
〒 739-8527 東広島市鏡山 1-4-1
TEL.  082-424-7839（建築事務室）
URL. https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng4/abep
E-mail  ken-jimu@four.hiroshima-u.ac.jp
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広島大学建築プログラム卒業生の進路

広島大学建築プログラム卒業生の
一級建築士合格者数の推移

平成 26~28 年度
学部卒業生

進路

平成 26~28 年度
大学院博士前期課程

修了生進路

工学部第四類（建設・環境系）

建築プログラム

未来のため
　　君たちにできることを探そう

建築プログラムについて
卒業生・修了生の主な進路
総合建設業	 大林組、清水建設、大成建設、鹿島建設、竹中工務店、フジタ、前田建設、熊谷組、奥村組、戸田建設　ほか

住宅メーカー	 積水ハウス、住友林業、パナホーム、大和ハウス、トヨタホーム岡山、創建ホーム　ほか

設計事務所	 日建設計、日本設計、NTT ファシリティーズ、類設計室、原田デザイン、ダイダン、IMA建築設計　ほか

官公庁・公団	 国土交通省、財務省、東京都庁、広島県庁、岡山県庁、広島市役所、鉄道・運輸機構、都市再生機構、計量計画研究所　ほか

教育・研究機関	 広島大学、神戸大学、東京工業大学、横浜国立大学、広島工業大学、近畿大学、呉工業高等専門学校　ほか

その他	 	 中国電力、四国電力、中電技術コンサルタント、JR 西日本、博報堂、旭化成、マツダ、コクヨ　ほか

取得できる資格

■一級建築士、二級建築士
広島大学建築プログラムを卒業すると、二級建築士の受験資格が与
えられます。また、2年以上の建築実務経験を経ると、一級建築士の
受験資格が与えられます。
本学大学院へ進学し、インターンシップ等の所定の科目を履修、単
位を修得することで一級建築士受験資格に必要な実務経験 2年のう
ち、1年間が免除されます。
広島大学建築プログラムの卒業生は例年、一級建築士試験に多数合
格しており、合格率は国内トップクラスです。

