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近 畿 大 学 建 築 学 部のイイところ、

スキなところは？
近畿大学

建築学部
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児島 咲樹さん
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大阪市立東高校出身

松下 暉佳さん
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奈良県・智辯学園奈良カレッジ高等部出身

杉村 明日香さん
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野田 詩織さん

建築学科［4年］
兵庫県立川西緑台高校出身
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建築学科［4年］
大阪府立生野高校出身

随時更新中。
建築学部の最新の情報は
ここでチェック

建築学科［2年］
福井県立高志高校出身

田崎 詩菜さん

建築学科［1年］
福岡県・筑紫女学園高校出身

櫻井 征弥さん

建築学科［1年］
大阪府・初芝富田林高校出身
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大道 菜々花さん
建築学科［1年］
兵庫県・甲南女子高校出身
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建築学部のより詳しい情報について、ぜひ建築学部の公式
ホームページをご覧ください。本冊子には盛り込まれていない、
さまざまな情報が入手できます。
また、
「NEWS RELEASE」や
「TOPICS」は常に更新されています。定期的にチェックして、
興味深い話題を発見してください！

笛吹 春稀さん

総合理工学研究科

ホームページへアクセス！
スマホ版もこちらから
https://www.kindai.ac.jp/
architecture/

30

奨学金

交通アクセス

＊本誌に掲載されている学生の学年表記は、取材時
（2021年度）
のものです。
また教員組織は2022年度のものです。2023年度は変更になる場合があります。
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建築学部でめざせる
建築のシゴトカタログ

「建物をつくる」と一口に言っても、そこにはさまざまな工程があり、
数多くの人々がかかわっています。そんな建築とつながりの深い

建材メーカーなど

構造設計者
建築の設計者（意匠設計者）
と打ち合わせて構造計画を提
案。安全性や建設コストを意識した構造図・構造計算書など
の構造設計図書を作製します。

ランドスケープアーキテクト
デベロッパー
都市開発やマンション分譲など幅広い開発事業にかかわりま
す。土地の購入から、
その土地につくる建物の企画、建設、
販売、運営までを総合的に手がけます。

都市プランナー

建物の建設には木材やセメント・コンクリートなど、
さまざまな
資材が用いられます。それらをディベロッパーなどに売り込む
のが営業職の仕事です。

設計監理

現場監督

工事中に施工業者が図面通
りの仕事をしているか、建設
現場での工事監理を行うの
が主な仕事です。違反建築
や手抜き工事を防止します。

建築現場において、設計図
を基に建物などをつくり上げ
るために、品質・コスト・工期・
安全・環境にかかわるすべて
のマネジメントを行います。

ファシリティマネジャー

店舗開発・設計者

家具デザイナー

立地戦略や出店計画の立
案 、クライアントとの折 衝 、
設計者や施工業者とのやり
とりなど、店舗のオープンに
向けてプロジェクト全 体 の
進行役を担います。

オフィスや病院、図書館、美
術 館など、その用 途と空 間
に合った家具を制作。建築
家やインテリアデザイナー
が本業と兼ねて行うこともあ
ります。

照明デザイナー

インテリアデザイナー

光そのものをイメージして組
み立てることからスタートし、
器 具やランプの種 類 、それ
らの配置や光の当て方など
を検 討し、空 間の雰 囲 気を
演出します。

マンションや店舗、百貨店、
ショールーム、オフィスなど、
対 象に特 化した付 加 価 値
を模 索しながら、インテリア
の 設 計・施 工などを手がけ
ます。

働く人々の知的生産性向上のため、内装、空調設備といった
ハードと、
ホスピタリティの高いサービスといったソフトの両面
から、人々が働きやすい環境を追求します。

マンション管理士
マンションにおける構造上の問題や、維持・管理について、専
門知識を生かした適切な助言や指導、援助などのコンサル
ティング業務を行います。

エネルギー・コンサルタント

エアコン・換気扇などの空調
や、
トイレ・キッチン周りの給排
水の衛生を担当する機械系
と、電気系統を担当する電機
系の2種類の仕事があります。

省エネ性に優れた躯体構造・
壁体構成を提案。設備機械
の組み合わせを考えます。

４年 間の流 れ

地 方 公 共 団 体 の 職 員とし
て、都市計画行政に携わり
ます。自治体によって都市整
備局、土木建設など、
かかわ
る部署はさまざまです。

建築家

土地が持つ資源や環境など クライアントの要望を聞き、
の諸要素を基盤に、都市空 敷地を読み、図面を描くとい
間や造 園 空 間などを設 計・ うのが仕事の大きな流れ。総
構築。公園や緑地整備事業 合建設業や組織設計事務
からマンション事業まで仕事 所に所属し、意匠設計を担
は多岐にわたります。
当する人もいます。

設備設計者

公務員

都市計画のためのマスター
プランや各種制度のための
リサーチ・計画業務と、開発
事 業や管 理・運 営などを行
い、プロジェクト全 体を取り
仕切ります。

建築の外装設計とコンサルティングを担当。ガラスやサッシ、
構造体などの取り合いや使用する建材を提案し、
ファサード
周りの図面を起こします。

キャリア

仕事について見ていきましょう。

CASE.1

ファサードエンジニア

コストプランナー
建設会社内においてクライアントの意向を受け、設計事務所
が作製した図面から実際に建物をつくり上げていくために必
要な工事内容の項目、数量、
コストを正確に算出します。

学びの特 長
キャリア

学 びの特長

大規模都市開発

戸建て住宅の建築

建築家

3
2
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建設工事の着工

5

内装工事の着工

工事の着工

3

修繕・改築

維持管理

技術開発

クライアントの要望を聞いた
上で、敷地を読み、図面を描
き、建築の設計者
（意匠設計
者）
として全体を統括します。

設計（ハウスメーカー）
施主に対して、自社の商品や工法の特
色などを紹介。また予算などを考慮した
上で、施主の要望にそったさまざまな提
案を行うのも大切な仕事です。

耐震性、省エネ性に優れた建
材・工法の開発を行います。

インテリアデザイナー
インテリアの設計・施工などを担当。各戸
建て住 宅の特 色を最 大 限に生かすた
め、対象に特化した付加価値とデザイン
を調和させたプランを考えます。

省エネ住宅コンサルタント
構法プランナー
住宅設備プランナー

現場監督・工事責任者

住宅建材メーカー

建築現場において、設計図を基に建物
などをつくり上げるために、品質・コスト・
工期・安全・環境にかかわるすべてのマ
ネジメントを行います。

福祉住環境コーディネーター

健康住宅アドバイザー

リフォームアドバイザー

高齢者や障がい者が安全で自立した生活を送れるような、
ま
た介護する側の負担を軽減できるような住環境づくりを考
え、提案するのが主な仕事です。

家具コーディネーター

クライアントの持つ住まいに対する
悩みや不便さを理解し、暮らしやす
さ、快適性、デザイン性などを考慮し
ながら、具体的なリフォームプランを
考えます。

建築士資格取得までの流れ

両資格で異なるのは扱える建造物の規模です。二級建築士には細かな規定があり、高さ13メートル以
下、軒高9メートル以下、木造2・3階建は延べ面積1000平方メートル以下
（平屋は制限なし）
、鉄筋など

卒業と同時に
一級建築士の受験資格を取得

木造以外は階数に関係なく延べ面積300平方メートル以下と定められているほか、学校・病院・劇場・映
画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方メートル未満の建造物に限ら
れます。一般住宅に関しては二級建築士で十分可能と言え、実際に家の設計・工事監理では二級建築
士が主体となって活躍しています。
一方の一級建築士はこれらの制限がなく、
すべての施設や建物の設計・工事監理を行うことができます。

の一級建築士合格者数は全国4位・西日本1位
（2021年度）
と、非常に高い実績をあげています。
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試験合格

実務A

一級建築士 合格実績
2021年度 一級建築士試験

実務 ※

実務B

一級建築士の免許登録

5
77人

58人

試験合格
試験合格

8

4

（西日本 第1位）
※試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに、実務経験2年以上
※A+B=2年以上

87人
04

2017

2018

4
5

87人

66人

70人

2019

2020

2021

出典：公益財団法人建築技術教育普及センターHP

奨学金

なお、近畿大学建築学部では卒業と同時に一級建築士の受験資格を得ることができます。本学出身者

実務 ※

施設紹介

一級建築士と二級建築士の違いとは？

大学院

戸建て住宅には、事業主が事前に住宅を
建てた「建売住宅」
と、
「 注文住宅」の2種
類があります。後者の場合、建築家などと
打ち合わせを重ねる中で、一から自分の
思い描く住宅を建てていくものと、ハウス
メーカーが 販 売する商 品（ 住 宅 ）の パッ
ケージの枠内で間取りなどを変更するセミ
オーダーとがあります。

打ち合わせ・
プランニング

2

建築物や周辺環境の
設計・デザイン

国際交流

CASE.2

1
1

都市計画・
再開発計画の立案

学 科・専 攻 紹 介

計画にそって都市を開発・整備する大規
模都市開発。住宅や商業施設、公共設備
の充実・合理化、防災力の強化、人口の
集中・過密の緩和などを主な目的とし、推
進されます。JR大阪駅北口に広がる操車
場跡地、通称「梅田北ヤード」の再開発で
は、
さまざまな職業が有機的に結びつき、
プロジェクトが進行しています。

学びの特 長
キャリア

学びの特長

基礎教育をしっかり学べる
製図やスケッチなど、1年次から演習科目を多数開講し、
より実践的に学習。

1年次から豊富な実習科目

建築では図面を介して必要な情報を伝達します。いわば、図
面は建築専門家にとっての共通言語です。建築学部では1
年次前期から建築図面を学ぶ演習を用意し、総合的に建
築を理解します。スケッチの方法や図面の描き方を一から丁

基礎製図

基礎から無理なく、
じっくりと建築学の専門領域を学ぶことが可能です。

建築基礎演習

［1年次前期］

キャリア

建築図面の読み描きを中心に
総合的に建築を学ぶ！

そのほか習熟度別による数学・物理の講義を設けるなど、
［1年次後期］

建築図面のトレース
や模 型 制 作を通し
て製図の表現方法
と図 面の意 味を理
解します。

2次元の図面を3次元に変換
する仕組みを理解します。
また、
後半では建物の構造や環境・
設備を実際の図面や建物と照
らし合わせながら理解します。

カリキュラム

寧に学びます。

スケッチ表現

3D・CAD演習

技術とデザインを調和させた建築教育

［1年次後期］
コンピュータで図 面を描くC A D
（computer aided design）
は建
築図面の作製に必要不可欠な存
在です。
1年次からCADに触れ、
最
新の作図方法について学びます。

建築学部には物事を観察する
能力や、情景をイメージし描く能
力が必要とされます。スケッチ表
現では、建築学に必要な絵画・
造形的要素について学びます。

専門科目

建築学は設計・計画・環境・構造などの多くの専門分野から
成り立っています。1年次からはじまる基礎ゼミでは少人数
教育のもと、建築学の全体像をとらえるとともに、建築専門
家として必要なコミュニケーション能力とプレゼンテーション
技術を学習。幅広い建築学の分野に触れ、学び、
自分の興
味や関心を探っていきます。その中で、3年次以降にはじま
る本格的な研究の基礎となる知識や技術を確立し、専門家

文系からでも安心の基礎教育

選択科目

習熟度別のクラスで、建築に必要な数学・物理をしっかり、丁寧に!
従来の工学教育における数学・物理は、理系の学生を前提とした幅広い内容でした。
しかし建築学に

身でも必要な知識をゆっくりと確実に身につけられる安心の学習体制を整えています。数学・物理がい

基礎数学

スケッチ表現

PICK UP! 3

静定構造力学演習1

数学概論

建築基礎演習

情報処理基礎

環境工学概論

建築設計概論

設計演習Ⅱ

PICK UP! 1

情報処理実習1

建 築 工 学・デ ザインコース
建築計画総論

建築概論

住 宅・企 画コース
アーバンデザイン

住宅計画

建築材料

PICK UP! 2

必修科目

立つカリキュラムです。
理系入試学生の進路分布（2021年3月卒業生）

静定構造力学1

3D・CAD演習

設計演習Ⅰ

かに建築に役立てられるかという実践的知識に基づいて学習するため、理系出身の学生にとっても役

文系入試学生の進路分布（2021年3月卒業生）

物理学及び演習

建築構法

2 年次

限ってみると、重要な範囲は基礎的な数学の中でもごく一部の、構造力学と環境工学にかかわる分野
で、
その内容は決して難解ではありません。そこで建築学部では、習熟度に応じたクラス編成で、文系出

基礎製図

学 科・専 攻 紹 介

少人数教育のもと建築学の幅広い
分野に触れる基礎ゼミでの学び

共 通

1年次
必修科目

1年次から基礎ゼミがスタート

４年 間の流 れ

［1年次前期］

選択科目

建築設計論

音・光環境

静定構造力学２

近代建築史

2 D・CAD 演習

情報処理実習2

静定構造力学演習２

不静定構造力学演習

PICK UP! 4

不静定構造力学

現代ハウジング

建築史概論

熱・空気環境

企画マネジメント総論

構造概論

建築設計論

近代建築史

熱・空気環境

構造力学演習

音・光環境

その他 13.2%

進学 19.8%
住宅メーカー
17.4%

進学 13.0%

不動産
17.4%

専門工事 4.3%

設計事務所 8.7%

工務店 総合建設業
13.0%
13.0%

【人間性・社会性科目群】

コンサルタント 0.4%

住宅メーカー
15.9%

その他建設 0.8%

共通
教養科目

総合建設業
15.9%

リフォーム 3.9%
工務店 4.7%
官公庁・公社 5.4%

不動産
10.9%

専門工事
11.2%

外国語科目

国際交流

その他 5.3%

としての第一歩を踏み出します。

自校学習／教養特殊講義A／現代社会と法／環境と社会／技術と倫理／人権と社会１・２／
住みよい社会と福祉／暮らしのなかの憲法／資源とエネルギー／企業倫理と知的財産

【地域性・国際性科目群】

国際化と異文化理解／ビジネスモデルとマネジメント／教養特殊講義B／国際社会と日本／

【課題設定・問題解決科目群】

基礎ゼミ１・２／教養特殊講義C／日本語の技法／キャリアデザイン／プレゼンテーション技術／データリテラシー入門

【スポーツ・表現活動科目群】

健康とスポーツの科学／生涯スポーツ１・２

国際経済と企業の国際化／メディアの読み方

【英語】

英語演習、
イングリッシュ・スキルズ、留学英語

【第二外国語】 ドイツ語、
フランス語、中国語、韓国語

大学院

設計事務所 5.8%

PICK UP! 1
建築学の全体像に触れることで、学ぶべきことが明確になった

高校の数学・物理から復習！文系からめざす建築家への道

幅広い建築学の分野を、断片的に知れるのが基礎ゼミで

デザインの力で社会に貢献できるような、
グローバルな建築

す。私は舞台芸術の空間設計に興味があるのですが、同じ

家になるのが夢。文系建築人 の育成を謳う本学なら、
文系

テーマであっても、
さまざまな専門領域の教授から多角的な

の自分も目標も叶えられると入学を決意。不安だった数学や
物理は、
学習レベルに応じたクラス編成で高校の復習から

たいものではなく、社会的背景に目を向ける大切さにも気付

始められ、
質問のしやすい少人数制にも助けられました。今

けました。将来は、海外の大学院への進学も視野に入れて

後はさらに、
海外建築の伝統やデザインについて見聞を広

います。

めていきたいです。

込山 愛

富田 茉依里

さん

建築学科
［4年］ 大阪府・関西学院千里国際高校出身

さん

PICK UP! 2

建築の歴史を概観し、
そのプロセスを学ぶ

「空間」と「生活」の対応関係から住様式を学ぶ

建築を表す代表的な言葉として
「用・強・美」
があります。建築には、環境、計画といっ
た用と、構造といった強、
そしてデザイン面での美がバランスよく成り立っていなければ
なりません。建築概論では、近代から現代にいたる建築の歴史を概観し、
その生産プ
ロセスについて解説します。

