
１．北海道

1 1-01 北海道  旭川工業高等学校 全日制 建築科 〒078-8804 旭川市緑が丘東4条1丁目1-1 0166-65-4115

2 1-02 北海道  旭川工業高等学校 定時制 建築科 〒078-8804 旭川市緑が丘東4条1丁目1-1 0166-65-4115

3 1-03 北海道  小樽工業高等学校 全日制 建設科 〒047-8540 小樽市最上1丁目29番1号 0134-23-6105

4 1-04 北海道  小樽工業高等学校 定時制 電気・建築科 〒047-8540 小樽市最上1丁目29番1号 0134-23-6105

5 1-05 北海道  札幌工業高等学校 全日制 建築科 〒060-0820 札幌市北区北20条西13丁目 011-727-3341

6 1-06 北海道  札幌工業高等学校 定時制 建築科 〒060-0820 札幌市北区北20条西13丁目 011-727-3341

7 1-07 北海道  苫小牧工業高等学校 全日制 建築科 〒053-0035 苫小牧市字高丘6－22 0144-36-3161

8 1-08 北海道  苫小牧工業高等学校 定時制 建築科 〒053-0035 苫小牧市字高丘6－22 0144-36-3161

9 1-09 北海道  函館工業高等学校 全日制 建築科 〒041-0844 函館市川原町5番13号 0138-51-2271

10 1-10 北海道  函館工業高等学校 定時制 建築科 〒041-0844 函館市川原町5番13号 0138-51-2271

11 1-11 北海道  帯広工業高等学校 全日制 建築科 〒080-0833 帯広市稲田町基線14番地７ 0155-48-5650

12 1-12 北海道  釧路工業高等学校 全日制 建築科 〒085-0821 釧路市鶴ヶ岱3丁目5番1号 0154-41-1285

13 1-13 北海道  名寄産業高等学校 全日制 建築システム科 〒096-0035 名寄市西五条北5丁目１番地 01654-2-3066

14 1-14 北海道  室蘭工業高等学校 全日制 建築科 〒050-0073 室蘭市宮の森町3-1ー1 0143-44-5712

15 1-15 北海道  留萌千望高等学校 全日制 電気・建築科 〒077-0024 留萌市千鳥町4丁目91番地 0164-42-2474

16 1-16 北海道  北見工業高等学校 全日制 建設科 〒099-0878 北見市東相内町602番地 0157-36-5524

17 1-17 北海道  美唄尚栄高等学校 全日制 総合学科 〒072-0024 美唄市西1条南6丁目1番1号 0126-65-2275

２．青森県

18 2-01 青森県立　青森工業高等学校 全日制 建築科 〒038-0011 青森市篠田 3-16-1 017-781-8111

19 2-02 青森県立　弘前工業高等学校 全日制 建築科 〒036-8585 弘前市馬屋町6－2 0172-32-6241

20 2-03 青森県立　十和田工業高等学校 全日制 建築科 〒034-000１ 十和田市大字三本木字下平215-1 0176-23-6178

21 2-04 八戸工業大学第一高等学校 全日制 工業科 〒031-0822 八戸市白銀町字右岩淵通り7－70 0178-33-5121

22 2-05 八戸学院光星高等学校 全日制 工業技術科 〒031-8507 八戸市湊高台6-14-5 0178-33-4151

23 2-06 青森県立　八戸工業高等学校 全日制 土木・建築科 〒031-0801 八戸市江陽２丁目２－２７　 0178-22-7348　

３．岩手県

24 3-01 岩手県立　盛岡工業高等学校 全日制 建築・デザイン科 〒020-0841 盛岡市羽場18地割11番地1 019-638-3141

25 3-02 岩手県立　久慈工業高等学校 全日制 建設環境科 〒028-8201 九戸郡野田村大字野田26-62-17 0194-78-2123

４．宮城県

26 4-01 宮城県  白石工業高等学校 全日制 建築科 〒989-0203 白石市郡山字鹿野４３ 0224-25-3240

27 4-02 宮城県  古川工業高等学校 全日制 建築科 〒989-6171 大崎市古川北町四丁目７番１号 0229-22-3166

28 4-03 宮城県  石巻工業高等学校 全日制 建築科 〒986-0851 石巻市貞山5丁目1番1号 0225-22-6338

29 4-04 仙台市立　仙台工業高等学校 全日制 建築科 〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野３－１ 022-237-5341

