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Ｑ１ 学科YouTube講座のPDFは会員講座のみですか？解説ありですか？

Ａ１ YouTubeのPDFは、会員講座のみであり、2021年11月から解説付です。

補足

ホームページ（ＨＰ）において、2021年11月から学科YouTube講座は、緑色帯の１タグとして独立させまし
た。その中でYouTubeと、そのPDFを公開しています。そのPDFは、2021年11月からノート方式での掲載と
し、ユーチューブ解説が文章としても分かるようにしました。
なお、2021年4月と5月にアップしたⅢ法規とⅣ構造は、R3組込での再追加アップ時（2022年以降）に解
説ありPDFとします。7月からの製図YouTube講座の内容は、いくつかをまとめて再アップするときに、PDF
を解説付に変更します。

Ｑ２ 学科YouTube講座は、どの学科をどのような順番でアップしますか？

Ａ２ R3組込の学科YouTubeは、2021年11月から下記順番でアップします。

補足

R3組込の学科YouTube講座は、2021年11月から①～⑤の順番で適宜アップします。
 ① R3組込の設備ⅡYouTube講座
 ② R3組込の計画ⅠYouTube講座
 ③ R3組込の施工ⅤYouTube講座
 ④ R3組込の法規ⅢYouTube講座 （2021年4月アップの法規ⅢにR3組込再アップ）
 ⑤ R3組込の構造ⅣYouTube講座 （2021年5月アップの構造ⅣにR3組込再アップ）

Ｑ３ 学科YouTube講座の組込で講座は、どのように変わったのですか？

Ａ３ ＨＰの学科講座は、大きく以下３種類に変更、法規Ⅲのみ更に２種類あります。

補足

2021年4月からYouTube講座を取り入れて、スマホ・パソコン学習を強化しました。2021年11月から、講座
の構成を大きく変更し、2022年1月から次の３種類の学習内容とします。この３種類を学習すればR4学科
に合格できると想定しています。
 ① 学科YouTube講座　・・・用語解説、重要項目別解説は統合後に削除
 ② ポイント箇条書きのパワーポイント音声読み上げ　・・・スマホ対応一問一答は削除※
 ③ 各学科別、項目別の過去問20年一覧表　・・・従来からの講座内容
更に、法規Ⅲのみ、従来からの④法文一覧表、⑤法令集マーカーの講座があります。
※一問一答は、ＨＰトップにある他社「アプリ今日の５問」を活用下さい（月数百円）。

Ｑ４ ＨＰの会員講座の構成は、どのように変更となるのですか？

Ａ４ 会員講座の構成は、2022年1月から下記に変更します（2021年11月変更中）。

補足

ＨＰの構成（緑色帯の講座）は、スマホ・パソコン学習強化のため、2022年1月から下記の右のように変更
します。2021年10月までは下記左講座、11月から変更中です。
 ① １級建築士学科講座　⇒　同左
 ② １級建築士製図講座 ⇒ 同左
 ③ １級YouTube講座 ⇒ 学科YouTube講座
 ④ ２級建築士講座 ⇒ 製図YouTube講座
 ⑤ 設備１級・構造１級講座 ⇒ 音声ポイント講座

Ｑ５ R3製図課題「集合住宅」の予測３課題は、約８割以上的中したのですか？

Ａ５ R3の本試験に対して予測３課題は、約８割以上が的中しました。

補足

R3集合住宅の設計課題では、右表に示すように、建設用地（規模、横縦寸法）がほぼ同じ、５階建て、２
面道路、要求室は学習塾以外全てが予測できた。更に、屋上庭園、駐輪場、駐車場、軟弱地盤、大規模
テナント部門も予測できた。唯一、予測できなかった学習塾も、大規模テナント部門となる交流多目的や
交流会議室と計画は類似しているので、特に悩むことが無くエスキスできたと推定する。
計画の要点等は、在宅勤務の考慮のみ予測できなかったが、それ以外は、的中した。特に、イメージ図の
出題であった屋上緑化は全てが、住戸平面は換気図で予測内容をそのまま書けば、ほぼ苦労なく記述
及びイメージ図を完成させることができたと推定する。

