
建築学科 学科長 崎野 良比呂

ご入学、おめでとうございます！



建築学科の歩み

 1965年 呉で設立された。

 1992年 東広島キャンパスに移転

 1994年 大学院が開設

 2001年 建築学コース・インテリアデザインコース

 2007年 JABEE（日本技術者教育認定機構）認定

2

呉時代

現在

建築学科の概要
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建築学（科）の３分野

構造
材料
生産

計画
設計

環境
設備

建築学科の概要
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建築学科の３分野
 計画・設計

実在していない建物を図面などに表現する。

教員：5名+非常勤講師14名

 構造・材料・生産

外力・荷重などに応じ目的にかなった建築物を形成する。

各種の建築材料を使用し、建物をつくる。

教員：5名

 環境・設備

快適な室内環境を作る。

教員：2名

12名の専任教員中、6名
が一級建築士資格を保有

（実務経験がある）

建築学科の概要



建築学科のコース

 建築学コース（JABEE）
一級建築士の受験要件を網羅。

 インテリアデザインコース（JABEE）
コース分け：1年次の12月頃

定員：10～15名程度（希望者から選考）

内容：建築学コースの授業に加え、

インテリアデザインに特化した授業（2,3年次）

専門性の高い非常勤講師 3名
5

建築学科の概要



専門教育
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工学基礎

建築設計製図 建築計画

建築環境工学 建築設備

構造力学 建築一般構造

建築材料 建築生産

インテリアデザイン

共通

建築学科の概要
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有名建築家を招いての講評会 年４回

建築家五十嵐淳 建築家中村拓志

建築家石上淳也 建築家今村雅樹

建築学科の概要
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充実した教育・研究設備１

環境共生型木造実験住宅

自然冷暖房システム図

GL

太陽熱温水器(⑥)

オーバーフロー

雨水貯留槽(②)

雨水保温・保冷タンク(④)

補給水

雨水分流器(①)

樋

ポンプ(③)

冬期

2
0
0

4
0
0

600

集熱部 1001×2001×60mm(2枚)
貯湯槽部 465×2008×505mm
有効採湯量 200リットル

鉄筋コンクリート製ピット
貯留量：1,670W×1,670D×1,450H≒4トン

※浄化槽の再利用も可

吐水量16L/min
始動揚程16m
出力150W

初期降雨排水

夏期

雨水

床冷暖房
ラジエータ
ファンコイルユニット
など

オーバーフロー
余水排水

庭散水
トイレ流し
など

屋根水流下

太陽光発電パネル

吐水量26L/min
始動揚程18m
出力250W

屋根面積
60㎡

タンク切替え
自動制御盤(⑤)

熱交換装置(⑦)

既製ドラム缶（径600×高900）×6本
貯留量：300×300×3.14×4,770≒1.3トン／1本

4
,
8
0
0

建築学科の概要

8
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充実した教育・研究設備２

５０００ｋＮアムスラー試験機

建築学科の概要

X線残留応力測定装置

構造試験装置
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茅葺き民家再生プロジェクト

建築学科の概要
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星降るテラス in 福富

建築学科の概要
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消防署建設プロジェクト

建築学科の概要

 高屋分署建設に伴う
長期実践型インターンシップ

参加学生は設計者ら関係者と設
計内容に関する意見交換を行い、
学生の意見を反映できる部分につ
いては反映しながら建設を進める。
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デザインコンペ他 受賞（2020年度）
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デザインコンペ名 表彰名 氏名