30 4-05 仙台市立　仙台工業高等学校 定時制 建築土木科 〒983-0042 仙台市宮城野区東宮城野３－１ 022-231-8866

５．秋田県

31 5-01 秋田県立　秋田工業高等学校 全日制 建築科 〒010-0902 秋田市保戸野金砂町３－１ 018-823-7326

32 5-02 秋田県立　大曲工業高等学校 全日制 土木・建築科 〒014-0045 大仙市大曲若葉町３－１７ 0187-63-4060

33 5-03 秋田県立　能代工業高等学校 全日制 建築・木材科 〒016-0896 能代市盤若町３番１号 0185-52-4148

34 5-04 秋田県立　由利工業高等学校 全日制 建築科 〒015-8530 由利本荘市石脇字田尻30 0184-22-5520

35 5-05 秋田県立　横手清陵学院高等学校 全日制 総合技術科 〒013-0041 横手市大沢字前田１４７－１ 0182-35-4033

36 5-06 秋田県立　大館工業高等学校 全日制 土木・建築科 〒017-0005 大館市花岡町字アセ石３３ 0186-46-2833

６．山形県

37 6-01 山形県立　山形工業高等学校 全日制 建築システム科 〒990-0041 山形市緑町１－５－１２ 023-622-4934

38 6-02 山形県立　米沢工業高等学校 全日制 建設環境類 〒992-0117 米沢市大字川井300 0238-28-7050

39 6-03 山形県立　鶴岡工業高等学校 全日制 建築システム科 〒997-0036 鶴岡市家中新町８番１号 0235-22-5505

40 6-04 山形県立　新庄神室産業高等学校 全日制 環境デザイン科 〒996-0051 新庄市松本370 0233-28-8777

41 6-05 学校法人 山形電波学園 山形電波工業高等学校 全日制 やまがた創造工学科 〒994-0069 天童市清池東2-10-1 023-655-2321

７．福島県

42 7-01 福島県立　福島工業高等学校 全日制 建築科 〒960-8003 福島市森合字小松原１番地 024-557-1395

43 7-02 福島県立　福島工業高等学校 定時制 工業科 〒960-8003 福島市森合字小松原１番地 024-557-1395

44 7-03 福島県立　会津工業高等学校 全日制 建築インテリア科 〒965-0802 会津若松市徒之町１－３７ 0242-27-7456

45 7-04 福島県立　郡山北工業高等学校 全日制 建築科 〒963-8052 郡山市八山田２－２２４ 024-932-1199

46 7-05 福島県立　勿来工業高等学校 全日制 建築科 〒974-8261 いわき市植田町堂の作１０ 0246-63-5135
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８．栃木県