Ｑ６ R4製図試験対策として今から何を学習すれば良いですか？

Ａ６ R4の製図課題がでるまでは、過去問を学習すれば良いです。

補足

来年、R4の製図試験対策としての学習は、R4の課題がでる７月までは、過去問を学習すれば、それだけ
で良いです。研究会では、新試験制度となった、平成21年からの過去問全てを項目別（８項目に分類）に
分けて比較検討しています。それを主体に、過去の標準解答図と研究会でまとめている計画の要点等を
学習するだけで良いです。これらを主としながら、その他、過去の課題を参考に、自主的に作図やエスキ
スも加えて、来年７月の課題発表を待てば、それ以外は特に不要です。
なお、今年の課題「集合住宅」の本試験復元図は、添削をして、どこが間違えていたか、何が法違反で
あったかなどは、冷静に把握しておくことが、来年の合格へと繋がります。

Q&A （2021年版）

　・2021年に頂いた質問の中から代表的なものを「Q&A」として取りまとめました（2021年11月3日アップ）。

　１． １級建築士のＱ＆Ａ

2021年11月から

解説付ＰＤＦへ

【2022年1月から講座の構成が矢印へ変更】

（1）１級建築士学科講座 ⇒ 同左

（2）１級建築士製図講座 ⇒ 同左

（3）１級YouTube講座 ⇒ 学科YouTube講座

（4）２級建築士講座 ⇒ 製図YouTube講座

（5）設備１級・構造１級講座 ⇒ ポイント箇条書の音声読上

【令和３年度　設計課題：集合住宅】

表１　課題（図面）の比較検証 は類似内容 は的中できなかった
階数 屋上 駐輪場

規模 横 縦 階 東 西 南 北 庭園 車いす 利用者 地盤 斜線

（㎡） （ｍ） （ｍ）
住戸

Ａ
住戸

Ｂ
住戸

Ｃ
エント
ランス

事務室
ゴミ置

場
カフェ 学習塾

受水槽
室

ポンプ
室

電気室 ＥＶ （㎡） （台） （台） （台） 図示

本試験
Ｒ３課題

2021 .10 .10
1 ,680 48 35 ５階 ～ 道路 道路 隣地 隣地

75㎡
9戸

50㎡
6戸

25㎡
10戸

適宜 適宜 15㎡ 50㎡ 400㎡ 25㎡ 15㎡ 10㎡ 1台 50㎡ 1 4
40台
屋内

軟弱地
盤

道路斜
線

予測課題１
2021 .8 .9

1 ,750 50 35 ３階 2 ,000 ～ 2 ,500 道路 隣地 隣地 道路
40㎡
12戸

80㎡
6戸

適宜 適宜 適宜 100㎡ 適宜 15㎡ 15㎡ 1台 100㎡ 1 1
18

屋内
軟弱地

盤

予測課題２
2021 .8 .23

1 ,700 34 50 ５階 4 ,000 ～ 4 ,500 隣地 隣地 隣地 道路
80㎡
4戸

60㎡
8戸

30㎡
40戸

適宜 適宜 適宜 20席
交流
会議

200㎡
適宜 適宜 1台

30
屋外

予測課題３
2021 .9 .6

1 ,700 50 34 ７階 2 ,800 ～ 3 ,300 道路 隣地 道路 道路
110㎡
15戸

50㎡
6戸

50㎡
6戸

適宜 適宜 適宜 適宜 1台 1 10
28

屋外
道路斜
線

表２ 課題（計画の要点等）の比較検証 赤字は推定できた、青字は推定できなかった

（1）
①
②
③
④
（2）
（3）
①
②
③
（4）
（5）

研究会

本試験課題と予測課題との比較検証

各社 課題名

建設用地 指定床面積 東西南北の条件 要求室 駐車場

以上～以下 設　備

備　考

住宅部門 テナント部門

（㎡）～（㎡）

地盤条件や経済性を踏まえて採用した基礎構造とその基礎底面のレベルについて考慮したこと

　研究会の検証結果
計画の要点等（表３設備計画２）で換気補足説明図およびユーチューブ説明

ユーチューブで「採光」について各種説明

在宅勤務は予測できなかった

ユーチューブで２重床の床スラブ上の「排水管」について説明

計画の要点等（表３設備計画２）で「住戸の換気方式について考慮したこと」解答例

ユーチューブで２重床の「遮音対策」および予測課題の解答図の補足説明

計画の要点等（表２構造計画５）で屋上庭園の床スラブ図およびユーチューブ説明

計画の要点等（表２構造計画３）で地盤条件や経済性の基礎構造、既存撤去地盤を説明

