上履修した者 

科目群 

・水理学 ・農地環境工学 

・応用水理学 ・農村計画学 

・農地環境調査論 ・農地環境工学実験実習 

・農村計画学演習 ・水利計画学 

・水文学 ・土壌物理学 

・地盤工学 ・水利システム工学 

・構造力学 ・農業土木夏期実習 
 

 

 

山形大学 

農学部 

生物生

産学科 

次に掲げる科目のうち、１３単位以上履修した者 

科目群 

・土壌物理学 ・水文学 

・生産機械システム学 ・構造力学 

・環境農学論 ・地盤工学 

・水利システム工学 ・機械力学 

・農業土木夏期実習 ・水理学 

・農地環境工学 ・応用水理学 
 

 

 

山形大学 

(平成１９

年度及び

平成２０

年度入学

者) 

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

１９年度

及び平

成２０年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１３単位以上、両群から合計２２単

位以上履修した者 

Ａ群 

・生活材料工学 ・図学 

・デザイン木材加工Ⅰ ・デザイン木材加

工Ⅱ 

・木材によるものづくりデザイン

実習 

・工芸と文化 

・金属によるものづくりデザイン

実習 

・建築の歴史 

・建築・環境の法律 ・建築一般構造 

・ＣＡＤ演習 ・住居計画学 

・構造と力学 ・建築材料学 

・色彩学 ・生活材料加工学 

・建築施工 ・建築材料学実験 

・住空間デザイン ・住居デザイン 
 

Ｂ群 

・人間工学 ・環境工学 

・施設計画 ・景観設計 

・ユニバーサルデザイン論 ・都市・地域計画 

・測量学 ・測量学実習 
 

 

 



山形大学 

(平成２１

年度及び

平成２２

年度入学

者) 

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

２１年度

及び平

成２２年

度入学

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から９単位以上，両群から合計１８単

位以上履修した者 

Ａ群 

・生活材料工学 ・図学 

・デザイン木材加

工 

・木材によるものづくりデザイン

実習 

・工芸と文化 ・金属によるものづくりデザイン

実習 

・建築の歴史 ・建築・環境の法律 

・建築一般構造 ・建築ＣＡＤ演習 

・住居計画学 ・構造と力学 

・建築材料学 ・色彩学 

・生活材料加工

学 

・建築施工 

・建築材料学実

験 

・建築設計製図Ⅱ 

 

Ｂ群 

・人間工学 ・測量学 

・測量学実習 ・環境工学 

・施設計画 ・景観設計 

・ユニバーサルデザイン論 ・都市・地域計画 
 

 

 

山形大学 

(平成２３

年度入学

者) 

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年度

入学者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から９単位以上、両群から合計１８単

位以上履修した者 

Ａ群 

・生活材料工学 ・図学 

・デザイン木材加

工 

・木材によるものづくりデザイン

実習 

・工芸と文化 ・金属によるものづくりデザイン

実習 

・日本建築史 ・建築・環境の法律 

・建築一般構造 ・建築ＣＡＤ演習 

・住居計画学 ・構造と力学 

・建築材料学 ・色彩学 

・生活材料加工

学 

・西洋建築史 

・耐震構造 ・建築施工 

・建築材料学実

験 

・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図

Ⅲ 
  

 

 



Ｂ群 

・人間工学 ・測量学 

・測量学実習 ・環境工学 

・建築設備 ・インテリアデザイン論 

・施設計画 ・景観設計 

・ユニバーサルデザイン論 ・都市・地域計画 
 

 

山形大学 

(平成２４

年度以降

に入学し

た者) 

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２

４年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群から９単位以上、両群から合計１８単

位以上履修した者 

Ａ群 

・生活材料工学 ・図学 

・デザイン木材加

工 

・木材によるものづくりデザイン

実習 

・工芸と文化 ・金属によるものづくりデザイン

実習 

・日本建築史 ・建築・環境の法律 

・建築一般構造 ・建築ＣＡＤ演習 

・住居計画学 ・構造と力学 

・建築材料学 ・色彩学 

・生活材料加工

学 

・西洋建築史 

・耐震構造 ・建築施工 

・建築材料学実

験 

・建築設計製図Ⅱ 

・建築設計製図

Ⅲ 
  

 

