
【準備講座】※早期申込者特典

【合格戦略講座】 ３回（25.5Ｈ） ※⽔曜先⾏　／　当⽇課題はすべて添削対象

【プランニング・作図対策講座】 ２回（17.0Ｈ） ※⽔曜先⾏　／　当⽇課題はすべて添削対象

【当年度対策講座】 １回（9.5Ｈ） ※⽇曜先⾏

令和４年度 １級建築⼠設計製図・中期必勝コース 
（⽇程・カリキュラムの詳細については、変更する場合がございます。）

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

2/20 2/16 9:30〜12:30
(3.0Ｈ)

1 6/12 6/8 9:30〜19:00
(8.5Ｈ)

合格戦略講座１
解説講義＋実習＋確認･指導
建築計画･法規／平⾯図（作図実習）(⽇) (⽔)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

2 6/19 6/15 9:30〜19:00
(8.5Ｈ)

合格戦略講座２
解説講義＋実習＋確認･指導
設備計画／設備計画の要点記述／断⾯図（作図実習）(⽇) (⽔)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

3 6/26 6/22 9:30〜19:00
(8.5Ｈ)

合格戦略講座３
解説講義＋実習＋確認･指導
構造計画／構造計画の要点記述／梁伏図・断⾯図（作図実習）(⽇) (⽔)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

(⽇)

4 7/10 7/6 9:30〜19:00
(8.5Ｈ)

プランニング・作図対策講座１
解説講義＋実習＋確認･指導
当⽇課題（単⼀⽤途にてプランニングの基本を習得）(⽇) (⽔)

(⽔)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

5 7/17 7/13 9:30〜19:00
(8.5Ｈ)

プランニング・作図対策講座２
解説講義＋実習＋確認･指導
当⽇課題（単⼀⽤途にてプランニングの基本を習得）

令和４年度 設計製図試験 課題発表（予定）７⽉ 22⽇（⾦）

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容 当⽇課題 宿題課題

1 7/30 7/31 8/3 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

当年度対策講座
ガイダンス･当年度課題説明＋設計製図試験の知識講義
（作図指導）(⼟) (⽇) (⽔)

⽉／⽇ 時 間 内　容

- 準備講座︓昨年度の結果分析及び当年度合格対策
作図実習（梁伏図）／個⼈⾯談(⽇) (⽔)

当年度
基本課題

当年度
基本課題

（トレース）



【本試験課題対策講座】 10回（96Ｈ） ※⽇曜先⾏

※ 「課題⽂の読み取り」から「エスキス」までの基本的な流れの習得とともに、当年度⽤途に対する理解を早期に習得
※ 早期に2.5時間で図⾯を完成できる作図⼒を習得するため、講座１回⽬から各図⾯ごとに作図実習を実施
※ 「計画の要点記述」の対策指導（「計画の要点」の基礎知識講義とコンセプトを明確にした知識定着を図るための記述実習）

【検討中】作図強化特訓講座（別途費⽤がかかります。）　※講座内容については、検討中

※ エスキスプロセスの重要な分岐点の指導に重点をおいた、エスキス⼿順の完全理解への指導を実施
※ チェックシートを使⽤した空間構成のチェック⼒強化指導
※ 統⼀模擬試験(1)を⾒据え、時間配分を意識した完成指導

※ 統⼀模擬試験(1)に向けた6.5時間実践訓練
※ 中間対策指導により、これまでの課題要素、建物構成パターン、重要な記述の再確認を実施

※ 試験本番を想定したシミュレーションにより、緊張感の中での実⼒を発揮するトレーニングを実施
※ エスキス⼒強化実習では、２課題連続実習を実施

※ 中間対策指導により、これまでの課題要素、建物構成パターン、重要な記述の再確認を実施
※ 本試験に向けた総仕上げ︓どのような状況であっても、確実に合格図⾯・計画の要点記述を描く⼒を養成

　　　　※特別対策講座は、別途お申し込みが必要となります。

【本試験課題復元図⾯採点】

内　容 当⽇課題 宿題課題回数 ⽉／⽇ 時 間

3 8/13 8/14 8/17 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

2 8/6 8/7 8/10 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

本試験課題対策講座２
講義(要点記述)＋講義(構造･設備)＋演習(読み取り･
エスキス指導)+要点記述+断⾯図(作図実習)

基本課題S1
基本課題S1

(再ｴｽｷｽ)
（作図･要点）

(⼟) (⽇) (⽔)

(⼟) (⽇) (⽔)

本試験課題対策講座１
講義(当年度課題概要)＋演習(計画･法規知識講義/
読み取り･エスキス指導)+平⾯図(作図実習)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容 当⽇課題 宿題課題

4 8/20 8/21 8/24 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

本試験課題対策講座３
講義＋演習
(ｴｽｷｽ指導/記述指導)

基本課題S2
基本課題S2

(再ｴｽｷｽ)
（作図･要点）

(⼟) (⽇) (⽔)

5 8/27 8/28 8/31 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

宿題課題

本試験課題対策講座４
講義＋演習
(ｴｽｷｽ指導/作図･記述指導)

ｵﾘｼﾞﾅﾙS①

ｵﾘｼﾞﾅﾙS②
(⼟) (⽇) (⽔)

本試験課題対策講座５
講義＋演習／中間対策指導①
(ｴｽｷｽ指導/作図･記述指導)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容 当⽇課題

ｵﾘｼﾞﾅﾙS③

(⼟) (⽇) (⽔)

7 9/10 9/11 9/14 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

6

本試験課題対策講座６　統⼀模擬試験（１）
中間対策指導①

ｵﾘｼﾞﾅﾙ④
フォローアップ

シート
（中間まとめ）

(⼟) (⽇) (⽔)

9/3 9/4 9/7 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

9/20 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

本試験課題対策講座７
講義＋演習
(ｴｽｷｽ指導/作図･記述指導)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

(⼟) (⽇) (⽕)

9 9/19 9/19 9/21

8 9/17 9/18

宿題課題

本試験課題対策講座８　エスキス⼒強化実習ⅠⅡ
講義＋演習(ｴｽｷｽ指導)

ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑧

ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑨

(⽉) (⽉) (⽔)

9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

本試験課題対策講座９　統⼀模擬試験（２）
中間対策指導②

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容 当⽇課題

11 10/1 10/2 10/5 9:30〜21:30
(10.5Ｈ)

10 9/24 9/25 9/28 9:30〜20:00
(9.5Ｈ)

本試験課題対策講座10 ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑫
(⼟) (⽇) (⽔)

ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑩

ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑪

(⼟) (⽇) (⽔)

回数 ⽉／⽇ 時 間 内　容

12 10/15 10/16 10/12 ⽔︓ＰＭ〜
⽇︓ＡＭ〜(⼟) (⽇) (⽔)

本試験課題復元図⾯採点会

2022年度 設計製図試験　　10⽉9⽇（⽇）予定

オリジナル①
(再ｴｽｷｽ)

（作図･要点）

ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑦ 連⽇のため
設定なし

(課題
修正シート）

ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑤ ｵﾘｼﾞﾅﾙ⑥

当⽇課題 宿題課題