2020年度日本建築学会設計競技

中国支部入選
山口晃久（B4）
杉山星斗（B4）
岩間創吉（B4）

中国支部入選
中山遼（M1）
河上悠人（M1）
西川優（M1）

中国支部入選

吉本大樹（M2）
棗田直路（M2）
瀧下裕治（M1）
野村陸（M1）

第12回ハーフェレ学生デザインコン
ペ

上位21選
増田耕平（B4）
松葉大吾（B4）
末本佳香（B2）

第一回日本建築学生賞 20位

増田耕平（B4）
三谷啓人（B4）
若林瑞穂（B4）
名畑健太（B4）

広島平和祈念卒業設計展2021

3位
高橋昂大（B4）

審査員特別賞（畑友洋賞）松葉大吾（B4）

ひろしまヤングベンチャー賞 科学・技術分野【金賞】 足立喬昭（B4）

キャンパスベンチャーグランプリ中国 奨励賞 足立喬昭（B4）

在学生の活躍



デザインコンペ他 受賞（2021年度）

14

在学生の活躍

デザインコンペ受賞

2021年度日本建築学
会設計競技

中国支部入選
瀧下裕二（M2）
三谷啓人（M1）
岩間創吉（M1）

WASA世界建築学生
賞

世界100選
松葉大吾（M1）
髙橋昂大（M1）
増田耕平（M1）

第2回 UKIHAデザイン
コンペ

入選 川﨑俊也（B4）

夢の住まいづくりアイ
デア展

優秀賞 吉田真子（B4）

優秀賞
後藤柚紀（B4）
小迫友樹恵（B4）
宮原佳那（B4）

第 8 回 POLUS ーポラ
ス

ー学生・建築デザイン
コンペティション

入選
三谷啓人（M1）
岩間創吉（M1）

第 12 回 JIA・テスク
チャレンジ設計コンペ

最優秀賞
小林成樹（B4）
宮脇大樹（B4）
新谷恭平（B4）

第13回エイブル空間
デザインコンペ2021 6選 杉山星斗（M1）

第13回 ハーフェレ学
生デザインコンペ

優秀賞 岩間創吉（M1）

18選 髙橋昂大（M1）

18選 古川智大（B4）

第48回 五三会建築
設計競技

12選 髙橋昂大（M1）
増田耕平（M1）

第28回空間デザイン
コンペ

34選 三谷啓人（M1）
小澤叶萌（B4）

34選 瀧下裕二（M2）
増田耕平（M1）

34選 増田耕平（M1）

34選 山本勇斗（B3）

 

  

 

34選 山本勇斗（ 3）

日本ペイント 優秀賞 三谷啓人（M1）

建築新人戦2021

100選 高橋拓馬（B3）

100選 白川英康（B3）

100選 藤本泰弥（B3）

100選 正村優樹（B3）

広島平和記念卒業設
計展2022

優秀賞
東屋京香（B4）

優秀賞 船山武士（B4）

優秀賞 池内総一郎（B4）

審査員特別賞
（川口圭介賞）

植田優花（B4）

審査員特別賞
（手塚由比賞）

古川智大（B4）

12選 川﨑俊也（B4）

12選 小澤叶萌（B4）

せんだいデザインリー
グ

卒業設計日本一決定
戦2022

100選 宮脇大樹（B4）

Design Review2022

69選 船山武士（B4）

69選 上垣勇人（B4）

69選 宮脇大樹（B4）

赤れんが卒業設計展
2022

101選 植田優花（B4）

101選 小澤叶萌（B4）

福岡デザインレビュー
2022 70選 川本龍輝（B3）



建築学会発表 受賞（2020～2021年度）
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 日本建築学会中国支部研究発表会

若手優秀発表賞

2020年度

・ 鮫島 有太佳（Ｂ４） ・ 小野 樹（Ｂ４） ・池田 航輔 （Ｂ４）

2021年度

・ 水谷 友香（Ｍ2） ・ 緒方 杏香（Ｍ1）

構造部門若手奨励賞

2020年度 ・ 新甲 蓮（Ｂ４）

2021年度 ・ 加藤 智治（Ｍ2）

在学生の活躍



他学会 発表 受賞（2021年度）
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 2021年度 構造工学シンポジウム

若手優秀発表賞
・ 水谷友香（M2）

 2021年度 溶接学会中国支部 学生発表会

山本正登奨学賞
・ 加藤智治（M2）

最優秀ポスター発表賞
・ 植木拳（B4）

在学生の活躍



就職内定率・進路決定率

 学部生

2019年度 内定率：98.5％
2020年度 内定率：96.1％
2021年度 内定率：97％（3月15日現在）

 大学院生

2019年度 内定率：100％
2020年度 内定率：77.8％
2021年度 内定率：78.6％ （3月15日現在）
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就職について



主な就職先（2021年度）

 学部卒

鹿島建設、大和ハウス工業、五洋建設、西松建設、

戸田建設、三井住友建設、熊谷組、東急建設、

高松建設、佐藤工業、大本組、安藤・間、

鉄建建設、大鉄工業、藤木工務店、鴻池組、

矢作建設工業、三建設備、大成設備、三機工業、

ダイダン、中電工、四電工、ノザワ、

オリエンタル白石、IAO竹田設計、大建設計など
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就職について



近年、女子学生の活躍（2020～2021年度）

 IAO竹田設計 意匠設計(2021) 
 JIN建築設計 意匠設計(2021)
 矢作建設工業 意匠設計(2021)
 安藤・間 設備設計(2021)
 佐藤工業 設備設計(2021)
 大成設備、三建設備、ダイダン 設備設計(2021)
 高松建設 意匠設計(2020)
 大建設計 意匠設計（2020）（2021）
 NTTファシリティーズ中国 意匠設計(2020)
 東広島市役所(2020)
 鹿島建設 施工管理(2020)
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就職について