Ｂ群 

・人間工学 ・測量学 

・測量学実習 ・環境工学 

・建築設備 ・インテリアデザイン論 

・施設計画 ・景観設計 

・ユニバーサルデザイン論 ・都市・地域計画 
 

 

 

山形大学 

(平成２９

年度以降

に入学し

た者) 

工学部 

建築・デ

ザイン学

科（平成

２９年度

以降に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１０単位以上履修した者 

科目群 

・木質構造概論 ・図学 

・建築法規 ・建築一般構造 

・建築ＣＡＤ演習 ・住居計画学 

・建築材料学 ・ユニバーサルデザイン

論 

・西洋建築史 ・新材料加工学 

 



・インダストリアルデザイ

ン 

・耐震構造 

・施設計画 ・建築施工 

・建築材料学実験 ・建築設計製図Ⅲ 

・住まいと庭園 ・建築史演習 

・木質構造デザイン ・木質構造デザイン演習 

・建築設計製図Ⅳ ・振動論 
 

 

山口県立

宇部西高

等学校 

全日制

課程 総

合学科

（平成１

４年度以

前に入

学した

者） 

Ａ群より１１単位以上履修し、かつＡ・Ｂ両群あわせて３０単位以上

履修した者 

Ａ群 

・測量 ・造園施工・管理 

・農業土木施工 ・造園計画 

・農業土木設計 ・土木計画 

・造園緑化材料 ・環境デザイン 

・環境科学   
 

Ｂ群 ・農業基礎 ・総合実習 
 

 

 

山口県立

宇部西高

等学校 

(平成１５

～１７年

度に入学

した者) 

全日制

課程 総

合学科

（平成１

５年度～

１７年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうちＢ群から１０単位以上、合計２６単位以上履

修した者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ａ ・数学Ｂ 

・数学Ｃ ・理科総合Ａ 

・理科総合Ｂ ・物理Ⅰ 

・物理Ⅱ ・化学Ⅰ 

・情報Ａ   
 

Ｂ群 

・環境科学基礎 ・総合実習 

・造園計画 ・造園技術 

・測量 ・農業土木施工 

・環境デザイン ・造園技術演習 

・緑地計画   
 

 

 

山口県立

宇部西高

等学校 

(平成１８

年度以降

全日制

課程 総

合学科

（平成１

８年度以

降に入

表－１に示す選択科目１６単位以上かつ、表－１または表－２に示

す選択科目より３０単位以上取得した者 

表－１ 

・総合実習 ・造園計画 

・造園技術 ・測量 

・緑の景観デザイン ・緑の都市計画 
 

 



に入学し

た者) 

学した

者） 

表－２ 

・数学Ⅰ ・理科総合Ａ 

・生物Ⅰ ・数学Ａ 

・数学Ⅱ ・数学基礎 

・数学Ｂ ・情報処理 

・生物Ⅱ ・化学Ⅱ 
 

 

山口県立

山口農業

高等学校 

全日制

課程 森

林資源

科 

Ａ群から１１単位以上履修し、かつ、Ａ・Ｂ両群あわせて３０単位以

上履修した者 

Ａ群 

・育林 ・林業土木 

・測量 ・造園計画 

・造園施工   
 

Ｂ群 
・農業基礎 ・農業情報処理 

・総合実習 ・課題研究 
 

 

 

山口大学 

(平成１１

年度入学

者) 

工学部 

感性デ

ザイン工

学科（平

成１１～

１３年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より２３単位以上を含み、合計２６単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・線形代数及び演習 ・線形代数Ⅱ 

・応用物理学Ⅰ ・応用解析Ⅰ 

・数値解析 ・応用解析Ⅱ 

・プログラミング・同演

習 

・コンピュータグラフィックス

演習 

・ＣＡＤ工学・同演習 ・確率統計 

・応用物理学Ⅱ ・基礎物理学Ⅱ 

・基礎化学Ⅰ ・基礎化学Ⅱ 

・基礎生物学Ⅰ ・物理基礎実験 

・化学基礎実験 ・都市計画学 

・色彩・照明工学 ・熱流動工学 

・インテリア設計学・同

演習 

・都市デザイン論・同演習 

・体感工学 ・環境エネルギー工学 

・音響感性学 ・卒業設計 
 

Ｂ群 

・図学・同演習 ・造形実習 

・設計製図 ・空間設計演習Ⅰ 

・構造力学Ⅰ・同演習 ・構造力学Ⅱ・同演習 

・空間構成材料学 ・空間計画学Ⅱ 

・空間設計演習Ⅱ ・デザイン法規 

 