■その他の資格
上記の他に、建築プログラムでは、高等学校教諭 1種免許状（工業）、
建築設備士受験資格、インテリアプランナー受験資格などを得るこ
とができます。

授業科目
専門基礎科目
応用数学Ⅰ、応用数学Ⅱ、応用数学Ⅲ、応用数学総合、応用数理Ａ、確率・統計、技術英語演習、建築コンピュータ工学、建築設計製図Ⅰ、

建築設計製図Ⅱ、建築計画Ⅰ、都市計画、建築図学、日本建築史、現代建築史Ⅰ、環境論、建築環境学Ⅰ、建築環境学Ⅱ、建築行政、

建築構造力学Ⅰ、建築構造力学Ⅱ、建築一般構造、地盤・建築基礎構造、建築材料、鉄筋コンクリート構造、鋼構造設計基礎、建

築物振動論、建築環境学演習、建築材料実験、建築見学演習、建築学外実習、工学プログラミング基礎、空間の創造

専門科目
建築設計製図Ⅲ、建築設計製図Ⅳ、建築設計製図Ⅴ、建築計画Ⅱ、平和都市・建築論、建築倫理、芸術制作、現代建築史Ⅱ、建築設備Ⅰ、

建築設備Ⅱ、都市環境論、植生・生態学、環境デザイン論、サスティナブル・デザイン、建築施工、建築生産マネジメント、建築防災、

構造解析法、鋼構造設計法、耐震構造、建築構造設計、建築ゼミナールⅠ、建築ゼミナールⅡ、卒業設計、卒業論文

学部 大学院



建築構造力学 /
森 拓郎 准教授

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

建築を志す皆様へ
日本の建築家は世界中で活躍しており人類の文化創造に貢献していますが，そこには幅広い知識に加えて深い倫理観が求められて

います。とりわけ広島においては，平和な生活環境を創造するための知恵が集積されています。一方，世界でも有数の地震国であ

る日本では，耐震性の高い建物を設計する技術が求められています。さらに，環境に優しい建物を建設して高度な居住環境を形成

するための技術が必要になっています。  

建築プログラムでは，多岐にわたる建築物およびそれを取り巻く地域的な環境を工学的に取り扱うため，建築設計，地域計画，都

市計画等について学習します。その中で，建築物における計画的・環境設備的・構造的な設計およびその配置に対して，個々の人

間および社会の営みにより必要な空間を確保，制御することが中心的な課題になっています。  

工学的技術の進歩により，種々の側面を一人で全うすることが現代では困難になっていますが，これらの学習を通じて，建築に関

する技術的問題に対していずれかの分野における高い専門性を持ち，分野横断的な能力を有する技術者・研究者・建築家を輩出す

ることを目標にしています。 

建築材料学研究室

建築構造力学研究室

建築構造学研究室

建築防災学研究室

建築耐震工学研究室

地盤・建築基礎工学研究室

都市・建築計画学研究室

建築史・意匠学研究室

建築環境学研究室

建築設計学研究室

アジア建築都市環境研究室

卒
業
設
計

卒
業
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文
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手