　本試験の課題内容
住戸Ａ又は住戸Ｂについて、住戸内平面図をイメージ図記入欄に示したうえで、下記の①～④についてそれぞれ記述する。

各居室の採光について考慮したこと

在宅勤務について考慮したこと

住戸内の給排水について工夫したこと

住戸内の給排気について工夫したこと

2021.10.11

梁断面、スラブ位置・厚さ

段差処理

緑化計画、防水

建築物の構造計画で建築物の特性に応じて採用した耐震計画ルートと耐震性を確保するために架構計画等について考慮したこと

同上でスラブ断面・梁位置・厚さ寸法を説明

同上で段差処理を説明

同上で植樹対策および防水対策を説明

計画の要点等（表２構造計画７及び１）で耐震安全性と耐震計画および構造架構を説明

住戸間の床や界壁の遮音対策について工夫したこと

屋上庭園について、断面の構造等をイメージ図に記入したうえで、下記①～③について考慮したこと

【検証結果】
・本試験の課題内容と研究会の予測３課題との比較検証を、図面は表１に、計画の要点等は表２に示す。

・表１に示すように、課題（図面）で予測できなかったのは、テナント部門の学習塾です。

予測課題２は、２部門の内容であり、交流室や会議室などを学習塾に変更すれば容易に計画できたと推定する（動線計画も試験と同じ外部動線あり）。

・表２に示すように、課題（計画の要点等）で予測できなかったのは、住戸の在宅勤務のみであった。

他はすべて「計画の要点等のまとめ」や「ユーチューブ」で説明した内容である。

・表１と表２からも明らかなように、令和３年の集合住宅において、研究会の予測３課題は、80％以上的中したと判断できる。

※本内容は、2021年10月11日にユーチューブで詳細に解説している。

学科YouTube講座



Ｑ１ １級学科：一般書籍と何が違うのですか？

Ａ１ １級学科：過去問20年が簡単に効率よく学習できる資料です。

補足

ＨＰの最大の特徴は、過去問20年分が一覧表にまとまっており、その20年間の過去問を効率よく学習する
ことができる。一般書籍は、「過去問７年問題集」や「分野別問題」など１問ずつが詳細に解説されている。
これを否定するものではなく、ＨＰは、如何に時間をかけないで効率よく過去問を学習できるかを追求した
資料である。毎年１問出題される項目の場合、過去問（20年分）がＡ３伴２枚の一覧表（類似問題色分）で
全てが見れるので、机にこの２枚を置くと、20年分の問題傾向を簡単に把握できる（右表参照）。多くの会
員の方が、この一覧表等を活用して３ヵ月程度の短期間の学習で合格をしている。

Ｑ２ １級学科：法規は最新法令集に適合してますか？

Ａ２ １級学科：過去問20年は2020年版法令集の法文に適合してます。

補足

法文（法令集）は、毎年若干の変更がある。従来、実行委員（５名）では、この毎年の変更に対して、十分
な対応ができなかった。その都度、会員から指摘を頂き、その部分を変更修正する状況であった。2020
年、会員費用が多少残り、外注依頼することで「過去問20年の項目別一覧表（右参照）」の現法（2020年
法令集対応）への全面見直しを実施した。なお、外注依頼が企業ではなく個人であることから、全てが完
璧とは言えない部分もあるので、お気づきの点は従来通りメール連絡頂くと、その都度、修正を加える。

Ｑ３ １級学科：構造力学が不得意ですが、どのように学習すれば良いですか？

Ａ３ １級学科：過去問以外の「７章重要解説」や「９章用語解説」等も学習して下さい。

補足

構造力学は、構造設計者でない場合、過去問の学習だけでは簡単に解答ができない。特にＨＰは、解説
内容が少ないので、項目別一覧表だけでの学習は難しい。そこで、ＨＰ内には、「７章 項目別の重要解
説」や「９章 用語解説」等の資料があるので活用頂きたい。一例として右表は、「９章 用語解説」の中の
「4-2-3 たわみとたわみ角の公式の簡単暗記法」である。ゴロ合わせで簡単に公式が暗記できるものであ
り、ここを暗記すると、このたわみとたわみ角の問題は、高確率で簡単に解答できる。なお、研究会は、構
造力学の約７問に対して、静定構造（リッター切断法）、たわみ、崩壊荷重、座屈、振動等の約半分の解
答を推奨している（７問全問解答は膨大な時間を要する）。