・構造設計演習 ・空間デザイン史Ⅱ 

・空間デザイン史Ⅰ ・鉄筋コンクリート構造 

・鉄骨構造 ・景観設計学・同演習 

・景観工学 ・環境造形学・同演習 
 

 

山口大学 

(平成１２

年度入学

者) 

工学部 

感性デ

ザイン工

学科（平

成１１～

１３年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より２３単位以上を含み、合計２６単位

以上を取得した者 

Ａ群 

・線形代数及び演習 ・応用幾何学 

・応用物理学 ・応用解析 

・数値解析 ・集合と論理 

・計算機基礎 ・プログラミングⅠ 

・プログラミングⅡ ・プログラミングⅢ 

・確立統計 ・都市計画学 

・熱環境工学Ⅰ ・照明工学 

・インテリア計画 ・防災工学 

・都市デザイン史 ・都市デザイン論 

・熱環境工学Ⅱ ・環境エネルギー工学 

・音響感性学 ・卒業設計 
 

Ｂ群 

・図学・同演習 ・平面構成 

・立体構成 ・造形実習Ⅰ 

・造形実習Ⅱ ・設計製図 

・空間デザイン史Ⅰ ・空間設計演習Ⅰ 

・建築工構法概論 ・構造基礎力学Ⅰ 

・建築各部構成法基礎 ・構造基礎力学Ⅱ 

・建築施工基礎 ・空間計画学Ⅱ 

・空間設計演習Ⅱ ・空間設計演習Ⅲ 

・デザイン法規 ・空間設計演習Ⅳ 

・空間設計演習Ⅴ ・空間デザイン史Ⅱ 

・空間デザイン史Ⅲ ・鉄筋コンクリート構造 

・鉄骨構造 ・建築生産 

・空間計画学Ⅲ ・景観計画学 
 

 

 

山口大学 

(平成１３

年度入学

者) 

工学部 

感性デ

ザイン工

学科（平

成１１～

次に掲げる科目のうち、Ｂ群より２３単位以上を含み、合計２６単位

以上を取得した者 

Ａ群 
・線形代数及び演習 ・応用幾何学 

・応用物理学 ・応用解析 

 



１３年度

に入学し

た者） 

・数値解析 ・集合と論理 

・計算機基礎 ・プログラミングⅠ 

・プログラミングⅡ ・プログラミングⅢ 

・確率統計 ・基礎物理学Ⅱ 

・基礎化学Ⅰ ・基礎化学Ⅱ 

・基礎生物学Ⅰ ・都市計画学 

・熱環境工学Ⅰ ・照明工学 

・インテリア計画 ・防災工学 

・都市デザイン史 ・都市デザイン論 

・熱環境工学Ⅱ ・環境エネルギー工学 

・音響感性学 ・卒業設計 
 

Ｂ群 

・図学・同演習 ・平面構成 

・立体構成 ・造形実習Ⅰ 

・造形実習Ⅱ ・設計製図 

・空間デザイン史Ⅰ ・空間設計演習Ⅰ 

・建築工構法概論 ・構造基礎力学Ⅰ 

・建築各部構成法基礎 ・構造基礎力学Ⅱ 

・建築施工基礎 ・空間計画学Ⅱ 

・空間設計演習Ⅱ ・空間設計演習Ⅲ 

・デザイン法規 ・空間設計演習Ⅳ 

・空間設計演習Ⅴ ・空間デザイン史Ⅱ 

・空間デザイン史Ⅲ ・鉄筋コンクリート構造 

・鉄骨構造 ・建築生産 

・空間計画学Ⅲ ・景観計画学 
 

 

横浜国立

大学 

(平成２３

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 建築

都市・環

境系学

科 建築

教育プロ

グラム

（平成２

３年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、合計１７単位以上履修した者 

科目群 

・西洋建築史 ・建築計画の基礎 

・公共施設の計画 ・近代建築史 

・日本建築史 ・建築史演習 

・建築材料 ・建築構造解析Ⅰ・演

習 

・建築構造解析Ⅱ・演習 ・建築構造計画 

・鉄筋コンクリート構造・演

習 

・鉄骨構造・演習 

・建築材料実験 ・建築法規 
 

 