建築プログラムへ配属 研究室配属

第四類（建設・環境系）

の教養科目履修
「教養ゼミ」や「平和科目」等の

教養コア科目、外国語科目等の他、

基盤科目としての数学・物理学系

の科目や「空間の創造」などが含

まれます。また専門基礎科目のは

じめとして「応用数学 I」を学び

ます。

専門基礎・専門科目の履修

本格的に「専門基礎科目」「専門科目」を学び始めます。2・

3 年次に学ぶ「専門基礎科目」としては、建築材料、鉄筋

コンクリート構造などの「建築構造」に関する科目、「建

築環境」に関する科目、建築史、建築法規、都市計画、建

築計画、建築設計製図などの「建築計画」に関する科目な

どがあります。

学習過程

建築プログラムの中で学んだ専門知識を使い、大学祭の期間中

に学生の自主的企画として、建築にかかわる創作展示が行われ

ています。

自分でアイデアを出して考えるということは、それまでに経験

したこと・学んだことを総動員して行う作業です。そのとき、

過去の経験・知識をどう活用するか考えて実行することで、そ

れらは初めて自分の知恵となり、これが“学ぶ”というものです。

建築プログラムでは基礎的な学習に重点を置くとともに、学生

自身に考える場を与え、“学ぶ”ということを体感してもらい、

学際的・総合的研究を開拓し推進する能力を養成します。

卒業論文・卒業設計（4 年次）

卒業論文・設計を、各指導教員の下で執筆・製作します。優れたも

のは、論文は学術論文集へ投稿、また、設計等は全国的な雑誌、展

覧会に出品されています。

建築ゼミナール（3 年次）

各教員単位のグループに分かれ、

提示された特定の専門テーマに

ついて、学習・演習を行います。

（震動台実験）

建築設計製図I〜V（2〜4年次）

住宅、美術館、複合施設などの

課題を通じて、建築設計の基礎

的な技術や知識を学びます。 学ぶということを知ろう

※写真：平成 23 年度大学祭「茶室の製作」

建築材料学 /
大久保孝昭 教授

建築構造学 /
田川 浩 教授・陳 星辰 助教

建築防災学 /
中村尚弘 教授・三浦弘之 准教授・鍋島国彦 助教

建築耐震工学 /
寺本篤史 准教授

B u i l d i n g  e n g i n e e r i n g建築構造学

研究室紹介

A r c h i t e c t u r e建築計画学
都市・建築計画学 /
角倉英明 准教授・石垣 文 助教・田村将太 助教

建築史・意匠学 /
水田 丞 准教授

建築環境学 /
西名大作 教授・金田一清香 准教授

建築設計学 /
中薗 哲也 准教授

アジア建築都市環境 /
久保田 徹 教授

本研究室では、循環材料として注目されている木材・

木質材料を用いた構造物について、既存の建物におけ

る耐震性能の評価およびその補強技術の提案、新しい

建物における新材料の評価や、接合方法や設計手法の

開発などを実施ししています。加えて、木造長寿命化

のための耐久性の評価なども実施しています。

　2021 年 7 月 現在

　最新の情報は下記 URL から御覧いただけます。

　https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng4/abep

田中貴宏 教授

私たちは、建築物の生産や維持

管理を高度化するために建築

材料や施工技術に関する研究

を行っています。いくら良い設

計であっても材料の選定やき

ちんとした施工が行われない

と良い建物にはなりません。

本研究室では、建築物の居住性

能を向上するための建築材料

や部材の開発、建築物の寿命を

伸ばすための診断技術などの

研究を行っています。

大地震などによる自然災害に対して、都市を構成する

構造物を丈夫にしておくことは、豊かな社会を目指し

ていく上で重要です。そこで、当研究室では鉄骨構造

に関する研究を進めています。主な研究テーマは制振

構法・接合部・耐震部材の開発、骨組の挙動解析およ

び設計法、耐震補強です。

日本は世界で発生する地震の約 20％が集中する地震国

です。このため日本の建築物では地震への対応が極めて

重要です。本研究室では、最新の構造解析技術に基づき，

建築物の大地震時の応答評価と対策検討により建築物

の安全・安心を高める研究を行っています。また、建

築物の地震被害軽減のための強震動予測技術・地盤震

動評価技術の構築、地理情報システムやリモートセン

シングを応用した地震防災技術の開発を進めています。

本研究室では、鉄筋コンクリート構造物に着目し、

RC 部材性能の将来予測、非構造部材の耐震診断技術、

新たな補修・耐震補強工法の提案、汚れや微生物の種

類に着目した美観性評価など、材料レベルから構造レ

ベルまで、鉄筋コンクリートに関する幅広い研究テー

マに取り組んでいます。

都市・建築計画学研究室では、住まいや公共建築物、

そしてその集合である都市・地域を対象に、それらの

使われ方や、つくられ方の調査、環境・防災性能の評

価などを進めています。また、それらの成果をベースに、

より安全で、便利で、快適な建築物や都市環境をつく

るための企画・計画・設計・マネジメントの手法を開

発しているほか、各地のフィールドで、具体的な建築

物やまちづくりの提案を行っています。

建築のデザインには、芸術的な直観が必要である一方

で、形や色彩などについての知的な理論があります。

これは優れた建築作品を分析し、造形の理論として再

構築することで理解できます。

本研究室では、日本はもちろん、世界の建築作品、また、

歴史的な都市の景観などを題材に、新しい視点や分析

方法を導入しつつ、建築デザインの理論を開拓するこ

とに努めています。

地球温暖化が問題となり、エネルギー消費の削減が求

められています。本研究室では、建物を起源とする

CO2 排出量を減らすために、空調や給湯などの設備

建築とは本来、その地域にある材料・技術、そこに根ざ

す職人によって成り立ってきた。しかし昨今ではいずれ

もが均質化され、地域との関係性が希薄になってきてい

る。研究室では、土地の自然環境、歴史・風土、社会的・

時代的課題を読み解き、その地域・時代にふさわしい建

アジアの都市環境を改善することは、環境立国として

の日本の使命だと思っています。本研究室では、東南

アジアを中心とした途上国における持続的開発の実現

を目指した研究を行います。特に、建築分野における

温室効果ガスの発生を抑える理論や技術を現地の研究

築のあり方を目指しま

す。また、社会的要望

に応えるべく、BIM や

CFD 解析などを用いた

「見える化」の設計手法

の可能性を追求してい

きます。

者とともに研究しま

す。単なる日本人で

はなく、アジア人と

して物事を捉えるこ

とができる真の国際

環境リーダーの育成

を目指します。

システムの最適化や効率的

な管理 ･ 運用の方法を検討し

ています。また、住宅などで

は設備更新の機会も少ない

ため、居住者に考え方を改め

てもらう必要があります。居

住者の行動変容による効果

についても、社会的、心理的

な面からアプローチしてい

ます。