PICK UP! 3

住宅計画

住宅は建築物の中で最も多くつくられており、人々の生活を支える器です。住宅計画
では
「空間」
と
「生活」の対応関係に注目し、
さまざまなライフスタイルに対応した住様
式について学びます。

施設紹介

視点を学べる面白さがあります。その中で、単に自分が作り

建築概論

静定構造力学１

PICK UP! 4

音・光環境

建築学科
［2年］ 大阪府・近畿大学附属高校出身

音や光による人への影響を学び、
より良い環境づくりをめざす
建築学における音環境制御の目標は、騒音の防止と良い音・響きの実現です。同様
に光環境では、見やすさの確保とともにグレア
（まぶしさ）
などの防止が必要となります。
音・光環境では、
これらの要素が人の心理や生理に及ぼす影響について学び、環境を
コントロールし、
より良い環境をつくり出す方法について学びます。
※カリキュラムは2022年度のものです。2023年度は変更になる場合があります。

05

06

奨学金

文系出身者のインタビューも公開中！建築学部Webサイトをチェックしよう！ ➡ https://www.kindai.ac.jp/architecture/

各種構造を理解するための基礎力をつける講義
建物は日常生活時はもちろん、地震や台風などの自然災害時に命や財産を守るシェルター
の役目を果たさなくてはなりません。そのためには、設計者は建物にどのような力が働き、部
材がどのように抵抗するのかを判断する必要があります。静定構造力学１はコンクリート構
造、鉄骨構造などの各種構造を学ぶための基礎学問として重要な役割をもっています。

学部・キャリアセンターが一体となり、
総合的に就職活動を支援します

学びの特 長

キ ャリ
ャリア
将来の進路
建築を中心とする幅広い知識が評価され
多方面で活躍しています

学部独自の就職支援に加え、キャリアセンターによる充実のサポートにより、

（2021年3月卒業生）

コンサルタント 0.4%

建築学部の学生は建築技術・文化・歴史・芸術などを幅広く学ぶため、
さまざまな方面で活躍するこ

その他建設 0.7%

とができます。建築関連企業が主な就職先となりますが、最近は住宅分野に進出する企業が増加

リフォーム 3.6%

しており、住宅関連分野への就職が増えています。設計事務所、官公庁、設備・材料関連企業の

官公庁・公社 5.0%

ほか、情報・サービス業など、建築分野以外でも建築を学んだ学生たちが活躍しています。

工務店 5.3%

キャリア開発から個別相談まで、
就職活動を幅広くバックアップ

学部独自の就職サポート

［ 住 宅メーカー］■積水ハウス ■大和ハウス工業 ■一条工務店 ■住友林業
■三井ホーム ■旭化成ホームズ

就職担当に学部の教員を設け、最新の業界情報を伝える

キャリアセンターは、就職に関する相談だけでなく1年次から

す。そこで得られた各社の動向やスケジュールを夏休み、冬休み前に開催する学部独自の就職ガイダ

利用できるキャリア支援の施設です。キャリアガイダンス、業

ンスで学生たちにフィードバック。
また、春休み期間中にOB・OGを迎えての業界研究会も行い、仕事

界研究会、課外講座、
インターンシップ、TOEICの学内試

や就職活動についてのアドバイスをもらいます。そのほか、中小の設計事務所などに関しては、実務経

験など、低学年次から利用できるプログラムを多く揃えてい

験豊富な教員たちが企業情報などをフォロー。
さまざまな学生のニーズにこたえます。

ます。
また、一人ひとりの個性に合わせたカウンセリングを実
施し、
それぞれに合った進路を実現できるように支援してい
ます。ぜひ、気軽にキャリアセンターに立ち寄ってみてくださ
い。

SUPPORT

02

学部単位の就職情報を、
オンラインでリアルタイムに提供

SUPPORT

少人数制の研究室が主体となる、
きめ細かい就職指導

SUPPORT

強力なOB・OGネットワークと、
企業や業界との連携

03

04

卒業生による意見交換会を開催。
業界の ナマの声 を進路選択に生かす

［ 専 門 工 事 ］ ■関電工 ■ダイダン ■住友林業緑化 ■大林道路 ■日鉄テックスエンジ

■アキュラホーム

■日本総合住生活

■東急コミュニティー ■新菱冷熱工業

［その他建設業関連］ ■ピーエス三菱 ■永大産業 ■YKK AP ■三井金属エンジニアリング ■大建工業
［官公庁・公社］ ■大阪府 ■京都府 ■奈良県 ■宮崎県 ■大阪市 ■京都市 ■東大阪市 ■津市
■大和高田市

■柏原市

■川西市

■泉佐野市

■伊勢市

■愛知県警察本部

■日本建築センター ■横浜市住宅供給公社

■三井デザインテック
（旧三井不動産リフォーム）

［ そ の 他 ］ ■西日本旅客鉄道 ■近畿日本鉄道 ■構造システム ■大和リース ■住友林業緑化
■DCMダイキ ■花王グループカスタマーマーケティング

［ 不 動 産 ］■近鉄不動産 ■ファースト住建 ■フジ住宅 ■生和コーポレーション

［

■積水ハウス不動産関西

■神鋼不動産

■乃村工藝社

■池下設計

■大鉄工業
■トヨタＴ＆Ｓ建設

■住友林業ホームテック ■アートリフォーム

■イオンモール

■丹青社

［ 設 計 事 務 所 ］ ■NTTファシリティーズ関西 ■ジェイアール西日本コンサルタンツ ■大建設計

［ リ フ ォ ー ム ］■積水ハウスリフォーム ■パナソニックリフォーム ■長谷工リフォーム

■サンケイビル

■スターツCAM

進

学

］ ■近畿大学大学院 ■東京工業大学大学院 ■九州大学大学院 ■大阪市立大学大学院
■千葉大学大学院

■東宝ホーム

■横浜国立大学大学院

■京都工芸繊維大学大学院

卒業生インタビュー

アップ。業界とも深いつながりのある教員たちが、学生一人ひとりの個性に合わせてアドバイスを送りま
す。
また、卒業生を迎えての意見交換会も開催。仕事のやりがいや現場の雰囲気など、現役で働く先輩
たちの ナマの声 を通して業界のことを深く知り、進路選択に生かします。

建築学部を対象とした就職ガイダンス等を開き、
よりきめ細かな指導を実施
大学全体での就職ガイダンスや企業セミナーはもちろん、建築学部独自の就職説明会も開催し、
より
きめ細かな指導を実施。
また、学生全員に就職活動に関する情報をメールで配信し、就職説明会のス
ケジュールなどをお知らせします。

パナソニック ホームズ株式会社

株式会社竹中工務店

積水ハウス株式会社

社会人に必要な心構えが身についた

あらゆる場面で構造計算が必要に

演習などで培った実践力が武器に

技術管理課に所属し、ZEH（ゼロエ
ネルギーハウス）普及に向けた取り
組みや新規技術テーマの開発を担
当。在学中の学びで役立っているの
は、
エネルギー消費0のモデル住宅を
提案・建築する大学対抗コンペ「エ
ネマネハウス」の経験です。課題に
対する解決策の組み立て方、周りを
巻き込む力など社会人として必要な
スキルが身につきました。

熊切 梨沙子さん
建築学科

第一線で活躍する建築家から、設計手法や就職についてアドバイス

建築業界のさまざまな企業との連携によって成り立ってい
るインターンシップ制度は、主に3年次の夏に実施。約20

インターンシップ先：坂本昭・設計工房CASA

社におよぶ企業や行政機関などの中から、行きたい実習先

炭村 匠海さん
建築学科 建築デザイン専攻
［3年］ 兵庫県立西宮高校出身

設計課題に取り組む中で、建築デザインに興味を持ちました。いずれは大学院への進
学を考えていますが、
より実りある学びのためにも設計事務所の仕事を体験したいとイ

てみることで、実際の仕事内容や流れを知り、
やりがいの一

ンターンシップに参加。本学でも長年教鞭を振るわれた、建築家・坂本昭先生が主宰す
る建築設計事務所にて、平面図や断面図をみながら、必要な寸法を読み取って模型に

端を肌で感じるとともに、
その職種に対する自分の思いや

していく作業を体験しました。インターンシップ中は、坂本先生と直接お話できる機会を

適性を確かめられます。また建築学科ではインターンシップ

設けていただき、設計手法や進路選択のアドバイスを通してたくさんの気付きを得まし

制度のほか、
自由にメニューを決めてボランティアに取り組

た。一線で活躍される建築家の先生から学んだことを、
これからの設計課題や進路選択

む社会奉仕実習なども導入しています。

に生かしていきたいです。

鈴木 雄大さん
建築学科 建築工学専攻
［3年］ 兵庫県立伊川谷北高校出身

1〜3日のオンライン職業体験が主流のなか、2週間の対面インターンシップはとても貴

■ 大成建設 ■ 前田建設工業 ■ 鴻池組 ■日本建設

重だと応募しました。期間中は、
ゼネコンの現場監督者の補助業務を担当。清掃から測
量の精密機器の使用方法まで、建設現場を管理する上で必要な工程・知識を学びまし

■ 岡野組 ■ 藤木工務店 ■ 内藤建築事務所

た。現場の業務や必要なスキルを体感することは、進路がまだ定まっていない自分に

■ 安井建築設計事務所 ■ 浅井謙建築研究所

とって大きな選択の助けに。社員の皆さんの就活エピソードも非常に興味深かったで

■ ADブレイン ■ 汎設計 ■ 坂本昭・設計工房CASA

す。先輩方からもらった、
「 挫折を恐れず努力するのが大切」
「常に相手の立場になって

■ 京都府庁 ■ 奈良県庁 ■ 東大阪市役所 ■ 茨木市役所

行動を」
という仕事の信条は、
この先の学生生活でも、社会に出ても、
ずっと心に留めて

2017年3月卒業

住友林業株式会社

旭化成ホームズ株式会社

計画から完成までを見届ける喜び

実務に役立つ、
プロジェクト経験

お客様対応に生きる、ゼミでの学び

不動産デベロッパーの技術チーム
の一員として、
オフィスビル、福祉施
設、賃貸マンションなど大規模物件
の建築に携わっています。建物が
大きいだけに、
プロジェクトの計画
から竣工までに5年以上かかること
も少なくありません。自分が打ち合
わせに参加した物件が少しずつ形
になっていく様子に、
いつも喜びを
感じながら仕事をしています。

木造を専門とするハウスメーカー
で、
「いごこち」の良い住まいづくり
のお手伝いをしています。
ご要望に
合わせた質の高い提案を、
自身の
個性を表現しながらゼロから考える
ことができる仕事で、
お客様に直接
感動いただけるところにやりがいを
感じています。在学中、研究室など
で多くのプロジェクトに参加した経
験が、今の仕事に生きています。

丹田 千晴さん

小林 湧さん

2018年3月卒業

建築学科

2016年3月卒業

戸建住宅の施工現場における品
質管理、原価管理、工程管理など
が工事課での仕事です。すべての
現場で施工内容が違うため、現場
経験が増えるたびに新しい学びや
発見があります。ゼミの活動で役
立っているのは、工具を使った作業
や色んな人と交流した経験。特にコ
ミュニケーション能力は、お客様対
応の場で大いに生かされています。

吉永 航大さん

建築学科

2018年3月卒業

GEO-GRAPHIC DESIGN LAB.