47 8-01 栃木県立　宇都宮工業高等学校 全日制 建築科 〒320-0842 宇都宮市京町９－２５ 028-633-0451

48 8-02 栃木県立　真岡工業高等学校 全日制 建設科 〒321-4368 真岡市寺久保１－２－９ 0285-82-3303

49 8-03 栃木県立　今市工業高等学校 全日制 建設工学科　 〒321-2336 日光市荊沢６１５番地 0288-21-1127

50 8-04 栃木県立　小山北桜高等学校 全日制 建築システム科 〒323-0802 小山市東山田４４８－２９ 0285-49-2932

51 8-05 栃木県立　那須清峰高等学校 全日制 建設工学科 〒329-2712 那須塩原市下永田６－４ 0287-36-1155

52 8-06 足利工業大学附属高等学校 全日制 建築科 〒326-0331 足利市福富町2142  0284-71-1285

９．群馬県

53 9-01 群馬県立　前橋工業高等学校 全日制 建築科 〒371-0006 前橋市石関町137-1 027-264-7100

54 9-02 群馬県立　前橋工業高等学校 定時制 建築科 〒371-0006 前橋市石関町137-1 027-264-7100

55 9-03 群馬県立　高崎工業高等学校 全日制 建築科 〒370-0046 高崎市江木町 700 027-323-5450

56 9-04 群馬県立　桐生工業高等学校 全日制 建設科 〒376-0054 桐生市西久方町１－１－４１ 0277-22-7141

57 9-05 群馬県立　館林商工高等学校 全日制 建築科 〒370-0701 邑楽郡明和町南大島 660 0276-84-4731

１０．埼玉県

58 10-01 埼玉県立　大宮工業高等学校 全日制 建築科 〒331-0802 さいたま市北区本郷町1970 048-651-0445

59 10-02 埼玉県立　大宮工業高等学校 定時制 工業技術科 〒330-0802 さいたま市北区本郷町1970 048-651-0445

60 10-03 埼玉県立　川越工業高等学校 全日制 建築科 〒350-0035 川越市西小仙波町　2-28-1 049-222-0206

61 10-04 埼玉県立　春日部工業高等学校 全日制 建築科 〒344-0053 春日部市梅田本町１－１－１ 048-761-5235

62 10-05 埼玉県立　熊谷工業高等学校 全日制 建築科 〒360-0832 埼玉県熊谷市小島８２０番地 048-523-3354

１１．茨城県

63 11-01 茨城県立　水戸工業高等学校 全日制 建築科 〒310-0836 水戸市元吉田町１１０１ 029-247-5711

64 11-02 茨城県立　土浦工業高等学校 全日制 建築科 〒300-0051 土浦市真鍋６丁目１１番２０号 029-821-1953

65 11-03 茨城県立 つくば工科高等学校 全日制 建築デザイン科 〒310-0043 つくば市谷田部1818 029-836-1441

66 11-04 茨城県立　下館工業高等学校 全日制 建設工学科 〒308-0847 築西市玉戸　1336-111 0296-22-3632

１２．千葉県

67 12-01 千葉県立　市川工業高等学校 全日制 建築科 〒272-0031 市川市平田3丁目10番10号 047-378-4186

68 12-02 千葉県立　市川工業高等学校 定時制 建築科 〒272-0031 市川市平田3丁目10番10号 047-378-4186

69 12-03 千葉県立　東総工業高等学校 全日制 建設科 〒289-2505 旭市鎌数字川西5146 0479-62-2522

70 12-04 千葉県立　京葉工業高等学校 全日制 建設科 〒263-0024 千葉市稲毛区穴川4-11-32 043-251-4197

１３．東京都

71 13-01 東京都立　蔵前工業高等学校 全日制 建築科 〒111-0051 台東区蔵前 1-3-57 03-3862-4488

72 13-02 東京都立　蔵前工業高等学校 定時制 建築工学科 〒111-0051 台東区蔵前 1-3-57 03-3862-4488