 



立命館大

学 

(光工学科

卒業者) 

理工学

部 電子

光情報

工学科

（旧光工

学科）

（平成１

９年度以

前に入

学した

者） 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学Ⅲ ・化学Ⅳ 

・情報処理 ・情報処理演習 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・生物科学Ⅰ ・生物科学Ⅱ 

・生物科学Ⅲ ・生物科学Ⅳ 

・物理科学Ⅰ ・物理科学Ⅱ 

・物理科学Ⅲ ・物理科学Ⅳ 

・言語とプログラミング ・微分方程式 
 

Ｂ群 

・光工学演習 ・光工学入門 

・電磁気学Ⅰ ・電磁気学Ⅱ 

・アナログ電子回路Ⅰ ・電気回路 

・ディジタル電子回路 ・計測工学 

・光・電子材料 ・光システム工学 

・光通信工学 ・制御工学 

・通信基礎論   
 

Ｃ群 
・基礎半導体工学 ・画像情報工学 

・光電子デバイス ・卒業研究 
 

 

 

立命館大

学 

(電子光情

報工学科

卒業者) 

理工学

部 電子

光情報

工学科

（旧光工

学科）

（平成１

９年度以

前に入

学した

者） 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学Ⅲ ・化学Ⅳ 

・情報処理 ・情報処理演習 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・生物科学Ⅰ ・生物科学Ⅱ 

・生物科学Ⅲ ・生物科学Ⅳ 

・物理科学Ⅰ ・物理科学Ⅱ 

・物理科学Ⅲ ・物理科学Ⅳ 

・言語とプログラミング ・微分方程式 
 

 



Ｂ群 

・電子光情報工学演習 ・電子光情報工学入門 

・電磁気学Ⅰ ・電磁気学Ⅱ 

・アナログ電子回路Ⅰ ・電気回路 

・ディジタル電子回路 ・計測工学 

・光・電子材料 ・光システム工学 

・光通信工学 ・制御工学 
 

Ｃ群 

・基礎半導体工学 ・画像情報工学 

・光電子デバイス ・情報通信基礎論 

・情報通信システム ・情報通信法規 

・能動光電子工学 ・卒業研究 
 

 

立命館大

学 

(平成２０

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 電子

光情報

工学科

（平成２

０年度以

降に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・物質科学 

・情報科学Ⅰ ・情報科学Ⅱ 

・情報科学Ⅲ ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・数学Ⅳ ・数学演習Ⅰ 

・数学演習Ⅱ ・情報処理 

・情報処理演習 ・応用数学基礎 

・フーリエ解析 ・微分方程式 

・複素関数論 ・言語とプログラミング 
 

Ｂ群 

・電磁気学Ⅰ ・アナログ電子回路Ⅰ 

・基礎回路理論 ・電磁気学Ⅱ 

・信号解析 ・ディジタル電子回路 

・計測工学 ・光応用計測 

・光通信工学 ・光電磁波回路 

・制御工学 ・論理回路 

・光・電子材料 ・光システム工学 
 

Ｃ群 
・基礎半導体工学 ・画像情報工学 

・光電子デバイス ・卒業研究 
 

 

 



立命館大

学 

理工学

部 建築

都市デ

ザイン学

科（平成

１９年度

以前に

入学した

者） 

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 

Ａ群 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学Ⅲ ・化学Ⅳ 

・情報処理 ・情報処理演習 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・生物科学Ⅰ ・生物科学Ⅱ 

・生物科学Ⅲ ・生物科学Ⅳ 

・物理科学Ⅰ ・物理科学Ⅱ 

・物理科学Ⅲ ・物理科学Ⅳ 
 

Ｂ群 

・建築デザイン演習Ⅰ ・建築デザイン演習Ⅱ 

・建築デザイン演習Ⅲ ・建築デザイン演習Ⅳ 

・図学製図演習 ・構造デザイン 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・建築構造力学 ・建築計画Ⅰ 