株式会社大林組

大阪府

描いた図面が形になるやりがい

アカデミックシアターの建設に従事

専攻外の講義で得た学びが力に

一級建築士事務所で、住宅や公共
建築の設計を行っています。クライ
アントと対話し、
アイデアを膨らませ、
自分が描いた線が施工され形になる
責任感と達成感がある仕事です。特
に建築物が使われる様子を目にした
時は、大きなやりがいを感じます。近
大で出会った、将来を語り合える仲
間、親身に指南してくださる先生は
心強い存在でした。

中野 照正

建築学科
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建築学科

さん
2019年3月卒業

工事現場監督一筋、30年以上。ア
カデミックシアター建設にも携わり、
毎日1000人にのぼる作業員の安
全・品質・工程管理を担当。東大阪
キャンパスに再び立つ感慨もひとし
おで、後輩のために良い校舎を作り
たい一心で取り組みました。在学中、
構造力学や施工など基本を学べたほ
か、協働力や人前で説明する力を磨
けたのも役立っています。

濱畑 隆男さん
理工学部建築学科

（建築学部の前身）

08

1989年卒業

現在は、大阪府の職員として府の
外郭団体である大阪府土地開発
公社にて、公共用地の取得にとも
なう建物などの補償算定業務を専
門的に行っています。専攻に縛られ
ず、興味ある講義を積極的に受講
して得た知識や、先生方にたくさん
質問した経験は、所属によって仕事
内容が大きく異なる公務員の仕事
に役立っていると実感しています。

森 麻里子さん

建築学科

2019年3月卒業

奨学金

おきたい言葉になりました。

■ 羽曳野市役所 ■オリエンタル白石

小野 風見花さん

2020年3月卒業

施設紹介

インターンシップ先：前田建設工業株式会社

主なインターンシップ参加企業一覧

柊 奈津穂さん

建築学科

近鉄不動産株式会社

建築学科

仕事理解が深まったのはもちろん、働く人の心意気を知れた貴重な2週間

賃貸住宅の設計に携わっていま
す。在学中は、豊富なカリキュラム
やゼミ演習を通して、手描き図面を
描けるようになったこと、住宅の設
計においての作法を学んだこと、
そ
して敷地状況を読み込む能力を身
につけられました。それらが現在の
仕事にも役立っていると強く実感し
ている毎日です。お客様から信頼さ
れる設計士になることが目標です。

大学院

を希望することができます。約2週間にわたって現場で働い

2018年3月卒業

施工管理として入社し、現在は内勤
で施工計画や提案書の作成。足場
や仮囲い検討など、
こんなにも構造
計算を使う場面があるのかと驚いて
います。小さな物件ではありますが、
主担当を任される案件も出てきて、
認められた嬉しさとやりがいを噛みし
めているところ。いずれは自分で計
画した現場で、施工管理として手腕
を発揮するのが目標です。

国際交流

インターンシップ
在学中に実際に企業で働いてみる、
インターンシップ制度を導入

■五洋建設

専門工事 10.7%

学 科・専 攻 紹 介

4つのキャリアサポート

01

全学的な就職支援システムを
入学直後から開始

■三井住友建設

■長谷工コーポレーション ■前田建設工業

■アーネストワン ■大阪ガス都市開発

建築学部では、各ゼミにおいて教員が学生一人ひとりに親身になって相談に乗り、就職活動をバック
SUPPORT

■パナソニックホームズ

［ ゼ ネ コ ン ］■大林組 ■竹中工務店 ■大成建設 ■鴻池組 ■奥村組
■髙松建設

不動産
11.4%

４年 間の流 れ

学部内に就職担当の教員を設け、建築業界を中心に年間約100社の企業が求人のため来校されま

総合建設業
15.7%

設計事務所 6.0%

主な就職先（2020年〜2021年3月卒業生）

キャリアセンター

住宅メーカー
16.0%

進学
21.8%

キャリア

一人ひとりの夢の実現をバックアップします。

その他 3.4%

就職・進学状況

学びの特 長
キャリア

キャリア

進路内定者座談会

先輩たちが歩むキャリアとは？ 5名の学生に、進路選択の決め手となった理由や
在学中の取り組みで役立ったことなどを語り合ってもらいました。

SPECIAL TALK

―――今の進路に進もうと思ったきっかけ

宮原 なるほど。今の進路をとくに決定付けたものはありますか？

宮原 まずは皆さんの進路先と、
志望した理由を教えてください。

美好

私は大和ハウス工業の住宅設計職につきます。住宅設計の演習で、家作りの面白さに

トを行う先生のもとで学んでおり、
ここで身につけた保存・活用の知識を生かし、国家レベルの仕

めざめたのがきっかけ。一般をターゲットにする大規模建築とはまた違って、そこに住む人 に向

事に取り組みたいと考えました。

き合って設計を追究できるのが魅力だと思いました。

西中

田中

VUILDという一級建築士事務所で、
デザインファブリケーターとして働きます。2017年

創業のベンチャーなのですが、
デジタルテクノロジーを駆使した建築木材製品の加工に強みが

私もゼミ活動が大きいですね。構造実験ではじめて実験棟を訪れた時は、こんな恵まれ

た環境で勉強していけるのか！ と驚いたものです。
宮原

近畿大学建築学部の大型実験棟は有名ですからね。今はどんな実験を？

とても助けになりました。
それとOB・OG訪問制度があり、大和ハウスの先輩とお話する機会をも

田中

らえたことが大きかったです。

KENKENという建築研究会があります。実は私が建材や素材に興味を持ち始めたのは、
そこが

宮原 どういうお話が聞けたんですか？

主催する
「土で建材を作るプロジェクト」への参加がきっかけでした。

建築を題材にした映画の鑑賞会は、私も観に行きました。面白かったです！ 他にも

松永 どんな人が働いていて、
どんな雰囲気なのか？ まずはどんな業務から始めるのか？ など

宮原

です。いずれはまち全体を設計する建築家が目標なので、
そういうキャリアを持つ先輩はいます

自分で掴んで選べるのが良いところですね。

か？といったこともお聞きでき、
働くイメージが持てました。

松永

竹口 キャリアセンターは私もお世話になりました。エントリーシートの書き方も一から教えても

間取りってどうですか？」
と設計案を見てもらったことが。どんな人が住むのか 考えを巡らせるプロ
セスが面白く、住宅設計に進む決心がつきましたね。

建築学部には、飛び込めば学びを得られる場がたくさんあります。強制されるのではなく、
実務経験豊富な先生が多いのも魅力です。私も元ハウスメーカー勤務の先生に、
「この

あり、
そのデザインから施工までを担います。

西中 コンクリートの腐食についての実験です。
コンクリートは、何十年もかけて中の鉄筋が錆

らったのですが、就職活動中も
「よく書けているね」
と褒めていただくことが多かったです。進路の

竹口 鹿島建設の施工管理職です。3年次に建築施工の講義を受け、
間近で建物が築かれて

びてボロボロになり劣化していくのですが、
そこに電気を通して強制的に劣化させ、
どれだけの力

悩みにも、何度も耳を傾けてくれました。

いく過程を目にできるやりがいに惹かれました。お会いした鹿島建設の社員の皆さんが、真面目

に耐えられるか強度を検討します。梁がたわんで亀裂が入っていくのですが…モノを壊す体験は

田中

でひたむきな印象を受けたのも決め手の一つです。

なかなかできないので、夢中になりました。教科書の写真で見るのと、音や振動など肌で感じるの

さい！」
と飛び込みました
（笑）
。大学校舎の設計も手がけ、
たとえば3次元で特殊なウェーブの形

〜2時間集中して勉強しました。
また、国家公務員、地方公務員など希望する職種ごとに説明会

は、
全く違いましたね。

状をどう作り出すか追究する気概に満ちた設計集団なんです。実際に職場を訪問させていただ

があり、情報提供や試験対策について専門特化したアドバイスをもらえることがとてもありがた

き、大学の研究室のような熱量ある職場の雰囲気にとても惹かれたのが入社の決め手になった

かったです。

私は近畿大学の大学院に進学します。
きっかけは、4年次のゼミで院生と一緒に構造実

私は進路に悩んでいた時、建築施工の講義ではじめて施工管理の仕事を詳しく知って、

験を行ったこと。自分たちと院生では、筋道の立て方や考え方に歴然とした差があると痛感して、

竹口

自分もあと2年しっかり勉強したいと考えました。

心を掴まれました。大手ゼネコン社員の講師の方が、作業現場の様子を動画や写真を交えて教

と思います。

えてくださったのも、興味が深まったきっかけです。

宮原 自分で探して行動したということですね。素晴らしい！

美好

私は国土交通省の近畿地方整備局に入職予定です。国家的な大規模建造物の、企

竹口

画から維持管理まで行う営繕職として働きます。
宮原

―――助けになった、近畿大学の取り組みやキャリアサポート

企画 とは具体的に何を指すのですか？

就職活動を進める上で、
大学の支援や取り組みで役立ったものは？

美好 たとえば県庁庁舎や裁判所の立て替え、平城宮跡の復元などの国家プロジェクトにおい

宮原

て、基本構想・計画の策定から関わるということです。

松永 キャリアセンターで面接の指導をしてもらい、客観的に自分の課題を教えてもらえたのは

私は、建築学部自治会という公認団体に所属していて、建築学部生に有益となるイベン

私は近畿大学が開講している公務員講座を活用しました。公務員講座はオンデマンド

で、
自分のパソコンで好きな時間に好きなタイミングで受講できます。
うまく時間を使って、1日に1

―――将来、
どんな自分をめざしたいか
宮原 では最後の質問です。将来は、
どんな人材へ成長したいですか？
住宅は、人が一番長く過ごす場所。だからこそ温かくて、毎日帰りたくなる家作りができる

トや企画を運営していました。たとえば1年生向けに、模型作りに必須のカッターの使い方をレク

松永

チャーする企画など。チームで協力して一つのことを成し遂げる経験は、
社会で必要な色々な力を

設計士になりたいです。
「松永さんなら任せられる」
と信頼を寄せられる知識や提案力を備える人

得られ、面接でも好反応でした。

材をめざし、一級建築士の資格も取りたいですね。
私はVUILDの先進的な木材加工機にとても興味があり、会社の門を叩きました。建築設

計だけでなく、家具などの木製品やソフトウェア開発まで、建築業界の未来にも大きく影響するよ

聞き手

田中 大也さん

宮原 克昇 准教授

建築学科・建築デザイン専攻
［4年］
大阪市立高校出身

専門：ランドスケープアーキテクチャー

国土交通省近畿地方整備局 就業予定
美好 優さん

建築学科・建築デザイン専攻
［4年］
大阪府立大手前高校出身

うなチャレンジングな事業を展開しています。多彩なフィールドがあるこの場所で、人が思い描くも
のを形にできる人になりたいです。
西中

私は、
ある課題や目標に対して、解決手段を考えたりデータを検証したり、没頭して解を導

学 科・専 攻 紹 介

田中

VUILD株式会社 就業予定

４年 間の流 れ

西中

美好

私が就業予定のVUILDは、
インターン生は募集していなかったのですが、
「 働かせてくだ

キャリア

松永

私はゼミで、歴史的建造物を守りながら刷新していく という趣旨のプロジェクトやイベン

いていく時間が好きなのだと思います。今の目標は、大学の研究職や公務員の技術職などまだ
漠然としている段階。でもどんな仕事をする上でも、主体性だけは忘れずにいたいです。
ただ作業
する人ではなく、
自分で課題を見つけて計画を立て、豊富なアイデアを提案する。
そんな人材をめ
ざし、
専門知識を深めたいです。
美好

今この業界では、公共建築物やインフラの老朽化が問題となり、
いかに長寿命化させ有

ということを繰り返すのではなく、100年もその先も、
ずっと残り続けるような建築物をつくっていく
のが目標です。
竹口

国際交流

効活用していくかが課題となっています。
スクラップ＆ビルドで、50年スパンで建てては取り壊して

社会人から見れば幼い考えかもしれませんが、昔からずっと思っていたのは、仕事を楽し

みたい ということ。施工管理の仕事は決して甘くないですが、
だからこそ挑戦しがいもあります。
ど
んな仕事でも自分らしく、
全力で楽しく取り組みます！
宮原 はい、最高の締めだと思います
（笑）
。仕事をしていると本当にいろいろあります。みんな道
はそれぞれだし、理想の将来像も一人ひとり違います。でも、
自分自身の心に正直になって、楽し
いと思える働き方をしてもらいたいと思います。

大学院

―ありがとうございました。

施設紹介

大和ハウス工業株式会社 就業予定

鹿島建設株式会社 就業予定
竹口 舞さん

建築学科・建築工学専攻
［4年］
大阪府・早稲田摂陵高校出身

建築学科・建築デザイン専攻
［4年］
兵庫県・神戸女学院高等学部出身

09

近畿大学大学院 進学予定
西中 浩輔

さん
建築学科・建築工学専攻
［4年］
京都府・京都教育大学附属高校出身

奨学金

松永 梨々花さん

10

学びの特 長

4 年 間 の流れ
建築の基礎を身につけ、専門的な学びへステップアップ

2

3

年次

年次

少人数制の基礎ゼミで
幅広く専門分野に触れる

自分の適性を見定め、
2コースに分かれて
学びをスタート

4

年次

年次

4つの専攻に分かれ、
希望する研究室へ。興味ある分野を
より専門的に追究する

キャリア

1

自分の好きな研究テーマを選び、
学びの集大成である
卒業研究・設計に取り組む

コースの選択

建築学に必要な基礎知識を学ぶ

自分の適性を見定める

自分の進みたい道を選ぶ

自分の好きなテーマに挑戦する

1年次から数多くの演習科目を通して、実践的な知識を身につけます。
また、

2年次から、建築工学専攻および建築デザイン専攻へ進む
「建築工

3年次から各専攻に分かれ、
より専門的な教育を受けます。

研究室に所属後は卒業研究・設計に取り組みます。問題を発見し、
自分で

数学や物理などの教養科目も建築学につながる内容を重点的に学びます。

学・デザインコース」
と、住宅建築専攻および企画マネジメント専攻へ
進む
「住宅・企画コース」の2つのコースに分かれます。

卒業研究・設計

解決する力やプレゼンテーション能力を身につける密度の濃い時間です。

建築工学専攻

建築デザイン専攻

住宅建築専攻

企画マネジメント専攻

大学院に進学した先輩や教員との交流を深めながら、
自分のテーマを探究
していきます。

学 科・専 攻 紹 介

建築工学・デザインコース

専攻の選択

研究室配属
住宅・企画コース

４年 間の流 れ

建築学の基礎教育

専門的な研究・設計にみんなで取り組む
3年次後期から研究室に所属します。研究室ごとに違うテーマが用意されて
おり、個人またはチームで課題に取り組みます。

【学び力】
パワーアップ

1

エネマネハウス

国際交流

君の４年間を
もっと深く面白く！

交換留学プログラム

エネルギー消費0の住宅を、近畿大学チームが提案！
「エネマネハウス」は、大学と民間企業などの連携により、一次エネルギー消費量0のモデル住宅を提
案し、実際に建築する大学対抗建築コンペ。ゼロエネルギーハウス
（エネマネハウス）の普及を目的に、

異文化コミュニケーションから得られる、多様な考えや新しい視点
建築学部では、
パリのラ・ヴィレット建築大学をはじめ海外協定大学との交換留学を実施。他国の建築のあり方に触れ、多様性を学びます。在学生にとっても、海外からの
留学生との共同研究やディスカッションは、新しい物事の見方、考え方を得られる貴重な機会です。

2013年から開始されたものです。近畿大学チームも、第3回目となる
「エネマネハウス2017」に挑戦。
居住スペースを
「カートリッジ」で超高断熱化し、空きスペースをルームガーデンなどに活用するアイデア
「優秀賞」
「People s choice Award」
「エネルギー敢闘賞」
という参加大学中最多の3賞を受賞。ま
た、2018年度グッドデザイン賞も受賞しました。