73 13-03 東京都立　墨田工業高等学校 全日制 建築科 〒135-0004 江東区森下5-1-7 03-3631-4928

74 13-04 東京都立　墨田工業高等学校 定時制 総合技術科 〒135-0004 江東区森下5-1-7 03-3631-4928

75 13-05 東京都立　葛西工業高等学校 全日制 建築科 〒134-0003 江戸川区一之江7-68-1 03-3653-4111

76 13-06 東京都立　田無工業高等学校 全日制 建築科 〒188-0013 西東京市向台町1-9-1 042-464-2225

77 13-07 東京都立　総合工科高等学校 全日制 建築・都市工学科 〒157-0066 世田谷区成城9-25-1 03-3483-0204

78 13-08 東京都立　総合工科高等学校 定時制 総合技術科 〒157-0066 世田谷区成城9-25-1 03-3483-0204

79 13-09 学校法人　昭和第一学園高等学校 全日制 建築科 〒190-0003 立川市栄町 2-45-8 042-536-1611

80 13-10 日本工業大学駒場高等学校 全日制 建築科 〒153-8508 目黒区駒場１－３５－３２ 03-3467-2130

81 13-11 東京工業大学附属科学技術高等学校 全日制 科学・技術科 〒108-0023 港区芝浦3丁目3番6号 03-3453-2251

１４．神奈川県

82 14-01 神奈川県立　神奈川工業高等学校 全日制 建設科 〒221-0812 横浜市神奈川区平川町　１９－１ 045-491-9461

83 14-02 神奈川県立　神奈川工業高等学校 定時制 建設科 〒221-0812 横浜市神奈川区平川町　１９－１ 045-491-9444

84 14-03 神奈川県立　向の岡工業高等学校 全日制 建設科 〒214-0022 川崎市多摩区堰1丁目28番地1号 044-833-5221

85 14-04 神奈川県立　藤沢工科高等学校 全日制 総合技術科 〒252-0803 藤沢市今田 744 0466-43-3402

86 14-05 神奈川県立　小田原城北工業高等学校 全日制 建設科 〒250-0852 小田原市栢山200 0465-36-0111

87 14-06 神奈川県立　磯子工業高等学校 全日制 建設科 〒235-0023 横浜市磯子区森5-24-1 045-761-2980

88 14-07 川崎市立　川崎総合科学高等学校 全日制 建設工学科 〒212-0002 川崎市幸区小向仲野町5-1 044-511-7336

１５．山梨県

89 15-01 山梨県立　甲府工業高等学校 全日制 建築科 〒400-0026 甲府市塩部二丁目７－１ 055-252-4896

90 15-02 山梨県立　甲府工業高等学校 定時制 建築科 〒400-0026 甲府市塩部二丁目７－１ 055-252-4896

91 15-03 山梨県立　峡南高等学校 全日制 建築インテリア科 〒409-3117 南巨摩郡身延町三沢2417 0556-37-0686

92 15-04 山梨県立  富士北稜高等学校 全日制 総合学科 〒403-0017 富士吉田市新西原１－２３－１ 0555-22-4161

１６．新潟県

93 16-01 新潟県立　新潟工業高等学校 全日制 建築科　 〒950-2024 新潟市小新西1丁目5番1号 025-266-1101

94 16-02 新潟県立　上越総合技術高等学校 全日制 建築・デザイン学科 〒943-8503 上越市本城町３－１ 025-525-1160

95 16-03 新潟県立　新発田南高等学校 全日制 建築工学科 〒957-8567 新発田市大栄町３－６－６ 0254-22-2178

96 16-04 新潟県立　新潟県央工業高等学校 全日制 建設工学科 〒955-0823 三条市東本成寺１３番１号 0256-32-5251

97 16-05 新潟県立　新潟県新津工業高等学校 全日制 日本建築科 〒956-0816 新潟市秋葉区新津東町１丁目１２番９号 0250-22-3441
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１７．長野県

