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■ 区分コード表  
試験区分 

一般事務 一 般 技 術 
保健師 保育士 

行政コース 福祉コース 土 木 建 築 電 気 機 械 衛 生 造 園 

コード番号 ９０ ９１ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９９ ８８ ８９ 

■ 学校コード表（５０音順） 
 

学 校 名 コード番号 学 校 名 コード番号 学 校 名 コード番号 学 校 名 コード番号 学 校 名 コード番号 

● 大 学 

青山学院大…………1397 

旭川医科大…………0001 

旭川大………………0201 

茨城大………………1008 

岩手大………………1002 

宇都宮大……………1011 

大阪大………………1056 

小樽商科大…………0002 

帯広畜産大…………0003 

学習院大……………1403 

神奈川大……………1498 

金沢工業大…………1534 

金沢大………………1036 

関西大………………1655 

関東学院大…………1502 

北見工業大…………0004 

京都産業大…………1617 

京都大………………1053 

近畿大………………1660 

釧路公立大…………0101 

慶應義塾大…………1410 

神戸大………………1059 

公立はこだて未来大…0103 

國學院大……………1413 

国際基督教大………1414 

駒澤大………………1417 

埼玉大………………1013 

札幌医科大…………0102 

札幌学院大…………0203 

札幌国際大…………0204 

札幌大………………0202 

産業能率大…………1504 

静岡大………………1044 

芝浦工業大…………1420 

上智大………………1422 

信州大………………1042 

成城大………………1429 

専修大………………1433 

創価大………………1434 

高崎経済大…………1211 

拓殖大………………1438 

千歳科学技術大……0205 

千葉工業大…………1386 

千葉大………………1014 

中央大………………1442 

筑波大………………1009 

天使大………………0206 

東海大………………1445 

東京海洋大…………1023 

東京学芸大…………1020 

東京国際大…………1362 

東京大………………1017 

東京都立大…………1214 

東京農業大…………1462 

東京農工大…………1026 

東京理科大…………1465 

同志社大……………1626 

道都大………………0207 

東北学院大…………1314 

東北大………………1003 

東北福祉大…………1317 

東洋大………………1468 

苫小牧駒澤大………0208 

長岡技術科学大……1032 

名古屋大……………1048 

新潟大………………1033 

日本女子大…………1475 

日本大………………1470 

日本福祉大…………1598 

函館大………………0210 

一橋大………………1027 

弘前大………………1001 

福島大………………1007 

藤女子大……………0211 

佛教大………………1630 

法政大………………1481 

放送大………………2001 

北星学園大…………0212 

北海学園北見大……0214 

北海学園大…………0213 

北海道浅井学園大…0215 

北海道医療大………0216 

北海道教育大旭川…0008 

北海道教育大岩見沢…0010 

北海道教育大釧路…0009 

北海道教育大札幌…0006 

北海道教育大函館…0007 

北海道工業大………0217 

北海道情報大………0218 

道職業能力開発大応用課程…0301 

北海道大……………0005 

北海道東海大………0219 

北海道文教大………0220 

武蔵工業大…………1484 

室蘭工業大…………0011 

明治学院大…………1489 

明治大………………1488 

山形大………………1006 

横浜国立大…………1030 

酪農学園大…………0222 

立教大………………1492 

立命館大……………1632 

早稲田大……………1496 

● 短 期 大 学 

光塩学園女子短大…3205 

札幌大谷大短大部…3302 

札幌国際大短大部…3209 

札幌大女子短大部…3207 

静修短大……………3288 

天使女子短大………3294 

道都大短大部………3295 

藤女子短大…………3292 

北星学園女子短大…3296 

北海道自動車短大…3217 

北海道女子短大……3287 

北海道武蔵女子短大…3220 

● 高 等 専 門 学 校 

旭川工業高専………5001 

釧路工業高専………5002 

札幌市立高専………5101 

苫小牧工業高専……5003 

函館工業高専………5004 

● 専門学校 (専門士取得 ) 

※(専)は専門学校の略 

旭川高等看護学院…6135 

大原簿記情報(専)札幌校 

…6016 

帯広高等看護学院…6022 

札幌科学技術(専)…6049 

札幌経理専門学校…6202 

札幌社会福祉(専)…6053 

札幌商工会議所付属(専) 