交換留学生インタビュー
経営やマーケティングなど、多角的に建築を学ぶ機会が充実

Simon Fassi

日本の文化や地形、建築素材から生まれる建築空間を学べた

Anouk Albertelli

さん

大学院

を提案し、家族のサイズやライフスタイル、周辺環境の変化に対応する住宅を実現しました。その結果、

さん

フランス パリ ラ・ヴィレット建築大学から留学

日本の建築プロセスを学んだゼミの時間

木の組み方などが分かるミュージアムへ

施設紹介

フランス パリ ラ・ヴィレット建築大学から留学

以前から、
マンガをはじめとする日本のカルチャーに興味があった私にとって、近大

「エネマネハウス2017」表彰式にて

参加メンバー

味があり、
日本の大都市建築のあり方を参考にしたいと日本へ。近大では少人数

近大では、経営やマーケティングの講義も充実し、多角的に建築を学べます。茶室

で議論することが多く、多様な考えに刺激を受けました。ゼミでは木の建築に触れ

を作るプロジェクトへの参加や、東京でパリとはまた違う大都市建築を目にできたの

るミュージアムへ。建具や襖を用いた建築空間、住宅を知ることができ、
日本の文

も良い経験でした。敷地の分析や模型製作など日本で学んだ手法を、将来の設計

化や建築素材、組み立て方の違いを学べて面白かったです。富士山に登り、
自然

の仕事に生かしていきたいです。

と建築、
まちの関係について知見を得られたのも収穫でした。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更または中止になる場合があります。

11

12

奨学金

エネマネRハウスの内観

パリの大学では、都市計画を専門に学んでいます。自然災害に対する解決策に興

への交換留学は日本への理解をさらに深められるチャンスでした。総合大学である

学びの特 長

学 科・専攻紹介
これまでの建築学の枠にとらわれない4つの進路

02

建築工学専攻

建築デザイン専攻

豊かな建築空間を実現するための
デザイン技術を身につけ、
新しい発想とデザインを
展開できる人になる

将来の進路

■ 一級建築士

● 組織系設計事務所
● 建築・住宅関連企業

目標とする
資格・検定

■ 技術士・技術士補

● 設備・建築材料関連企業 など

将来の進路
1学年

● 建築・住宅関連企業
● アトリエ系設計事務所
● 建築会社設計部
● インテリアデザイン関連企業
● リノベーション関連企業 など

■ 二級建築士

■ 建築施工管理技士
（1級・2級）
■ 建築設備士 など

■ 一級建築士

目標とする
資格・検定

P15

へ

P17

へ

P19

へ

P2 1

へ

キャリア

■ 二級建築士

■ インテリアコーディネーター
■ 木造建築士
■ インテリアプランナー など

募集人員

03

企画マネジメント専攻

280人

● 住宅関連企業

将来の進路

■ 一級建築士

● 設備・建築材料関連企業
● リフォーム関連企業 など

目標とする
資格・検定

■ 二級建築士

■ 木造建築士
■ インテリアコーディネーター
■ 福祉住環境コーディネーター
（1〜3級）など

● 建築・住宅関連企業

社会が求める新しい建築の
あり方を学び、
これからの
ストック型社会・成熟社会で
活躍できる人になる

将来の進路

● 企画コンサルタント関連業
● 不動産業

■ 一級建築士

目標とする
資格・検定

■ 二級建築士

■ 宅地建物取引士
■ 木造建築士

● 金融保険関連業 など

■ 不動産鑑定士 など

※募集人員は2022年3月現在のものです。

君の４年間を
もっと深く面白く！

【学び力】

2

建築新人戦・近畿学生住宅大賞・卒業設計日本一決定戦

サスティナブルな素材を使った茶室製作に挑戦。新たな素材の可能性を探る。

全国的な設計競技で、数々の受賞が連続して近大から!

近畿大学建築学部では、毎年「茶室」
をテーマに設計コンペティションが開催されています。茶室といってもお茶を点

大学や専門学校に所属する学生が取り組んだ設計課題作品を対象に実施される
「建築新人戦」
で、近畿大

てる場ではなく、対話のための最小限空間を、
自由な発想で設計してもらう狙いです。毎年、選定されるサスティナブル

学では過去3度の最優秀新人賞受賞に続き、2021年度には、中野宏道さんが優秀新人賞、池田穂香さんが

な素材を用いることを条件とし、
これまで、
「 間伐材」、
「 再生段ボール」、
「 竹」、
「 紙管」、
を素材とした茶室が製作され

総合資格賞を受賞。池田さんはこの受賞に続いて、第1回近畿学生住宅大賞で大賞も受賞しました。

てきました。第５回の素材は「葡萄蔓」。近畿大学の立地する東大阪市の隣街、柏原市で明治時代から葡萄の栽

また、全国の卒業設計作品設計競技として実施された2021年の「卒業設計日本一決定戦」
では、
力安一樹

培、
ワインの醸造を手掛けるカタシモワイナリーの協力を得て、今まで単に焼却廃棄されるだけだった葡萄蔓によって、

さんと井川美星さんが100選にノミネートされました。

野生的な迫力を持つ空間が実現しました。2021年12月現在、
「海洋プラスチック汚染」の問題解決に向け注目を集

建築新人戦

める
「ペットボトル」
をテーマに今年度の設計コンペティションを開催中。今後も、
それぞれの素材の可能性を発見する
「葡萄蔓の茶室」蔓を編み込んだ球形の外観

第1回近畿学生住宅大賞

試みが続けられていきます。

（写真 母倉知樹）

国際交流

パワーアップ

セルフビルドの茶室

学 科・専 攻 紹 介

04

住宅建築専攻

住宅と居住環境を総合的に
再確認・再構成し、
個々の人に適した
住まいをつくれる人になる

４年 間の流 れ

住 宅・企 画コース

３年 次から 希 望により各 専 攻 を 選 択 で きます

建築工学・デザインコース

01

● 建設会社

建築物の安全性・
快適性・機能性に関する
幅広い技術と
知識を持った人になる

池田穂香さんの大賞作品

［2021年度 優秀新人賞］

2021年卒業設計日本一決定戦
大学院

井川美星さんのノミネート作品

中野宏道さん
建築学科
建築工学専攻
［3年］
作品名「不十分条件建築」

「間伐材の茶室」素材は大阪府能勢町のヒノキ間伐材
「葡萄蔓の茶室」不思議な光と影の効果

［2021年度 総合資格賞］

建築学科
建築デザイン専攻
［3年］
作品名「CHARACTER」

「再生段ボールの茶室」反射光を生かした内部空間

力安一樹さんのノミネート作品

施設紹介

池田 穂香さん

学生が中心になって運営する建築研究会
建築研究会では、
月に一度、有名建築物の見学会を実施しています。
また3泊4日の夏合宿では、普段見に
行くことのできない遠方の建築物を訪問するほか、花火やBBQなどのイベントも。活動を通して、学年の枠を
超えて交流を深めます。そのほか、学園祭や東大阪市の「市民ふれあい祭り」では毎年屋台を出店。屋台の

「紙管の茶室」透過する光がパターンをつくりだす

13

「竹の茶室」直線の竹を組んだアーチ型の空間

デザインや設計を自分たちで行うのも、建築学部ならではです。

奨学金

作品は33号館1階で製作、展示される

14

学科・専攻紹介

建築学科 建築工学専攻
学びの特 長

カリキュラム
3つの分野を包括的に学び、総合的な建築の能力を養います
建築工学専攻では、計画・構造・環境という３つの分野を包括的に学習します。
本学部の前身である理工学部建築学科から引き継がれてきた建築学教育に基づき、
建築実務で活躍するより高いレベルの建築技術者および建築士を育成する講義を展開します。

1年次

必修科目

3年次

4年次

基礎製図

環境工学概論

設計演習Ⅰ

建築材料

設計演習Ⅲ

３Ｄ・ＣＡＤ演習

建築概論

設計演習Ⅱ

近代建築史

建築計画各論

鋼構造

建築基礎演習

物理学及び演習

建築設計論

静定構造力学２

建築施工

建築設備概論

建築設計概論

基礎数学

住宅計画

不静定構造力学

建築行政

耐震耐風工学

建築構法

情報処理基礎

建築計画総論

音・光環境

コンクリート構造

ゼミナール演習

静定構造力学１

アーバンデザイン

熱・空気環境

スケッチ表現

２Ｄ・ＣＡＤ演習

設計演習Ⅳ

鋼構造演習

建築再生論

静定構造力学演習１

静定構造力学演習２

日本建築史

建築構造実験

環境設備計画

数学概論

不静定構造力学演習

西洋建築史

環境演習

情報処理実習１

情報処理実習２

木質構造

建築環境実験

建築地盤・基礎構造

建築設備各論

コンクリート構造演習

現代都市計画

PICK UP! 1

PICK UP! 2
建築環境実験

設計を通して
建物の機能とデザインを学ぶ

卒業研究・設計
PICK UP! 3

PICK UP! 2

PICK UP! 3
耐震耐風工学

実空間の快適性や省エネルギー性
などを測定・実験する

地震や台風に対して
安全な建築物を学ぶ

設計演習Ⅲでは社会的背景を踏まえた上で学校、福祉施設

建築空間の快適性に関係の深い、音・光・熱・空気などの室

地震力風圧力と免震制振等の耐震耐風構造の考え方、工

などの公共施設の設計に取り組みます。

内環境と、省エネルギー性などに関する測定・実験を少人数

法、設計法などの基本を習得します。

学 科・専 攻 紹 介

設計演習Ⅲ

建築総合演習

PICK UP! 1

４年 間の流 れ

選択科目

2年次

キャリア

※カリキュラムは2022年度のものです。
２０23年度は変更になる場合があります。

グループで実際に行います。

卒業研究紹介
国際交流

コンピューターシミュレーションを用いて
建物に作用する風圧力を分かりやすく
亀井 宏和

松井 優奈 さん 徳島県立鳴門高校出身

建築学科 建築工学専攻
［4年］

境」の3つの分野があります。また、古代ローマ時代から建築に必要な要素は
用・強・美の3つであると謳われています。欧米の建築教育は各分野が独立し、
デザインを重視する傾向が強いのに対して、
日本の建築教育は、技術者教育と
建築家教育を総合した独自の体系を持っており、国際的にも高く評価されてい
ます。建築工学専攻では、
このような包括的な建築学教育に基づき、建築実務

建物の圧力

在学生インタビュー
母倉 悠太

松井さんの時間割（1年次）
時限

1

Mon

Tue

Wed

Thu

ドイツ語総合１

オーラル
イングリッシュ１

情報処理基礎

3

基礎ゼミ１

ビジネスモデルと
マネジメント

健康とスポーツの科学

4

建築概論

基礎数学

2

Fri

英語演習１

英語演習１
スケッチ表現

基礎製図
物理学及び演習

5

で活躍するより高いレベルの建築技術者および建築士の育成をめざします。

さん

井垣 美紀

建築学科 建築工学専攻
［3年］ 兵庫県立兵庫高校出身

いかに建築で人を幸せにするか？
建築人の核となる心を学べました

建築のデザインに大きく影響する
構造 を紐解いていく面白さ

■技術士・技術士補

■建築施工管理技士（1級・2級） ■建築設備士

15

など

さん

好きだった数学や物理の知識が、
建築の魅力をさらに深めてくれる

建 築 物は人の生 活と密 接

建築のデザイン＝設計で決

建築の原理・原則を学び、
そ

まると考えていた私 。実は

こから材料や構造について

かい工夫や狙いがあり、
その

構造 が大きく影響するの

知 見を広められるのがこの

意図にハッと気付いた時の

だと本 専 攻で知り、安 全に

専攻の魅力です。高校の頃

興奮やスッキリ感が建築を

関わる分野を学べる意義深

から数学や物理が好きだっ

学ぶ面白さ。私が特に好き

さを感じています。コンクリー

たので、公式を用いて構造

な講義は、
「福祉住居論」。

トや鉄筋の破断の仕方から

物にかかる力を求めていく

性質や構造理解を深める実

「静定構造力学」の講義が

験は、特に面白かったです。

とても面白く、テストも高 得

心や生活を豊かにできるか考え抜いた時間は、必ず社会に

将来は、計画から竣工まで一番近くで関われる施工管理職

点。今は入社後早い段階での一級建築士の資格取得をめ

出た時の糧になると思います。

になるのが目標です。

ざし、勉強に励んでいるところです。

16

奨学金

■二級建築士

菊池 達希

建築学科 建築工学専攻
［4年］ 鹿児島県・池田学園池田高校出身

に関わるもの。だからこそ細

です。
どうすれば建築で人の
■一級建築士

さん

建築学科 建築工学専攻
［4年］ 大阪府・金蘭千里高校出身

福祉が意味するのは 幸せ

目標とする
資 格・検定

建物周りの圧力

施設紹介

建築を考える
「構造」、音・光・熱・空気の視点から快適性と持続性を考える
「環

力）
が作用します。
コンピューターシミュレーションを使うと建物に作用する風

大学院

建築には、美しく使いやすい建築を考える
「計画」
と、災害にも強く安全・安心な

ています。風上側の壁面は正圧（押す力）
が作用し、屋根面では負圧（引く
圧力が色で表すことができ、台風時の建物に作用する力が詳しくわかります。

01 建築学科 建築工学専攻
計画・構造・環境の3分野を包括的に学び、
総合的な建築の能力を養う

さん 建築学科［4年］

強風時の建物に作用する風圧力を、
コンピューターシミュレーションで研究し

学科・専攻紹介

建築学科 建築デザイン専攻
学びの特 長

カリキュラム

スタジオ教育による実践的な設計技術を学び、建築家をめざします
建築デザイン専攻では、歴史を踏まえた幅広い教養と専門技術に関する知識を修得することで、
次世代の建築デザインを担う建築家を育成。
新しい発想とデザインが展開できる建築家教育をめざします。