・建築計画Ⅱ ・西洋建築史 

・日本建築史 ・建築法規 

・建築構法 ・構造設計学Ⅰ 

・構造設計学Ⅱ ・構造設計演習 

・建築材料学   
 

Ｃ群 

・建築環境工学概論 ・アーバンデザイン概論 

・建築設備 ・建築環境工学 

・建築生産 ・ランドスケープデザイン 

・都市計画Ⅰ ・都市計画Ⅱ 

・都市ランドスケープデザ

イン演習Ⅰ 

・都市ランドスケープデザ

イン演習Ⅱ 

・都市ランドスケープデザ

イン演習Ⅲ 

・建築都市デザイン概論 

・材料実験または測量学

実習 

・環境共生工学 

・環境工学演習 ・基礎構造 

・施工保全技術 ・建築生産システム演習 

・景観保全計画 ・測量学 

・卒業研究   
 

 

 



立命館大

学 

(平成２０

～２１年

度に入学

した者) 

理工学

部 建築

都市デ

ザイン学

科（平成

２０～２１

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・物質科学 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・情報処理 ・情報処理演習 
 

Ｂ群 

・設計製図演習Ⅰ ・建築史Ⅰ 

・建築計画Ⅰ ・図学・製図演習 

・ＣＡＤ／ＣＧ演習 ・建築法規 

・建築意匠 ・建築計画Ⅱ 

・建築構造デザイン ・建築構造力学Ⅰ 

・建築構造力学Ⅱ ・建築構法 

・建築材料学Ⅰ ・建築史Ⅱ 

・設計製図演習Ⅱ ・建築材料学Ⅱ 

・構造設計演習 ・構造設計学Ⅰ 

・構造設計学Ⅱ   
 

Ｃ群 

・建築環境工学概論 ・建築都市デザイン概論 

・ランドスケープデザイン

Ⅰ 

・建築都市デザイン演習

Ⅰ 

・建築都市デザイン演習

Ⅱ 

・建築都市デザイン演習

Ⅲ 

・建築都市デザイン演習

Ⅳ 

・建築都市デザイン演習

Ⅴ 

・材料実験 ・建築生産 

・建築設備 ・都市計画Ⅰ 

・環境共生工学 ・環境工学演習 

・基礎工学 ・景観工学 

・建設・保全技術 ・ランドスケープデザイン

Ⅱ 

・測量学 ・測量学実習 

・都市デザイン ・都市計画Ⅱ 

・卒業研究   
 

 

 



立命館大

学 

(平成２２

年～２３

年度に入

学した者) 

理工学

部 建築

都市デ

ザイン学

科（平成

２２～２３

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・数学Ⅳ ・数学演習Ⅰ（演習） 

・数学演習Ⅱ（演習） ・情報処理 

・情報処理演習（演習）   
 

Ｂ群 

・設計製図演習Ⅰ（演習） ・設計製図演習Ⅱ（演習） 

・建築史Ⅰ ・建築史Ⅱ 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・図学・製図演習（演習） ・建築法規 

・建築意匠 ・建築構造デザイン 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築材料学Ⅰ ・建築材料学Ⅱ 

・建築構法 ・建築設計演習（演習） 

・建築設計学Ⅰ ・建築設計学Ⅱ 
 

Ｃ群 

・建築環境工学概論 ・建築都市デザイン概論 

・ランドスケープデザイン

Ⅰ 

・ランドスケープデザイン

Ⅱ 

・建築環境工学 ・建築生産 

・建築設備 ・建築都市デザイン演習

Ⅰ（演習） 

・建築都市デザイン演習

Ⅱ（演習） 

・建築都市デザイン演習

Ⅲ（演習） 

・建築都市デザイン演習

Ⅳ（演習） 

・建築都市デザイン演習

Ⅴ（演習） 

・都市計画Ⅰ ・都市計画Ⅱ 

・環境共生工学 ・環境工学演習（演習） 

・基礎工学 ・景観計画 

・建設・保全技術 ・建築生産システム演習

（演習） 

・材料実験（実験） ・測量学 

・測量学実習（実習） ・都市デザイン 

 



・卒業研究（実験）   
 

 

立命館大

学 

(平成２４

年度以降

に入学し

た者) 

理工学

部 建築

都市デ

ザイン学

科（平成

２４年度

～２７年

度に入

学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・物質科学 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・情報処理 ・情報処理演習 
 

Ｂ群 

・図学・製図演習 ・ＣＡＤ／ＣＧ演習 

・設計製図演習 ・建築意匠 

・建築史Ⅰ ・建築史Ⅱ 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築法規 ・建築構造デザイン 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築構法 ・建築材料学 