98 17-01 長野県 長野工業高等学校 全日制 建築科 〒380-0948 長野市差出南　３－９－１ 026-227-8555

99 17-02 長野県 長野工業高等学校 定時制 建築科 〒380-0948 長野市差出南　３－９－１ 026-227-8555

100 17-03 長野県 池田工業高等学校 全日制 建築科 〒399-8601 北安曇郡池田町池田2524 0261-62-3124

101 17-04 長野県 飯田OIDE長姫高等学校 全日制 建築科 〒395-0804 飯田市鼎名古熊２５３５－２ 0265-22-7117

102 17-05 長野県 上田千曲高等学校 全日制 建築科 〒386-8585 上田市中之条626 0268-22-7070

１８．富山県

103 18-01 富山県立　高岡工芸高等学校 全日制 建築科 〒933-8518 高岡市中川1-1-20 0766-21-1630

104 18-02 富山県立　富山工業高校 全日制 建築工学科 〒930-0887 富山市五福２２３８番地 076-441-1971

１９．石川県

105 19-01 石川県立　小松工業高等学校 全日制 建築土木科 〒923-8567 小松市打越町丙67番地 0761-22-5481　

106 19-02 石川県立　羽咋工業高等学校 全日制 建設造形科 〒925-8521 羽咋市西釜屋町　ク　２１ 0767-22-1193

107 19-03 金沢市立　工業高等学校 全日制 建築科 〒920-0344 金沢市畝田東１－１－１ 076-267-3101

２０．福井県

108 20-01 福井県立　武生工業高等学校 全日制 都市建築科 〒915-0841 越前市文京１－１４－１６ 0778-22-2730

109 20-02 福井県立　敦賀工業高等学校 全日制 建築システム科 〒914-0035 敦賀市山泉13号１番地 0770-25-1533

２１．静岡県

110 21-01 静岡県立　科学技術高等学校 全日制 建築デザイン科 〒420-0813 静岡市葵区長沼５００番地の１ 054-267-1100

111 21-02 静岡県立　沼津工業高等学校 全日制 建築科 〒410-0822 沼津市下香貫八重129-1 055-931-0343

112 21-03 静岡県立　沼津工業高等学校 定時制 工業技術科 〒410-0822 沼津市下香貫八重129-1 055-931-0343

113 21-04 静岡県立　浜松工業高等学校 全日制 建築科 〒433-8567 浜松市北区初生町１１５０ 053-436-1101

114 21-05 静岡県立　浜松工業高等学校 定時制 工業技術科 〒433-8567 浜松市北区初生町１１５０ 053-436-1101

115 21-06 静岡県立　島田工業高等学校 全日制 建築科 〒427-5841 島田市阿知ヶ谷201番地 0547-37-4194

116 21-07 静岡県立　伊豆総合高等学校 全日制 建築工学科 〒410-2401 伊豆市牧之郷892 0558-72-3322

117 21-08 静岡県立　天竜高等学校 全日制 建築デザイン科 〒431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣601 053-925-3139

２２．愛知県

118 22-01 愛知県立　愛知工業高等学校 全日制 建築科 〒462-0052 名古屋市北区福徳町広瀬島350-4 052-911-4421

119 22-02 愛知県立　愛知工業高等学校 定時制 建築科 〒462-0052 名古屋市北区福徳町広瀬島350-4 052-915-8643

120 22-03 愛知県立　一宮工業高等学校 全日制 建築科 〒491-0804 一宮市千秋町佐野字辻田2112 0586-76-2255

121 22-04 愛知県立　豊橋工業高等学校 全日制 建築科 〒441-8141 豊橋市草間町官有地 0532-45-5635

122 22-05 愛知県立　半田工業高等学校 全日制 建築科 〒475-0916 半田市柊町3-1 0569-21-2164

123 22-06 愛知県立　碧南工業高等学校 全日制 建築科 〒447-0066 碧南市円山町3丁目10番地 0566-42-2500

124 22-07 愛知県立　佐織工業高等学校 全日制 建築科 〒496-8018 愛西市渕高町蔭島1番地 0567-37-1288

125 22-08 名古屋市立　工芸高等学校 全日制 建築システム科 〒461-0027 名古屋市東区芳野2-7-51 052-931-7541

126 22-09 学校法人名工学園　名古屋工業高等学校 全日制 建築科 〒466-0054 名古屋市昭和区円上町22-38 052-871-2681

２３．岐阜県

127 23-01 岐阜県立　大垣工業高等学校 全日制 建設工学科 〒503-8521 大垣市南若森町　３０１の１ 0584-81-1280

128 23-02 岐阜県立　高山工業高等学校 全日制 建築インテリア科 〒506-0032 高山市千島町２９１番地 0577-32-0418

129 23-03 岐阜県立　中津川工業高等学校 全日制 建設工学科　 〒509-9193 中津川市千旦林１５２１－３ 0573-68-2115

130 23-04 岐阜県立　可児工業高等学校 全日制 建築工学科 〒509-0202 可児市中恵土２３５８番地１ 0574-32-1185

131 23-05 岐阜県立　岐阜工業高等学校 全日制 建設工学科 〒501-6083 羽島郡笠松町常盤町１７００番地 058-387-4141

132 23-06 関市立　関商工高等学校 全日制 建設工学科 〒501-3938 関市桐ヶ丘一丁目１番地 0575-22-4221
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