1年次

必修科目

3年次

4年次
建築総合演習

基礎製図

環境工学概論

設計演習Ⅰ

建築材料

設計演習Ⅲ

３Ｄ・ＣＡＤ演習

建築概論

設計演習Ⅱ

近代建築史

建築基礎演習

物理学及び演習

建築設計論

静定構造力学２

スタジオ設計Ⅰ
建築デザイン論

建築設計概論

基礎数学

住宅計画

不静定構造力学

建築施工

建築構法

情報処理基礎

建築計画総論

音・光環境

建築行政

静定構造力学１

アーバンデザイン

熱・空気環境

建築設備概論

コンクリート構造

ゼミナール演習

スケッチ表現

２Ｄ・ＣＡＤ演習

静定構造力学演習１

静定構造力学演習２

数学概論

不静定構造力学演習

情報処理実習１

情報処理実習２

PICK UP! 1

PICK UP! 2

鋼構造

設計演習Ⅳ

建築デザイン演習Ⅰ

建築デザイン演習Ⅱ
インテリアデザイン論
ランドスケープデザイン論
建築プロジェクトデザイン論
建築計画各論

PICK UP! 2
建築デザイン論

スタジオ設計を対象とした
自由度の高い課題に取り組む

建築デザインの考え方や
基礎知識を学ぶ

スタジオ設計Ⅱ

PICK UP! 3

現代都市計画
建築設備各論
日本建築史
西洋建築史
構造設計総論

環境設備計画

PICK UP! 3
建築デザイン演習Ⅰ
コンピュータによる建築デザインの
表現技法を修得

建築家として必要な企画構想力、
そしてそれを表現するデザイ

歴史的な背景や実例を踏まえながら、建築デザインの考え方を

さまざまな先進的な事例の紹介とともに、高度な3D・CADソフ

ン力とプレゼンテーション力を身につけるため、都市・建築・環境

解説。
また建築の技術、社会・文化的様相などの視点から、建

トを用いて、
コンピュータによる建築デザインの表現技法を修

にかかわる課題に取り組みます。

築デザインの基礎知識を学びます。

学 科・専 攻 紹 介

スタジオ設計Ⅰ

卒業研究・設計

PICK UP! 1

４年 間の流 れ

選択科目

2年次

キャリア

※カリキュラムは2022年度のものです。
２０23年度は変更になる場合があります。

得。新しい空間を創造する力を養います。

建築デザイン専攻「卒業研究紹介」
国際交流

心のみちくさ〜過疎化集落を心の療養の場として
再編するグリーンリノベーション計画〜
野瀬 ひかり さん

北口 あすか さん 奈良県・帝塚山高校出身

建築学科 建築デザイン専攻［4年］

文化や芸術、地域とのつながりを理解し、
新しい社会に求められる建築をデザインする
建築はさまざまな文化や芸術、社会システム、地域と深くかかわっています。
そ
専攻で学ぶことの中心です。具体的には、歴史を踏まえた幅広い教養と専門
知識の修得をはじめ、
自らの感覚を頼りに身近な空間を都市につなげ、新しい
建築を構想すること。
さらには、縮減していく都市における地域のコミュニケー
ションの考察。歴史的な背景を理解し過去と現在の建築をつなぐ思想を身に
つけることなどです。質の高いデザインとは何かを追い求め、新しい発想と確

村上 菜登
北口さんの時間割（1年次）
時限

1

Mon

Tue

■二級建築士

■木造建築士

Thu
英語演習１

韓国語総合１

オーラル
イングリッシュ１

情報処理基礎

3

基礎ゼミ１

ビジネスモデルと
マネジメント

生涯スポーツ１

4

建築概論

2

■インテリアコーディネーター

17

基礎数学

基礎製図
物理学及び演習

5

■インテリアプランナー など

Fri

さん

中山 愛花

さん

今津 唯登

さん

建築学科 建築デザイン専攻
［3年］ 福岡県立城南高校出身

建築学科 建築デザイン専攻
［3年］ 京都府・京都女子高校出身

建築学科 建築デザイン専攻
［4年］ 岐阜県立長良高校出身

未来を見据えた建築デザインを
発想できる人材になりたい

豊富な設計課題によって身についた
建築を俯瞰的に捉える視点

建築デザインを深く知ると、
世界の見え方が180度変わる

その時代の生活や文化と密

意 匠 設 計に特 化した本 専

将来は、住宅設計の仕事に

接にリンクする建築物は、未

攻は設計課題が多く、教員

就くことが目標です。著名な

来の社会を見据えた新しい

や仲間とディスカッションを

建築家の図面に色を塗り、

デザインの発想が求められ

交わす中で新しい発見を得

そこから設計思想やデザイ

ます。建 築 家に必 要となる

られます。これまでは建物単

ン手法を読み解く
「 建築設

企画構想力を鍛えてくれる

体に目を向けがちでしたが、

計 概 論 」はとても実りがあ

演 習が、
「スタジオ設 計 」。

今は建 築をまちの一 部とし

り、手を動かして考える作業

敷地選びから始まり、
どんな

て俯瞰的に捉え、
その場所

の楽しさにも没頭しました。

機能をもつ建築物を作るか

に必要な機能・デザインを考

世 界の見え方が1 8 0 度 変

まで緻密に考え抜くため、何度も頭を抱えましたが、形に

えられるように。将来は、訪れた人がワクワクするような空間

わるのがこの専攻の面白さ。いつもの帰り道にも、
デザイン

なった時の喜びも大きかったです。

デザインの創出が夢です。

の工夫があったことに気付けます。
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奨学金

■一級建築士

Wed

英語演習１
スケッチ表現

かな知識で、次世代の建築デザインについて考えていきます。

目標とする
資 格・検定

在学生インタビュー

施設紹介

のことを理解して、新しい建築のデザインを探究していく。
これが建築デザイン

集落の過疎化と精神科病院の閉鎖的空間という2つの問題提起に対し、園芸療法に着目し、
園芸学校で学んだ園芸療法士や精神科病院、地域住民を巻き込みながらランドスケープと建築
の操作によって豊かな集落を創ろうとする提案です。既存の敷地や自然を読み解き、
それぞれの
場の特性を活かし竹林エリア、棚田畑エリア、住宅園芸エリアといった空間が設計されています。

大学院

02 建築学科 建築デザイン専攻

2021年3月卒業

学科・専攻紹介

建築学科 住宅建築専攻
学びの特 長

カリキュラム

社会構造と密接につながる「住宅」を理解し、専門知識を身につけます
住宅建築専攻では、私たちが生活する上で欠かせない住宅の意味と価値を再確認・再構成し、
住宅を中心に社会のあり方について学び、個々の人に適した住まい、
これからの新しい社会や生活をつくっていく住宅の専門家を育成します。

1年次

必修科目

3年次

4年次

基礎製図

環境工学概論

設計演習Ⅰ

アーバンデザイン

福祉住居論

住宅構造学

３Ｄ・ＣＡＤ演習

建築概論

設計演習Ⅱ

建築史概論

居住管理論

建築設備概論

建築基礎演習

物理学及び演習

住宅計画

建築材料

住宅都市計画演習

住宅設備

建築設計概論

基礎数学

建築計画総論

構造概論

建築施工

ゼミナール演習

建築構法

情報処理基礎

現代ハウジング

静定構造力学１

企画マネジメント総論

スケッチ表現

２Ｄ・ＣＡＤ演習

静定構造力学演習１

建築設計論

数学概論

近代建築史

情報処理実習１

構造力学演習

住宅実務設計演習

卒業研究・設計

PICK UP! 3

建築デザイン論
インテリアデザイン論
ランドスケープデザイン論
住文化論
現代都市計画
住宅環境性能論
環境都市・建築論

情報処理実習２

熱・空気環境

PICK UP! 2
住宅構造学

土地建物調査法
建築再生論

PICK UP! 3
住宅実務設計演習

住宅計画に関する幅広い領域を
理解する

木造住宅の性質や、
各種工法の基礎を学ぶ

小規模な住宅のプランニングから
構造設計までを体験

我が国の住宅事情の現状、
その歴史的変遷、住宅生産供給

我が国独特の木造住宅について、木材の性質からはじまり、戸

住宅のプランニング、構造設計・設備設計を行う演習科目で

システム、住宅政策など、住宅計画に関する広範囲の領域を

建て住宅の軸組工法、枠組壁工法、工業化住宅など、各種工

す。住宅づくりの実務を一通り経験する、大学の建築教育で

対象に、
それぞれの解説を行います。

法の基礎について学びます。

は非常に珍しい授業です。

学 科・専 攻 紹 介

現代ハウジング

建築総合演習

建築行政

PICK UP! 1

音・光環境

PICK UP! 1

PICK UP! 2

４年 間の流 れ

選択科目

2年次

キャリア

※カリキュラムは2022年度のものです。
２０23年度は変更になる場合があります。

卒業研究紹介
国際交流

在留外国人の居住支援における課題を調査
佐藤 ひな子

康本 千尋 さん 大阪府・建国高校出身

建築学科 住宅建築専攻
［4年］

人を想い、住宅をトータルに
考える力を育む
住宅の設計は、人々の生活に密着するがゆえに、
より深く、
より広い知識が必要と
や人と人とのコミュニケーション方法など、社会学・心理学的側面についても学
び、変化する時代に対応した住まいのあり方について考えていきます。その上で、
建築物としての造形デザインやインテリアデザイン、
またはユニバーサルデザインな
どについて学び、地震や風雪にも耐えうる構造技術と、室内環境を快適にコント
ロールする環境・設備技術などについて学習。住宅と居住環境のあり方を総合的

千賀 彰斗

1

Mon

Tue

Wed

Thu

韓国語総合１

オーラル
イングリッシュ１

情報処理基礎

3

基礎ゼミ１

国際化と
異文化理解

健康とスポーツの科学

4

建築概論

基礎数学

2

Fri

英語演習１

英語演習１
スケッチ表現

住宅業界の時事トピックも学べ、
関心がどんどん高まります

基礎製図
物理学及び演習

5

に再確認・再構成し、個々の人に適した住まいをつくる能力の習得をめざします。

■一級建築士 ■二級建築士 ■木造建築士 ■インテリアコーディネーター ■福祉住環境コーディネーター
（1〜3級） など
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小島 愛夕

さん

建築学科 住宅建築専攻
［3年］ 大阪府・大阪国際大和田高校出身

手描き図面の作成など実務を経験！
設計演習は、学びの宝庫です

平岡 昌樹

さん

建築学科 住宅建築専攻
［4年］ 兵庫県立姫路南高校出身

住宅設計の専門知識を意欲的に学び
一生に一度のマイホーム作りを

自分たちにとって身近な住

昔から、住 宅の間 取り図を

住宅が好きで、一生に一度

宅や都市について詳しく知

見たり、動線を考えて部屋の

のイベントである家作りを仕

れるのが面白いです。特に

家 具を配 置したりするのが

事にするのが目標です。本

「 住 宅 環 境 性 能 論 」は、業

好きで、住 宅に特 化して学

専攻は、住宅作りを実務形

界の時 事ニュースがピック

べる本専攻を選択。手描き

式で学 べるのが 大きな魅

アップされ、住宅への関心を

図面の作り方や設計の考え

力。
「 建 築 施 工 」の講 義で

より高めてくれます。専攻が

方を、実務を通して知る
「住

は、現場作業の流れや、
どん

4つに分かれ、興味がある分

宅実務設計演習」は、学び

な配慮が必要かを学べて知

野に絞って勉強できるのも

の宝庫。仲間の作品を見て

識が深まります。仕 事や家

魅力。モチベーションも上がり、一点集中することで時間的

自分にない視点をもらえるのはとても面白く、意見交換しな

族構成、年齢など色んな要素を踏まえた理想のマイホーム

なゆとりも生まれました。

がら設計する時間が楽しいです。

を作れるよう勉強に励みたいです。
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奨学金

目標とする
資 格・検定

さん

建築学科 住宅建築専攻
［3年］ 兵庫県立鳴尾高校出身

施設紹介

なります。住宅建築専攻では、デザインや工学的技術だけではなく、家族のあり方

在学生インタビュー

康本さんの時間割（1年次）
時限

大学院

03 建築学科 住宅建築専攻

さん 2021年3月卒業

現在、全国で住まいの確保が困難な方を支援する団体として、居住支援法人の立ち上
げが推奨されていますが、
いまだ具体的成果につながっていないと言われています。特に
支援が届きにくい在留外国人については、言語や保証人不在などの理由から入居を断ら
れる課題が生じています。そこで本研究では、外国人支援団体を対象に居住支援法人
体制や支援の仕組みについて調査。制度と居住支援のミスマッチなどの課題を把握する
とともに、各関係主体の連携のあり方について整理しました。

学科・専攻紹介

建築学科 企画マネジメント専攻
学びの特 長

カリキュラム

実践的な講義・演習を通して、社会が求める新しい建築のあり方を学びます
企画マネジメント専攻では、建築企画、建築マネジメント、都市計画の分野の内容を中心に、
今後多様化していく建築産業や不動産業にも対応した実践的な知識・技術を学びます。
ストック社会・成熟社会の中で建築の専門知識を武器に、多方面で活躍できる人材を育成します。

1年次

必修科目

3 年次

基礎製図

環境工学概論

設計演習Ⅰ

アーバンデザイン

３Ｄ・ＣＡＤ演習

建築概論

設計演習Ⅱ

建築史概論

建築基礎演習

物理学及び演習

住宅計画

建築材料

建築設計概論

基礎数学

建築計画総論

構造概論

建築構法

情報処理基礎

現代ハウジング

居住管理論

建築行政

建築生産論

建築設備概論

建築マネジメントⅠ

ゼミナール演習

建築企画演習Ⅰ
建築企画演習Ⅱ

企画マネジメント総論

スケッチ表現

２Ｄ・ＣＡＤ演習

静定構造力学演習１

建築設計論

建築計画各論

数学概論

近代建築史

保存修景計画

情報処理実習１

構造力学演習

建築施工

音・光環境

住宅構造学

熱・空気環境

環境都市・建築論

まちづくり論

卒業研究・設計

PICK UP! 1
PICK UP! 1

PICK UP! 2

建築デザイン論

情報処理実習２

PICK UP! 1

PICK UP! 2

建築マネジメントⅡ
土地建物調査法

建築再生論

PICK UP! 3

PICK UP! 3
建築再生論

地域の課題を読み解き、
まちづくりの解決策を学ぶ

建築を使い続けるために実践的に
建築再生の手法を学ぶ

実際のプロジェクトやフィールドの学外体験や企画提案の演

地域の活性化、
まちの再生、居住環境の改善など、実際のまち

不動産の視点、法規の視点を交えながら、商業施設やオフィス、戸

習を通して、教員と学生とがディスカッションを行いながら建築

づくり事例をもとに、歴史・景観・福祉・自然・交通などさまざまな

建て住宅や集合住宅のリノベーション・コンバージョンといった建築

企画を学びます。

視点からまちづくりを学びます。

の再生手法について学びます。

学 科・専 攻 紹 介

まちづくり論

提案とディスカッションを
繰り返しながら建築企画を学ぶ

建築総合演習

現代都市計画

静定構造力学１

建築企画演習Ⅰ
・Ⅱ

4 年次

４年 間の流 れ

選択科目

2 年次

キャリア

※カリキュラムは2022年度のものです。
２０23年度は変更になる場合があります。

企画マネジメント専攻「卒業研究紹介」
国際交流

空海の想いを参詣者に伝える修行僧の
コンシェルジュメゾン あばらかきゃ
浦井 亮太郎

多田 智香 さん

建築学科 企画マネジメント専攻
［3年］
兵庫県立尼崎稲園高校出身

世界遺産・高野山の文献や現状を分析し、空海が構想した参詣道である 町石道 が認識しづらく、参詣空間
の意味が伝わらない状況だと分かりました。そこで、空海の想いを参詣者に伝えるコンシェルジュ機能をもつ修
行僧の共同住宅を設計し，
高野町で展示発表しました。大学院進学後は、高野山中学校で「ふるさと教育」
カリキュラムの開発・実践に携わりながら、共創まちづくりの場としての学校に関する研究をしています。