近年、大学院生の活躍（2020～2021年度）

 竹中工務店 構造設計・設備設計(2021) 
 清水建設 設備設計(2021) 
 鹿島建設 意匠設計(支社 2021) 施工管理(2020)
 大和ハウス工業 構造設計(2021) 
 西松建設 設備設計(2021) 
 大本組 設備設計(2021) 
 五洋建設 施工管理(2021) 
 藤原・室建築設計事務所 意匠設計(2021) 
 徳島県庁 (2021) 
 松井建設 意匠設計(2020)
 石本建築事務所 意匠設計(2020)
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就職について



学校名 合格者数

日本大学 153
東京理科大学 128
芝浦工業大学 96
近畿大学 87
早稲田大学 79
明治大学 69

千葉大学 68

工学院大学 63
京都工芸繊維大学 57
京都大学 56
神戸大学 54
大阪工業大学 51
法政大学 51

1級建築士合格者数（2021年、近畿大学）

21

4位!

出典：公益社団法人 建築技術教育普及センター
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-data.html

年度 順位（合格者数）
合格率
（％）

全国合格率*
(％)

2004年 3位（133人）

2005年 3位（122人）

2006年 5位（ 73人）

・・・ ・・・

2018年 5位（ 77人） 16.4 12.5

2019年 5位（ 66人） 14.0 12.0

2020年 5位（ 70人） 14.9 10.6

2021年 4位（ 87人） 18.5 9.9

定員（名）
建築学部：280
工学部建築学科：100
産業理工学部建築・デザイン学科：90

計：470

* http://www.archicom.co.jp/1qgokaku.htm

卒業生の活躍



院生の一級建築士合格（2020～21年度）

在校生の活躍

 一級建築士合格（学科＋設計製図）

２０２１年度 一橋 美緒（M2）

 一級建築士（学科）合格

２０２０年度

水谷 友香（M1）､一橋 美緒（M1）、谷口尭高（M1）

２０２１年度

西本 有輝子（M2） 、竹平 顕敏（M2） 、山口 彰久（M1）
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その他の資格の合格（2021年度）

在校生の活躍

 空気調和・衛生工学会設備士（空調、衛生両部門とも）

谷口 尭高（M2）

 宅地建物取引士（宅建）

藤本 泰弥（B3）、田端 遥（B3）、佐伯 優斗（B3）、

山内 佑（B3）、國本 旭（B2）

 インテリアコーディネーター

植田 ヒカリ（B3）
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多くの建築家を輩出

 岩本秀三（岩本秀三設計事務所） 1975年卒

 中村勇大（中村勇大アトリエ） 1981年卒

 玉置順（玉置アトリエ） 1986年卒

 齊藤正（轂工房） 1987年卒（2019年博士学位取得）

（2015年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞）

 中村勝己（中村勝己建築設計事務所） 1987年卒

 柏木学（カシワギ・スイ・アソシエイツ） 1989年卒

 中脇充博（73ARCHITECT） 1996卒

卒業生の活躍
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多くの建築家を輩出

 土井良介 （ドイアンドパートナーズ

一級建築士事務所） 1999修了

 佐々木勝敏（佐々木勝敏建築設計事務所） 1999年卒

 村田純（JAM） 1999年卒

 野田竜一郎（野田竜一郎建築景観設計事務所）

2000年卒

 中川雄三（アトリエナカ建築設計事務所） 2003年卒

 可児公一／植美雪（KANIUE ARCHITECTS） 2006年卒

（2020年日本建築学会作品選集新人賞・

2020年日本建築学会作品選奨受賞）

卒業生の活躍
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教員の受賞（2020年度）
 藤井大地 教授

2020年日本建築学会賞(論文)

国内で最も権威のある建築の賞の１つ

「位相最適化手法を用いた構造形態創生に関する

一連の研究」

 吉谷公江 講師 （育休中）

2020年度第3回兵庫・関西キャタピラーSTEM賞

将来を担う若手女性研究者に対して贈られる賞

「建築物の要求性能における材料劣化を起因とする

経時的変化に関する研究」

教員の研究力
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さいごに

自分を鍛えるための環境は

整っています。

頑張れば素晴らしい成果を

挙げることができます。

我々教員は教育に真剣に取り組みます。

一緒に頑張っていきましょう。 27
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