…6055 

札幌ｿﾌﾄｳｪｱ(専)……6059 

札幌理工学院………6070 

(専)札幌ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ…6078 

(専)札幌ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ…6080 

日本工学院北海道(専)…6096 

北海道中央工学院(専)…6196 

北海道ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(専 )…6128 

北海道立衛生学院…6137 

● 高 校 

全ての高校…………空欄 

■ 学科コード表（５０音順） 
 

学科名 コード番号 学科名 コード番号 学科名 コード番号 学科名 コード番号 学科名 コード番号 

● 大学・短大・高校等 

医療秘書……………004 

医療福祉……………005 

英語…………………007 

英語英米文…………008 

衛生看護……………011 

英文…………………015 

英米文化……………017 

応用化学……………019 

応用電子工…………023 

音楽…………………025 

音響…………………325 

会計…………………388 

介護福祉……………027 

海洋環境……………029 

海洋生物資源化学…031 

化学…………………033 

家政…………………035 

学校教育教員養成…036 

看護…………………043 

観光…………………044 

機械…………………046 

機械工………………048 

機械システム工……049 

企業法………………051 

教育…………………054 

教養…………………055 

経営…………………057

経営環境……………058 

経営工………………060 

経営情報……………062 

経済…………………064 

経済法………………065 

健康科学……………070 

建設…………………074 

建設ｼｽﾃﾑ工(建築)…077 

建設ｼｽﾃﾑ工(土木)…078 

建築…………………079 

建築工………………080 

工業化学……………084 

国際文化……………093 

国際理解教育………094 

国文…………………096 

材料工………………098 

材料物性工…………099 

作業療法……………100 

産業社会……………103 

産業情報……………104 

自動車………………322 

自動車工業…………111 

社会…………………114 

社会環境工…………307 

社会基盤工…………115 

社会情報……………118 

社会福祉……………120 

獣医…………………121 

商……………………122

生涯教育……………123 

商業…………………124 

情報…………………126 

情報アーキテクチャ…127 

情報工………………131 

情報システム………132 

情報システム工……133 

情報処理……………135 

情報ビジネス………138 

食品科学……………141 

食品流通……………142 

食物栄養……………144 

人文科学……………146 

心理…………………147 

心理・応用コミュニケーション …148 

生活…………………154 

生活科学……………155 

生活教養……………156 

生活文化……………160 

生産機械システム技術…339 

生産電子システム技術…340 

政治…………………166 

生物…………………168 

生物工………………171 

体育…………………185 

地域環境……………186 

地域環境教育………187

地域看護……………188

地域経済……………308 

地球科学……………190 

畜産…………………452 

地理…………………196 

電気…………………199 

電気技術……………321 

電気工………………200 

電気電子工…………201 

電子機械……………202 

電子機械工…………203 

電子工………………204 

電子情報工…………205 

土木…………………207 

土木開発工…………208 

土木工………………209 

日本語・日本文化…211 

日本語・日本文学…212 

日本文化……………213 

人間科学……………214 

人間総合……………310 

人間文化……………216 

農業経済……………218 

光応用システム……222 

複雑系科学…………227 

福祉計画……………228

福祉心理……………229 

服飾美術……………233

福祉臨床……………234

普通…………………235 

物質光科学…………237 

文学…………………239 

文化総合……………240 

保育…………………242 

保育福祉……………243 

法……………………244 

法学課程……………246 

法律…………………247 

保健…………………250 

保健看護……………385 

保健婦………………252 

幼児教育……………261 

酪農…………………264 

理学療法……………266 

旅行…………………272 

臨床福祉……………274 

● 大 学 院 

環境科学院…………352 

工学研究……………305 

情報科学研究………351 

法学研究……………335 

農学研究……………311 

理学研究……………386 

理工学研究…………384 

注）【該当するものがない場合】インターネットによる申込み：「９９９」を入力 

【該当するものがない場合】     郵送による申込み：空欄 
 

注）【該当するものがない場合や、学科名が似ていても完全に一致しない場合】 

インターネットによる申込み：「９９９」を入力 

【     郵送による申込み：空欄 
 