在学生インタビュー
島田 佳明

つくる建築から守り育てる建築へ。
これからの建築のあり方を考える

多田さんの時間割（1年次）
時限

企画マネジメント専攻では、
「つくる建築から守り育てる建築へ」
と転換を図る新
見た実現可能性や、
社会や人々とともにどうやって建築をつくるか、
建築をどのよ
うに守り育てていくのかを考察し、
その考えを身につけていきます。
また、
ストック社
会・成熟社会における建築のあり方を探究するため、
計画・設計の前段階である
建築企画、建築竣工後の維持・管理・経営分野に関する専門知識も学習。今
後ますます多様化していく建築産業や不動産業にも対応し、
建築業の枠を超え

1

スケッチ表現

2
3

Tue

Wed

イングリッシュ・
スキルズB１

Thu

Fri

英語演習１

中国語総合１

イングリッシュ・
スキルズA１

情報処理基礎

建築概論

ビジネスモデルと
マネジメント

健康とスポーツの科学

4

まちづくりや都市計画を進める
人 に焦点を絞った実りある学び

基礎ゼミ1

基礎製図

基礎数学
物理学及び演習

5

て住宅・建築・都市にかかわるさまざまな業態に対応できる能力を修得します。

■一級建築士

■二級建築士

■木造建築士

■宅地建物取引士
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■不動産鑑定士

など

筋原 愛子

さん

松井 洸樹

さん

建築学科 企画マネジメント専攻
［4年］ 和歌山県・開智高校出身

建築学科 企画マネジメント専攻［4年］ 大阪市立都島工業高校／三重県・近畿大学工業高専出身

地域の皆さんと意見交換を行い、
建物の活用法を企画する貴重な経験

地域活性化や空き家対策に尽力する
コンサルタントになるのが夢

「まちづくり論」
では、
ファシリ

公務員の建築職を志望して

都 市 計 画のコンサルタント

テーターとは何か？優れた行

いたため、建築の行政分野

が目標。本専攻は、多様化

政職員とは？など、人に焦点

を学べる本専攻を選択しまし

する建築産業にも対応した

をあてた学びも。公務員をめ

た。公園に面したアパートの

カリキュラムで、
コンサルタン

ざす私にとって、
まちづくりや

活 用 法を企 画する演 習で

トに必要な高度な専門知識

都市計画の道しるべとなる

は、所有者の方や市役所の

を養えます。
まちの歴史や景

考えを深く知れた講義です。

職員さんと意見交換しなが

観、交通にも目を向け、不動

実 際の物 件のリノベーショ

ら、
リノベーション計 画を立

産的な視点で建築物を考え

ン案を提案する機会もあり、

案。周辺の環境や住民の年

る思考も身につきました。地

習得した製図や設計技術などが実務でどう生きるのかを実

齢層によってニーズが変わる難しさとともに、
まちづくりを担

域活性化や空き家対策のプロとして活躍するまちづくりコ

感できました。

うやりがいを感じました。

ンサルタントをめざします。
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目標とする
資 格・検定

さん

建築学科 企画マネジメント専攻
［3年］ 奈良県立高田高校出身

施設紹介

しい建築のあり方を学びます。何をつくるかだけではなく、
現実の社会経済面から

Mon

大学院

04 建築学科 企画マネジメント専攻

さん 2019年3月卒業

学びの特 長

研究室紹介
木質構造研究室

建築・環境研究室

木質構造、
特に在来木造住宅の
耐震設計に関する研究
村上 雅英

建築環境システム研究室

現代の建築と
環境についての研究

松本 明

教授

建築の環境負荷
低減を目的に
建築内外の諸環境を
研究しています
岩前 篤

教授

教授

地震に強い木造建築物を建てるための

都市を構成し環境を形成する現代建築

限りある資源とエネルギーの節約と、
人の健康性・快適性の追求を

理論的研究と実験をしています。実験

のデザインや根底にある思想につい

目的にさまざまな調査や実験、
シミュレーション手法を用いて、建築

て、社会的背景を鑑みながら、
その検証

物の省エネルギー性、
耐久性、
健康性な

と設計行為の実践につながる問題を研

どを評価し、
実際に社会で役立つ情報と

います。

究対象としています。

技術をつくっています。

▶建設予定の木造5階建建物の壁柱と梁の部
分を実大サイズで製作して、性能を確認するため
の実験

▶デザインした建築が、現場で実際に建ちあがるプ
ロジェクトの過程において、具体的な方法論や建築
に関する思考を深める

▶野外調査、数値シミュレーション、実験室実験
などで収集したデータをもとに、研究室で整理・分
析、文章作成を実施

空間理論研究室

都市計画研究室

日本近代建築史、
特に伝統演劇空間の
近代化を研究

コンクリート構造・材料研究室

地域再生、景観整備、
都市計画。
市民参加の
まちづくりを実践
脇田 祥尚

教授

今後ますます需要が高まる
コンクリート
構造物の耐震性・
耐久性を追究
岸本 一蔵

教授

教授

近代建築の成立過程を解明することをテーマにしています。特

日本と海外をフィールドに、景観・減災・子ども・コミュニティ形成など

コンクリート構造物の耐震性・耐久性についての研究を行ってい

に、伝統芸能である能楽が演じられ、入れ子と呼ばれる能舞台を

の観点からまちづくりを研究。実際に行政からの依頼でプロジェクト

ます。高強度材料を用いた部材の耐震性能評価や、
コンクリート

室内に納めた独自の空間を構成し、世

を実施することもありますが、地域の方々と意見を共有することを大

の弱点を補う構造
（プレストレストコンク

界的にも稀な劇場空間である能楽堂

切にしながら、具体的なまちづくりの実践

リート構造）
の研究、
その他、
コンクリート

は、
主要な研究テーマです。

方法を探求しています。

学 科・専 攻 紹 介

奥冨 利幸

４年 間の流 れ

では、実物大の建築物の壁などを計測
しながら破壊させて耐震性能を調べて

キャリア

近畿大学の建築学部には︑業界をリードする精鋭の研究者が集結︒

最先端の研究を担うプロのマインドに触れる︑

刺激的な毎日が待っています︒

建築界の最前線を担う
教員たち

学科・専攻紹介［研究室・教員紹介］

内の鉄筋が腐食した場合に部材性能
がどのように変わるかなども研究してい

▶横浜能楽堂の設計、旧染井能舞台の復元を
経て、伝統演劇空間の近代化の研究が進行

岩田 範生

風が建物に与える
影響を研究

当研究室では、台風や竜巻などの自然現象がどのような性質なの
かを、気象観測データを手がかりに明らかにしていきます。
また、
コン

美しさを兼ね備えた構造部材の配置

ピュータシミュレーションを駆使して、
目に

【構造系】
コンクリート構造、建築材料

【環境・材料系】建築・都市環境材料

教授

助教

岸本 一蔵

教授

菅原 彬子

の実務経験に基づき、理論的かつ実践的

どのような力が建物に作用するのかを研

に構造計画・構造設計を探求しています。

究しています。

▶設計作品〜中間層免震・超高層建築物〜超高
層オフィス建築を大規模ホールの上に実現させた力
強い鉄骨メガトラス

▶コンピューターシミュレーションによる建物背後
の流れの様子

建築・都市デザイン研究室

人の居方（いかた） を
切り口に、
街や建築の在り方を考察

いずれは宇宙建築にも貢献？
音を自在に操る吸音材を研究開発

地震などの自然脅威に強く、
かつ「構造美」
を醸し出します。長年

見えない風を
「見える化」
し、強風により

建築計画研究室

建築の豊かな空間はその骨格である
「構造」
で支えられています。
「力の流れ」に対し合理的で洗練された
「構造計画」による建築は

居住福祉研究室

建築と都市における
さまざまな物事を読みとり
実践に結びつける

高齢社会における
住まいのあり方

朽ちていくコンクリート建築から
建物を守り育てるヒントを探る

竹中工務店設計部で18年の実務経験を持つ

高齢者の方々が質の高い生活を送れるように、新

コンクリートは建築に欠かせない存在であると同時

菅原助教が取り組むのは、音を自在に操る新素材

垣田准教授。城崎温泉の旧消防署をコンバー

しい福祉施設の形を研究している山口教授。キー

に、未解明な部分も多い建築材料です。例えば、

の研究です。例えば、生活音はそのままに、話し声

ジョンするプロポーザルでは最優秀賞案に選定さ

ワードとなるのが 脱施設化 です。高齢者が自宅

劣化による耐久性への影響。高度成長期に作ら

や外部の音だけを吸収する素材。制御したい音に

れ、建築設計学会賞、AACA優秀賞など5つの

から施設にうつる際、環境の落差から精神的ダ

れた建築物の劣化が社会問題として注目を集める

応じて、
自由に設計できるようにすることが狙いで

賞を受賞した建築家の顔を持ちます。学内では、

メージを受け、認知症が進行するなどの重大な影

一方で、90年以上経っても性能を維持しているコ

す。材料になるのが「メタマテリアル」。素材の微

「ある場所に人がどう居られるか＝人の居方」
という切り口から街

デザイン・解析の両面から建築と都市の研究に取り組みます。都

気の合った仲間と老後を楽しく過ごした

茶室 を課題とするコンペを企画するほか、
ゼミで

響があると考えられています。
この問題を解決する

ンクリート建築が多数現存しています。両者の違い

細構造をコンピュータ上でシミュレーションし、3Dプ

や建築について考察。
「居合わせる」
「たたずむ」
など、居方を説

市構造、都市のコミュニケーションデザイン、都市とアートなどの研

い。介護を受けながらも自分なりの生活

は1/20スケールの緻密な模型作りを通し、素材

のが、
自宅と同等の生活が送れる新しい形の施

は何なのか。その謎を解き明かすのが、岸本教授

リンターで造形していきます。任意で選んだ音の波

明・表現する言葉からその居方がどのような状況やデザインで成り

究を行うとともに、人間の活動が集積する都市におけるさまざまな

を維持したい。高齢期におけるさまざま

や構造の理解を促す学びを提供。現在は能舞台

設。高齢者を動作分析すると同時に、介護する人

の研究。研究対象の一つが、世界遺産に登録さ

長が起こす挙動を制御することで、用途に応じた

立つのかを調べ、
日本の街をより人間

物事を読みとり、建築・環境デザインの

なニーズに対応した住まいのあり方に

の住宅へのコンバージョンにも挑戦中です。実践

の行動や動線を考慮した空間構成によって、未来

れた長崎・軍艦島の調査です。今も劣化が進み崩

音響特性を生み出せる新しい技術です。将来、宇

的な環境にしていくことを目的としていま

実践に結びつけることをめざします。

ついて研究しています。

によって、学生がコンセプトを組み立てる論理の

の施設の在り方を追求しています。研究で重視す

壊寸前にあるコンクリートが教えてくれるのは、建

宙で作る建造物は、3Dプリンターの活用が見込ま

す。

力やクリエイティビティを身につける場を創出して

るのは、現場の声。生の声こそが、本当に必要とさ

物を守り育てるための大切なヒント。
その声に耳を

れています。
「この新材料で宇宙開発に貢献でき

います。

れる研究につながると考えています。

傾ける研究に取り組んでいます。

たら」
と意気込みます。

▶建設予定の木造5階建建物の壁柱と梁の部
分を実大サイズで製作して、性能を確認するため
の実験

▶建設予定の木造5階建建物の壁柱と梁の部
分を実大サイズで製作して、性能を確認するため
の実験

▶建設予定の木造5階建建物の壁柱と梁の部
分を実大サイズで製作して、性能を確認するため
の実験

鈴木 毅

松岡 聡

教授

山口 健太郎

教授

教授

※教員組織は2022年度のものです。2023年度は変更になる場合があります。
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まるで自宅と同じように過ごせる
新しい福祉施設の形を追求