・鋼構造設計 ・ＲＣ構造設計 
 

Ｃ群 

・建築都市デザイン概論 ・都市デザイン 

・ランドスケープデザイン

Ⅰ 

・ランドスケープデザイン

Ⅱ 

・都市計画Ⅰ ・都市計画Ⅱ 

・建築環境工学 ・建築設備 

・建築環境工学概論 ・基礎工学 

・建築生産 ・測量学 

・環境共生工学演習 ・建築都市デザイン演習

Ⅰ 

・建築都市デザイン演習

Ⅱ 

・建築都市デザイン演習

Ⅲ 

・建築都市デザイン演習

Ⅳ 

・卒業研究 

 

 

 

立命館大

学 

(平成２８

理工学

部 建築

都市デ

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１７単位以

上、全群から合計３０単位以上履修した者 
 



年度以降

に入学し

た者) 

ザイン学

科（平成

２８年度

以降に

入学した

者） Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・物質科学 

・情報科学Ⅰ ・情報科学Ⅱ 

・情報科学Ⅲ ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・数学Ⅳ ・数学演習Ⅰ 

・数学演習Ⅱ ・情報処理 

・情報処理演習 ・物理学演習Ⅰ 
 

Ｂ群 

・図学・製図演習 ・ＣＡＤ／ＣＧ演習 

・設計製図演習 ・建築意匠 

・建築史Ⅰ ・建築史Ⅱ 

・建築計画Ⅰ ・建築計画Ⅱ 

・建築法規 ・建築構造デザイン 

・建築構造力学Ⅰ ・建築構造力学Ⅱ 

・建築構法 ・建築材料学 

・建築専門演習 ・建築生産システム演習 

・鋼構造設計 ・ＲＣ構造設計 

・建築材料実験   
 

Ｃ群 

・建築都市デザイン概論 ・都市デザイン 

・ランドスケープデザイン

Ⅰ 

・ランドスケープデザイン

Ⅱ 

・都市計画Ⅰ ・都市計画Ⅱ 

・建築環境工学 ・建築設備 

・建築環境工学概論 ・建築電気情報設備 

・建築生産 ・測量学 

・環境共生工学演習 ・建築基礎構造 

・建築都市デザイン演習

Ⅰ 

・建築都市デザイン演習

Ⅱ 

・建築都市デザイン演習

Ⅲ 

・建築都市デザイン演習

Ⅳ 

・建築環境演習 ・卒業研究 
 

 

立命館大

学 

(平成１６

理工学

部 環境

システム

Ａ群からＣ群の各群から１科目以上、Ｂ群から１７単位以上、合計３

０単位以上履修した者 
 



年～１９

年度に入

学した者) 

工学科

（平成１

６年度～

平成１９

年度に

入学した

者） 

Ａ群 

・化学Ⅰ ・化学Ⅱ 

・化学Ⅲ ・化学Ⅳ 

・情報処理 ・情報処理演習 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・生物科学Ⅰ ・生物科学Ⅱ 

・生物科学Ⅲ ・生物科学Ⅳ 

・物理科学Ⅰ ・物理科学Ⅱ 

・物理科学Ⅲ ・物理科学Ⅳ 

・応用数学Ⅰ ・応用数学Ⅱ 
 

Ｂ群 

・水環境学 ・構造力学Ⅰ 

・構造力学Ⅱ ・環境管理調査実習Ⅰ 

・流れ学Ⅰ ・流れ学Ⅱ 

・環境地盤工学 ・環境衛生学 

・環境水理学 ・大気環境管理 

・エコマテリアル ・地球環境システム 
 

Ｃ群 

・上下水道計画 ・建設マネジメント 

・水処理工学 ・環境管理調査実習Ⅱ 

・施設設計演習 ・卒業研究 
 

 

立命館大

学 

(平成２０

年～２３

年度に入

学した者) 

理工学

部 環境

システム

工学科

（平成２

０～２３

年度に

入学した

者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ郡からＣ郡までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・数学Ⅳ ・数学演習Ⅰ（演習） 

・数学演習Ⅱ（演習） ・情報処理 

・情報処理演習（演習）   
 

Ｂ群 

・水環境学 ・環境管理調査実習Ⅰ（実験） 

・構造力学Ⅰ ・構造力学Ⅱ 

・水理学Ⅰ ・水理学Ⅱ 

・エコマテリアル ・環境衛生学 

・環境地盤工学 ・環境水理学 

 