施設紹介

受賞歴多数の現役建築家として、
建築設計の面白さを実践的に説く

山口 健太郎

教授

大学院

地震や風に対して建物が揺れなくす

▶建築振動模型の実験風景

阿波野 昌幸

教授

るための工夫を考えるとともに、強さと

究しています。

【計画系】居住福祉計画、建築計画

安全で豊かな
建築空間を創る
構造計画の研究
野田 博

教授

方法などを実験と解析の両面から研

准教授

建築・構造計画研究室

国際交流

耐風構造研究室

地震や風に対する建物の
安全性の確保と最適化

垣田 博之

曲げせん断実験の様子

▲

建築数理研究室

【設計系】建築設計、建築デザイン、デザイン論

ます。

▶東大阪市で、住民・学生・教員でまちの魅力や
課題を話し合い、
より良いまちづくりには何をすべ
きかを提案する

学科・専攻紹介［研究室・教員紹介］
学びの特 長

減災学研究室

建築物理学研究室

建築や都市の再生に
必要とされる事業企画や
空間デザインを探求

持続可能な建築・
都市環境の
創造をめざして

南海トラフ地震・津波、
直下型地震などへの
対応を建築・
都市の視点から追究
安藤 尚一

宮部 浩幸

教授

ランドスケープデザイン研究室
ランドスケープ/
風景をデザインするということ

安福 勝

教授

住宅計画研究室

宮原 克昇

教授

建築生産研究室

居住者の視点から
住環境について考察し、
より良い住宅・住宅地の
あり方を探る

「所有から利用へ」
維持・更新を
中心とするマネジメント
手法を研究

佐野 こずえ 講師

准教授

池尻 隆史

講師

都市化に伴い災害が巨大化している中、災害をゼロにする
「防

建築や都市の再生における建築や不動産の企画及び空間デザ

熱・空気・湿気環境に関する研究を行っています。特に、
自然環境

ランドスケープアーキテクチャーとは屋外空間のデザインを専門と

実際に住む人はどのような箇所を便利・不便と感じ、
日々暮らして

災」
は、経済的に限界があります。
また、被災後の復興は社会的

インに関する研究を行っています。最近は空家や市街地空洞化等

と建築・都市環境の相互作用とその定量化手法、
および材料の

する分野です。土地のコンテクストを読み取り、大地、植物、水、石

いるのか。そんな居住者の視点から、設定したテーマに基づく生

計画・マネジメント手法を研究。本格的な人口減少時代を見据え

にも効率的とは言えません。そこで被害を少しでも減らす「減災」

の社会問題が懸案ですが、
遊休不動産

熱・湿気物性に関する研究を行うこと

などの自然素材を駆使し、人々に感動を

活者へのアンケートや調査などを通して

た新築に依存しない建築生産のありか

が求められています。研究室では過去

となった既存ストックのリノベーションは

で、先進的な環境予測・制御・最適化

与え、長く愛される風景の創出を追及し

住環境を考察し、
より良い住宅・住宅地

た、既存建築ストックの利活用のありか

の経験から学び、将来に役立てる方策

問題解決の重要な手法だといえます。

手法の開発・提案をめざしています。

ます。

のあり方を提案しています。

キャリア

建築・都市再生デザイン研究室

「所有から利用へ」
をキーワードに維持・更新を中心とした建築の

たなどについて、調査研究を実施してい

を探っています。

ます。
▶ロンドンのダイアナ・メモリアル・ファウンテン。
ダイナミックな造形の大地と水景が人々に憩い
の空間を提供している

▶最新のデジタルマイクロスコープを用いて建築
材料の劣化状態などを3次元観測する様子

地域マネジメント研究室

空間デザイン研究室

企画マネジメント力を
身につけて
まちづくりの実践へ

空間デザインの
魅力を伝えたい

戸田 潤也

准教授

西洋建築史研究室

デザインを考察し、
実践する

垣田 博之

准教授

建築構造学研究室

都市的、土木的といった
複数の視点から
西洋の建築物を考察
會田 涼子

准教授

▶インド・ムンバイのスラム再開発現場

都市・建築史研究室

より安全で安心な
免震構造の実現に向けて

建築および都市の歴史を
把握する作業を通して、
深い洞察力を身につける

犬伏 徹志

講師

岡村 健太郎

講師

講師

コミュニティ、行政、専門家など多様な

建築士としてこれまでに数多くの住宅や商業施設を手がけ、
そこ

建築のかたちには理由があります。設計者は素材や構造の知識、

西洋、特にルネサンス文化を生んだイタリアの歴史的都市フィレン

当研究室では、
より安全・安心な免震構造を実現するための、
実験

建築や都市は時に人の寿命よりも長く持続するからこそ、
その発

主体の役割を意識し、生活にかかわる

で培ってきた実践家としての経験をもとに、空間デザインの基礎

与条件の読み取りをもとに、
ことばや図でコンセプトを組み立て、

ツェを対象に、
「 建築物がいかに多様な条件から成り立ち、空間や様

的・解析的研究を行っています。
また、
地震時の建物挙動を評価す

生要因や前提条件を把握した上で未来を見通せば、
より深い洞

多角的な視点から、持続可能なまちづく

や、
その楽しさを学生たちに伝えていま

設計の指針としたり、作品を説明したりします。設計の実践と並行

式がデザインされてきたのか」について研

る上で重要となる地盤構造の評価や、
建物との動的相互作用につ

察力を得られます。文献資料や理論的フレームワークの構築など

りを具現化する建築・都市計画事業の

す。設計の仕事で必要な知性や感性、

して、
その原動力となるそれらの理論を

究。建築単体だけでなく、建築を取り巻くさ

いても取り組んでいます。

机上における調査と、現場でのフィールドワークの双方を何度も

企画および地域マネジメントの成立要

コンピュータスキルやコミュニケーション

考察しています。

まざまな視点から多面的に考察を進めて

因や手法を研究し、実践力を培います。

能力なども養います。

耐震構造研究室

建物のエネルギー消費を
抑えつつ、快適に過ごせる
環境設備システムを研究
長澤 康弘

▶築古の木造住宅を賃貸向けに再生した事例
（1930の家）。不動産企画と空間デザインの創
造力が求められる

プロジェクトデザイン研究室

地震に強い建物とは！

松宮 智央

准教授

▶19世紀に丘上に建設された広場からのフィレ
ンツェの眺望
（上）
と、広場を設計した建築家によ
る建築物の立面
（下）

建築・都市環境材料研究室

建築をコミュニケーション
として捉えて、
新しいデザイン教育、
メディアのあり方を追求
堀口 徹

准教授

教養・基礎教育部門

建築・都市環境、材料学など
さまざまな観点から
複合的に建築を考えていく
菅原 彬子

准教授

▶85年前に三陸で発生した津波後
に、復興住宅として建てられた民家の
実測図面

▶免震部材の1つである
天然ゴム系積層ゴム支承
の1/4スケール模型

教養・基礎教育部門

建築について
世界中の人と英語で話そう

橋本 啓子

助教

国際交流

建築環境設備研究室

往復することで、思考を鍛える研究スタイルです。

います。

▶ゼミ生がアルミ箔でつくった空間インスタレー
ション作品にみんなで集合

▶コミュニティカフェ
「ふらここ」空き店舗リノベー
ションプロジェクト

自分の考えを英語で
世界に発信しましょう

宮永 正治

准教授

准教授

日本は世界でも有数の地震大国であり、国

建築を、新しいコミュニケーションのための「場」
を生み出すプロ

建築・都市空間における環境と材料学の相互作用に関する研

建築学部に特化した英語の講義を担当します。私の専門はイン

適に暮らすための室内環境を実現する環境設備システムの計

民が安心して暮らせる建築物とは何かを命

ジェクトと捉え、
ワークショップ、建築映画、デザイン教育を主な

究を行っています。材料の物性・構造などにより、居住環境を制

テリアデザイン史、西洋建築史・美術史で、近年は日本の現代イ

授業では受講者自身の考えを英語で発信する能力の向上をめざ

画・解析・評価をテーマに研究を行って

題に、建物の地震に対する安全性につい

テーマに、建築を介した社会との新し

御することで空間の快適性などを考え

ンテリアに関する本や論文を英語で執

しています。授業はみなさんが英語を使う

います。
レストランなどの調理作業空間

て研究しています。

いコミュニケーションの創造に取り組

ます。建築・都市環境と材料の両観点

筆し、海外に紹介しています。建築学と

場ですので、失敗を恐れずに積極的に参

んでいます。

から建築を考えられるのがゼミの魅力で

英語を知れば、世界中の人とコミュニ

加してもらうことに重点を置いています。

す。

ケーションができます。ぜひ本学部で両

を対象に、快適で衛生的な作業空間の
実現をめざします。

▶学内外、
国内外などをフィールドに旅をしながら
国際交流・地域交流しながら展開する
「トラベリン
グ・ワークショップ」

▶鋼構造骨組に対する
地震応答解析シミュレーション

方とも自分のものにしましょう!

▶音を制御するフォノニック結晶。特定の高さの
音だけカットできる

▶近年、執筆・翻訳したデザイン、
アートの書籍

専門分野における英語コミュニケーション能力の育成を目的に、

大学院

最小限のエネルギー消費で、建物内に居住する人々が健康で快

▶コンピュータシミュレーションによる吹出口周辺
の空気の流れ

学 科・専 攻 紹 介

寺川 政司

設計・デザイン論研究室

▶住宅模型作成の指導

４年 間の流 れ

▶地震で住宅が倒壊しない、都市が津波リスク
の高い地域にないことが理想。東日本大震災
（上）
とインド洋大津波
（下）

▶Supercomputing
08
（米国テキサス州オース
ティン）
でのポスター展示・発表とワークショップでの
発表の様子

※教員組織は2022年度のものです。2023年度は変更になる場合があります。

建築・都市コモンズ研究室

建築・都市音環境研究室

髙岡 伸一

健康で快適な
音環境を探求し、
建築・都市空間に
音の新たな価値を生み出す
平栗 靖浩

准教授

教養・基礎教育部門

都市、建築、住宅、
そして住生活を
持続的に利用するための
マネジメントとは？
関川 華

准教授

英語はアイデアを説明したり、
デザインを共有したり、
国際的に活躍するための
ツール！
バルー ケビン 講師

准教授

大阪を主なフィールドに、近現代建築史と建築ストックの改修設

建築・都市空間における音環境につい

多様な価値観を持つ居住者が共同で利用する集合住宅をより持

世界中の建築家、
デザイナー、
エンジニアが英語を使いコミュニ

計、
そこから導かれる建築の価値を社会

て研究しています。現在の主要テーマ

続的に利用するには、
どのようなマネジメントが必要なのでしょうか？

ケーションを取っています。授業では実生活で活用出来る英語を

で共有するための方法論を総合的に研

は都市騒音の予測・評価技術の開発

集合住宅の歴史がある海外の管理体制や日本の事例を通して、

練習し、
目標と夢を達成するために必要な英語でのコミュニケー

究することで、
「 生きた建築」による都市

や会話しやすく快適なカフェの音響設

住宅だけでなく居住者の生活を支えるマネ

ションスキルの上達をサポートします。

計、音による移動支援、
スポーツで発生

ジメントや建築社会システムを考究します。

コモンズ学を探求しています。

する音の知覚です。
▶道路交通騒音を音源とした市街地のノイズ
マップの計算例
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▶カンボジアへのスタディーツアーにて。参加した
生徒たちはアンコールワッ
トとカンボジアが直面す
る問題を学び、
カンボジアの人たちと互いの文化
や日々の生活について英語で意見交換をした。

奨学金

▶日本最大の建築一斉公開イベント
「生きた建
築ミュージアムフェスティバル大阪」の実施

▶高経年集合住宅を管理しながら、長期利用してい
る例。調査フィールドはフランス、
パリ市。1920年代
築の社会住宅

施設紹介

建築の価値を
社会で共有して
都市に生かす

都市住宅研究室
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留学

大学院
建築デザイン専攻、環境系工学専攻の2専攻で、
新たなデザイン・環境を創造する人材を育成

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更または中止になる場合があります。

留学生活で、自分をもっと高いレベルへ

近畿大学の持つ総合性を最大限に引き出す画期的なシステムと、

海外協定大学への約1年間の海外生活を通して、
実践的な語学力の向上と多様な価値観を身につけられる「交換留学・派遣留学」を実施。

留学先：フランス パリ ラ･ヴィレット建築大学

土井 康永

さん

さん

総合理工学研究科
建築デザイン専攻

ロサンゼルスオフィス

日本の建築を客観的視点でとらえることが必要だと強く感じて、近畿大学建築学

協議、
クライアントへのプレゼン資料作成、役所への申請など、全ての過程を包

部を卒業後、
ラ･ヴィレット建築大学へ留学しました。便利や快適を重視する日本

括的に担っています。数日かけた基本設計がなかなか通らず落ち込むこともありま

の価値観とは異なり、
何よりも歴史的価値を重要視

すが、逆にクライアントや上司から大きな評価を得た時はやりがいも大きいです。

するヨーロッパ特有のアイデンティティに驚かされた

在学中のウエストバージニア大学への交換留学や、学部卒業後に進学した

り、ペルーでの現地調査では既成概念を覆す町や
住宅を調査分析したり、多彩な講義やワークショッ

伝える力が身につきました。チーム

プを通して建築の在り方を学びました。
また、同大学

で仕事を進める中、図面やCGを用

は建築学生2000人のうち30%が留学生という国

い、英語を使ってコミュニケーション

際的な環境。世界各国から建築を学ぶため集まっ

をとった経験が、現在の仕事に役

てきた仲間はみんな議論好きで、
自分の意見を主張

立っています。アメリカや日本にこだ

したり、建築哲学を交わし合ったことも貴重な経験

夏期や春期休暇を利用した、約3〜4週間の短期海外留学制度。海外協定大学で行われる講義やディスカッションへの参加を通して、実践的な語学力を修得します。
語学力レベルが初級の方でも安心して海外の大学で学べる環境を整えています。
ニュージーランド ワイカト大学
アイルランド ダブリンシティ大学

フィリピン セブ医科大学
韓 国 漢陽大学

韓 国
中 国

高麗大学
北京大学

台 湾

台湾大学

※2019年度実績。2020年度、2021年度はオンラインで実施。

留学制度

1学期間〜2学期間で確かな実力を身につける長期留学。
単位の修得により、4年間での卒業も可能です。

派遣留学先大学
アメリカ

※交換・派遣・認定留学とも、留学先で修得した単位は60単位を限度に卒業単位として認定されるので、4年間での卒業も可能です。

交換留学先大学

人口減少や少子高齢化が進む社会におい
て、空き家問題が深刻化しています。その解
決策の一つがリノベーションの活用です。研
究室では、大阪の鉄道事業者が進めている
遊休不動産のリノベーションプロジェクトにお
いて設計提案をするなど、実践的な活動に取
り組んでいます。
またそこから、建築単体の再
生に目を向けるだけでなく、沿線全体の価値
向上をめざすエリアリノベーションについても
見識を深めているところです。時間を経た既
存のものに魅力を見出し、
ゼロからは生み出
せないものを作り上げる。
リノベーションへの
興味は尽きません。

建築・都市空間における音環境について研
究しています。たとえば、快適なカフェの音響
設計や、交通騒音の超広域予測手法など
テーマはさまざま。今、私が取り組んでいるの
は、都市空間の騒音を可視化して分析・評価
すること。音を可 視 化する上で必 要となる
データを、
プログラミングなどを駆使して収集し
ています。実験装置や解析システムなど、高
いレベルの研究をするための環境が整ってい
るのは近畿大学の魅力だと思います。また、
私が所属する研究室は、常に最先端の研究
に取り組んでいるため、
日々新しい発見や驚
きがあり楽しいです。