・大気環境管理 ・地球環境システム 
 

Ｃ群 

・建設マネジメント ・上下水道計画 

・環境管理調査実習Ⅱ（実

験） 

・施設設計演習（演

習） 

・水処理工学 ・卒業研究（実験） 
 

 

立命館大

学 

理工学

部 環境

システム

工学科

（平成２

４年度～

２７年度

に入学し

た者） 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＣ群までの各群から１科目以上、

Ｂ群から１７単位以上、合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 

・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・物質科学 

・数学Ⅰ ・数学Ⅱ 

・数学Ⅲ ・数学Ⅳ 

・数学演習Ⅰ ・数学演習Ⅱ 

・情報処理 ・情報処理演習 

・環境基礎数学 ・環境統計学 
 

Ｂ群 

・環境・開発論 ・構造力学Ⅰ 

・水理学Ⅰ ・環境指標 

・水環境学 ・水処理工学 

・環境管理演習 ・環境システム力学演習

Ⅰ 

・環境システム力学演習

Ⅱ 

・環境水理学 

・水理学Ⅱ ・大気環境管理 

・環境地盤工学 ・環境衛生学 

・構造力学Ⅱ ・環境基礎科学 

・建築環境工学   
 

Ｃ群 

・都市計画 ・都市・地域マネジメント 

・上下水道計画 ・都市交通計画 

・卒業研究   
 

 

 

立命館大

学 

(平成２８

年度以降

理工学

部 環境

システム

工学科

次に掲げる科目のうち、Ａ群から１単位以上、Ｂ群から１７単位以

上、全群から合計３０単位以上履修した者 

Ａ群 
・物理科学１ ・物理科学２ 

・物理科学３ ・化学１ 

 



に入学し

た者) 

（平成２

８年度以

降に入

学した

者） 

・化学２ ・生物科学１ 

・生物科学２ ・物質科学 

・情報科学Ⅰ ・情報科学Ⅱ 

・情報科学Ⅲ ・数学Ⅰ 

・数学Ⅱ ・数学Ⅲ 

・数学Ⅳ ・数学演習Ⅰ 

・数学演習Ⅱ ・情報処理 

・情報処理演習 ・物理学演習Ⅰ 

・環境基礎数学 ・環境統計学 
 

Ｂ群 

・環境・開発論 ・構造力学 

・水理学Ⅰ ・環境質評価法 

・水環境学 ・水処理工学 

・構造力学演習 ・施設設計演習 

・水理学演習 ・環境水理学 

・水理学Ⅱ ・大気環境管理 

・環境地盤工学 ・環境衛生学 

・環境基礎科学 ・建設環境工学 

・都市計画   
 

Ｃ群 
・都市・地域マネジメント ・上下水道計画 

・都市交通計画 ・卒業研究 
 

 

和歌山県

立熊野高

等学校 

総合学

科 環境

システム

系列 

Ｂ群から１０単位以上、Ａ群及びＢ群の合計２６単位以上履修した

者 

Ａ群 

・数学Ⅰ ・数学Ａ 

・数学Ⅱ ・数学Ｃ 

・数学Ⅲ ・数学基礎 

・数学Ｂ ・理科総合Ｂ 

・理科総合Ａ ・生物Ⅰ 

・理科基礎 ・化学Ⅱ 

・物理Ⅱ ・化学Ⅰ 

・物理Ⅰ ・生物Ⅱ 

・情報Ａ ・情報Ｃ 

・計算技術   
 

Ｂ群 
・応用力学 ・土質力学 

・防災工学 ・水理 

 



・社会基盤工学 ・土木構造設計 

・土木施工   
 

 

早稲田大

学 

理工学

術部 電

子・情報

通信学

科 

次に掲げる科目のうち、Ａ群からＢ群までの各群から１科目以上、

Ａ群から３単位以上、合計１０単位以上履修した者 

Ａ群 

・電子・光システム演習 ・電子・光システム実験Ａ 

・電子・光システム実験Ｂ ・回路工学 

・センサ工学 ・情報通信システム実験

Ａ 

・情報通信システム実験

Ｂ 

・伝送理論 

・システム設計 ・計測工学 
 

Ｂ群 
・電子デバイス ・卒業研究計画 

・卒業論文   
 

 

 