藤田 昌宏さん

須田 翔太さん

総合理工学研究科 環境系工学専攻
［1年］

総合理工学研究科 環境系工学専攻
［1年］

建築構造や施工だけでなく、意匠にも精通した構造設計者へ

実在する世界遺産が直面する問題に取り組める、
スケール感

構造設計職に就くのが目標です。既に社会
で構造設計者として活躍する同級生も多く
いますが、構造デザインにおける感性や構造
計算に必要な数式への理解を深めたいと考
え、進学を選びました。現在は、RC構造物に
制振部材としてオイルダンパーを設けた場合
の制振効果の予測法および、
それを利用し
た必要ダンパー量の算定法を研究中。制振
効果を図るのは容易でなく、
さまざまな観点
から論理的に計算を行う必要があり、挑戦の
しがいがあります。災害に強い構造はもちろ
ん、
それだけに縛られないデザインを追求でき
る設計者をめざしたいです。

トルコのビザンティン建築を対象とした調査
チームに加わり、文化財保存をテーマに研究
しています。具体的には、
モザイク画の壁体内
部における熱水分移動や塩類の結晶化、結
晶化圧力による応力発生の一連の現象を調
査・解析。模擬モザイク試験体を用いて壁画
の劣化を再現し、塩類風化メカニズムの解明
も進めています。実在する世界遺産が直面す
る問題を取り扱えるスケール感は、大きな魅
力。研究成果を国内外の学会や研究会で発
信する場にも刺激をもらっています。
この研究
内容を文化財保存に貢献できる形で残して
いくことが直近の目標です。

津野 育海さん

箭野 早耶華さん

総合理工学研究科 環境系工学専攻
［1年］

総合理工学研究科 環境系工学専攻
［1年］

2022年1月時点
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奨学金

EDC PARISビジネススクール
モスクワ大学
淡江大学
ITMO大学
国立陽明交通大学
フランス パリ・ラ・ヴィレット建築大学
フランシュコンテ大学
カザン連邦大学
南華大学
トランシルヴァニア大学
極東連邦大学
国立高雄大学
ルーマニア
ルーマニア・アメリカン大学
ノヴォシビルスク大学
台北科技大学
ルレオ工科大学
サンクト・ペテルブルグ大学
国立台湾大学
スウェーデン
カールスタード大学
東呉大学
ロシア 国立研究大学経済高等学院サンクト・ペテルブルグ校
台湾
フォンティス応用科学大学
ドゥブナ大学
中信金融管理学院
ハンゼ応用科学大学
ドン工科大学
中原大学
ハーグ応用科学大学
モスクワ工業物理大学
国立成功大学
オランダ
アヴァンス応用科学大学
モスクワ市立大学
長栄大学
HZ応用科学大学
スコルコボ科学技術大学
国立台北商業大学
ロッテルダム応用科学大学
ファイナンシャル大学
香港樹仁大学
バレンシア大学
吉林大学
北マケドニア ストルガ国際大学
カトリック大学サンアントニオ·デ·ムルシア
澳門科技大学
チェコ チェコ生命科学大学
スペイン
マラガ大学
慶熙大学
上海大学
ラモン・リュイ大学ラ・サリェ
仁荷大学
嶺南大学
中国
リエージュ州高等教育学院
釜山外国語大学
大連理工大学
ルーヴェン・リンブルグ大学
杭州師範大学
韓 国 国民大学
ベルギー
トーマス・モア応用科学大学
ソウル市立大学
東北大学
エフェック高等教育学院
漢陽大学
上海師範大学
ハンガリー ブダペスト・メ
フィリピン フィリピン大学
トロポリタン大学
韓国外国語大学
インドネシア ビヌス大学
リトアニア ヴィリニュス大学
輔仁大学
アダム・ミツイェヴィチ大学
国立台北大学
テイラーズ大学
マレーシア
ポーランド
ワルシャワ経済大学
開南大学
マラヤ大学
台湾
亞洲大学
チェンマイ大学
ラトビア リガ工科大学
タイ
クロアチア アルゲブラ大学
逢甲大学
タマサート大学
インド チトカラ大学
国立中央大学
ロシア チュメニ大学

都市空間の騒音を可視化・分析。最先端の研究は面白い。

施設紹介

ノースカロライナ大学・ウィルミントン校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校
カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校
アメリカ
ハワイパシフィック大学
ボイシ―州立大学
セントラルフロリダ大学
セント・
トーマス大学
プリンスエドワードアイランド大学
カナダ
レジャイナ大学
フレーザー・バレー大学
ウーロンゴン大学
オーストラリア
ウエスタン・シドニー大学
フィンランド ＪＡＭＫ応用科学大学
ハルツ応用科学大学
トリア単科大学
クラウスタール工科大学
バーデン・ヴュルテンベルク連携州立大学ラーベンスブルク
ドイツ ミュンスター応用科学大学
インゴルシュタット工科大学
ケルン応用科学大学
フランクフルト応用科学大学
ベルリン自由大学
イタリア シエナ大学
ベズミアレム・ヴァキフ大学
トルコ カラビュク大学
イスタンブール大学
フランス ノルマンディビジネススクール

カリフォルニア州立大学・ロサンゼルス校
カリフォルニア大学デイビス校
ハワイ大学マノア校
ハワイ大学ヒロ校
チャタム大学
カリフォルニア州立大学 ロングビーチ校
アメリカ カリフォルニア州立大学 モントレーベイ校
ボストン大学
カリフォルニア州立大学・ドミンゲスヒルズ校
ハートフォード大学
シンシナティ大学
テンプル大学
ボイシ―州立大学
カルガリー大学
セント・メアリーズ大学
カナダ
プリンスエドワードアイランド大学
フレーザー・バレー大学
ノッティンガム大学
サセックス大学
イギリス
ロンドンメ
トロポリタン大学
エセックス大学
ダブリンシティ大学
アイルランド ユニバーシティ
・カレッジ・ダブリン
リムリック大学
ハンガリー ペーチ大学
キャンベラ大学
サザンクィーンズランド大学
サザンクロス大学
クイーンズランド工科大学
オーストラリア
ウーロンゴン大学
グリフィス大学
ボンド大学
ディーキン大学
ワイカト大学
ニュージーランド
オタゴ大学
ポーランド アダム・ミツイェヴィチ大学

既存のものに新たな魅力を見出す、
リノベーションの面白さ

大学院

・
・ 留学希望者の中から選考の上、海外協定大学へ海外留学生として派遣する制度です。
交換・派遣留学 ・
・
・ 協定校以外の外国の大学へ、本学の認定を受けて留学する制度です。
認 定 留 学・

バルな知見に基づいて実現へと導く先見性と創造性、
そして国内外の市民と共同しながら

在学生インタビュー

とで、
建築家になりたいという思いが強まりました。 ラ・ヴィレット建築大学の学生作品

ボンド大学
サザンクロス大学リズモア校

環境系工学専攻では、構造物構築のための知識とともに、社会環境のあるべき姿をグロー

環境系工学専攻

生かし、人と地球に優しい公共施設や居住空間の整備や創造に向けて取り組む人材、
ま

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により変更または中止になる場合があります。

オーストラリア

環境系工学専攻

た社会・地球環境に対し国際レベルで貢献できる次世代リーダーを育成します。

です。視野が広がり、建築の可能性を感じとれたこ

カルガリー大学
ブリティッシュ・コロンビア大学

建築デザイン専攻

多様な問題を解決できるコミュニケーション力・社会的責任感を養成。高度な専門知識を

夏期または春期休暇で伸ばす、実践的な語学力。ホームステイなどの学外プログラムも豊富です。

カナダ

養成します。高度な専門性と領域横断的な知性・教養を身につけ、新たな都市・建築を構

国際交流

短期語学
研修実施大学

総合理工学研究科

統を踏まえつつ、国際的なデザインを通して新たな環境構築を創造できる専門的職業人を

学 科・専 攻 紹 介

UCLA大学院では、
デザインの基礎力とボキャブラリー、
そしてデザインを他者に

短期
語学研修

建築学部
建築学科

多様な文化の人たちと交流

ロジェクトの契約から施工まで、基本的な設計、構造・設備などコンサルタントとの

近畿大学の国際交流プログラム

大学院

築できる建築家および設計技術者の育成をめざします。

将来の夢である建築家としての職能を広げるためには、海外でも認められている

プロジェクトのCGパース

大学

修了

現在は、
ロサンゼルスの設計事務所で、集合住宅、商業施設を中心に設計。
プ

わらず、世界中を拠点に面白い人た

建築デザイン専攻では、実践的デザインと設計力の向上を図るとともに、
インターンシップ
など実務教育を重視した演習科目に重点を置いた特色あるカリキュラムを設定。歴史と伝

４年 間の流 れ

建築学科 2016年3月卒業
カルフォルニア大学
ロサンゼルス校
（UCLA）
大学院 修了
Andmore Partners
（アメリカ ロサンゼルス）
勤務

ちと仕事をするのが夢です。

建築デザイン専攻

壮大な歴史、多様な価値観の体感が建築の知見を広げてくれます

留学先：アメリカ ウエストバージニア大学

月岡 平

各教員の優れた研究成果に支えられる充実の教育によって、社会で即戦力となる専門的職業人を育成します。
キャリア

世界で活躍する建築家になるための実践的なスキルが身についた

学びの特 長

国際交
交流
流

充実の施設・設備と洗練された空間の中、
建築の基礎とセンスを磨く

学びの特 長

施設紹
紹介
介

交通アクセス
（路線図）

建築を学ぶうえで必要な、
さまざまな施設があります。
理想的な教育・環境の下で明日の建築界を担う人材を育成しています。

34号館

403教室／自習利用も可能な、学内でも珍しい
木目を基調とした学習スペース

第3製図室／24時間利用でき、
自分のペースで
製図に取り組むことも可能

1F・ギャラリー／年間を通してコンペティション入
賞の模型作品展、
教員展などが行われるスペース

キャリア

33号館

共同実験室
（大型構造物試験装置）

４年 間の流 れ

ACADEMIC THEATER
文 理 融 合の「 実 学 教 育 」の拠 点 。独自の図 書 分 類「 近 大
INDEX」によって、
マンガや文庫、新書を含む約7万冊の書籍を
収蔵した図書スペース
「BIBLIO THEATER」
を中心に、
スマホ
アプリで座席予約できる24時間利用可能な自習室、Apple社
認定の教育トレーニングセンター
「Apple Authorized Training
Center for Education
（AATCE）」
などを集約。近大ならではの
実学の成果を、
ここから発信します。

ACADEMIC THEATER

BIBLIOTHEATER

THE GARAGE
専 用アプリで食 事メニューをカスタマイズし、
キャッシュレスでの事前決済や時間指定予約に
よって並んで待つことなく食事ができるなど、学生
の利便性を最大限に考慮した食堂です。学生の
健康に配慮したプロテイン入りのメニューや、近
大発食材を使ったメニューも販売しています。

食堂の動画はこちらから CHECK! ▶

DNS POWER CAFE

THE GARAGE

奨学金は2022年度入学生のものです。2023年度は変更になる可能性があります。詳細は近畿大学ホームページをご参照ください。

入学成績優秀者対象【建築学部 計27名以内】

在学中の成績優秀者対象特待生制度

■ 一般入試・前期（A日程・B日程）計18名以内

上記受験生で、得点率75％以上かつ上位者からA日程10位以内、B日程8位以内

在学時

■ 共通テスト利用方式（前期）計9名以内

上記受験生で、得点率80％以上かつ上位者から9位以内

内容

大学と地元企業が交流し、研究シーズやア
イデアを持ち寄って新たな価値を創り出す
モノづくり拠点。3Dプリンターやレーザー
カッターなどの機械を設置し、学生が自由に
使用できます。新しい感性で試行錯誤を繰
り返しながら実験的なプロトタイプを自由に
製作し、商品開発や技術開発をベースにし
た起業にも挑戦できるようにサポートします。

国際交流

奨学金
入学時

Apple Authorized Training Center
for Education

学 科・専 攻 紹 介

次世代型食堂

24時間利用可能な自習室

● 4年間の授業料の全額免除

内容

ただし、入学後成績不良者、留年者は適用を外します。

■ 4年生を除く各在学年生において、次の①〜③の
条件をすべて満たした成績優秀者
❶修得科目の平均点が90点以上
❷TOEIC L&Rのスコアが600点以上
（申請をする年度・前年度のスコアが有効）
❸当該年の修得単位数24単位以上で進級となった者

● 次年度（次学年）の授業料を全額免除

大学院

近畿大学独自の奨学金
時期・期間

区分

給付（返還不要）
貸与（無利子・一括型）

内容

名称

在学中

近畿大学給付奨学金 ※１

年額／ 300,000円

在学中

近畿大学奨学金（定期採用 ）

年額／ 600,000円

各主要駅からの経路・所要時間（目安）※乗り換え時間を含みません。 ＊駅から近畿大学への直通バスです。

※１ 近畿大学給付奨学金につきましては、入学前予約採用型の制度もあります。

日本学生支援機構奨学金
時期・期間

名称

第一種奨学金

貸与
（無利子・有利子）

内容

＊

〈 自宅 通 学 〉
月額 20,000円〜54,000円

〈自宅外通学〉
月額 20,000円〜64,000円
（無利子・選択型） （家計支持者の収入基準額により選択できます。）

在学中

第二種奨学金

大阪（梅田）から

施設紹介

区分

※第一種、第二種とも高等学校など在籍時に予約採用の制度があります。在籍の高等学校などにお問い合わせください。

希望する奨学金の月額を次の中から選べます。
20,000円〜120,000円（1万円単位から選択）貸与途中で月額を変更することもできます。
※医学部40,000円、薬学部20,000円の増額も可能。
（ただし、120,000円を選択した場合のみ）

（有利子・選択型 ） 利息①利率固定方式（貸与終了時に決定する利率で最後まで返還）、②利率見直し方式（返還期間中おおむね5年毎に見直しされる利率で返還）
より選択します。卒業あるいは退学した翌月から月単位で利息が計算されます
（在学中および返還期限猶予期間は無利息）
。

29

JR
新大阪

30

JR
おおさか東線

JR
俊徳道

＊

奨学金

高等教育の修学支援制度（授業料等の減免と給付型奨学金）について令和元年9月20日に近畿大学および近畿大学短期大学部は文部科学省から
対象機関として認定を受けています。

➡
高等教育の
修学支援制度は
こちらから

高等教育の修学支援制度