Ｑ４

Ａ４

補足

Ｑ５ １級製図：毎年なぜ予測３課題のみで約８割以上も的中するのですか？

Ａ５ １級製図：Ｓ社・Ｎ社を含めた多くの分析により４年連続で８割的中してます。

補足

ＨＰの予測課題は３案であるが、Ｓ社・Ｎ社も含め多くの資料を分析することで、４年連続８割以上的中して
いる。３案絞込みの理由は、Ｓ社・Ｎ社（予測課題10～15案）では全ての課題学習に膨大な時間を要し
「結局何ができる？」となることと、３案集中型の方が十分な理解が深まり本試験で応用が可能となるとの
判断である。また、８割以上的中していることは、多くの資料を分析して予測課題を作成することによる（Ｓ
社・Ｎ社全ての予測課題も分析、右表参照）。Ｓ社とＮ社でも予測課題で大きく異なる傾向もみられる。
2018年（H30）の予測課題では、Ｓ社は何故か多くの課題でＢ１ありの予測課題であった（Ｎ社は全てＢ１
無し、研究会は１案のみＢ１あり、試験ではＢ１無しだった）。

Ｑ６

Ａ６

補足

１級学科・製図：資格学校へ通学しなくても合格できますか？

１級学科・製図：ＨＰのみ利用で学科（多数）、製図（少数）を合格してます。

第一に１級建築士の合格者の９割弱がＳ社・Ｎ社の受講者が占めることから、資格学校への通学を否定するものではない（対面学習等の利点もある）。ただ
し、あまりに高額な受講費であり、特にＳ社は近年入学後に追加補修をする経営方針へ転換している（学科も製図も様々な追加補修があり入学金＋補修費
10～20万円必要、断り難い一面あり、Ｎ社は特に追加補修費はない）。その結果、約100万円/年の費用が発生する。それでも１年間で合格できれば良い
が、実際は、２年３年となりローンを組んで受講する方も多い。６年前の受講者へのアンケート調査でも、この点は多くの方から指摘され、費用のかからない
（最低でも１ヶ月程度のお小遣い）で合格できるＨＰの開設依頼が多々あった。学科は、ＨＰの過去問20年の各種一覧表で確実に合格できる（多くの会員が
合格している）。製図は、８割以上的中する予測３課題、添削、個人質疑対応等により合格できる（若干の会員が合格している）。

３ヵ月合格法：学科試験は、過去問20年を学習すると、この学習だけで100点超えをすることが可能である（過去問10年では傾向等把握しきれないので20年
分必要）。ＨＰは、如何に効率よく過去問20年を学習できる資料（を項目別一覧表等）としている。また、法規が合否を左右するとして、３ヵ月で法規なら25点
取得できる資料も提供している。その結果、多くの会員の方が、ＨＰだけによる３ヵ月の短期間で合格している。なお、研究会は、過去問20年の学習を１年程
度かけて確実に100点超えで合格することを推奨している。
１週間合格法：試験直前の模擬試験結果が80点代であり、ここからの追込み学習にＨＰ活用は有効か等の質問も多い。試験直前の追込み学習には、「ポイ
ント一覧表」が有効である。このポイント一覧表は、ＨＰ開始時H7～R1全ての選択肢問題を正解文に変えて項目別の一覧表としている（計算問題等一部割
愛あり）。人間は、正解文と間違文を一緒に学習すると、混乱して記憶し難い。ここを正解文のみで学習すると、効率よく記憶できる。試験直前に模擬試験80
点代の方が入会し、試験前１週間会社を休み、このポイント一覧表だけを学習して、模擬試験から10点以上アップし合格した方がいる。

　・2020年まで頂いた質問の中から代表的なものを「Q&A」として取りまとめました（2020年作成の従来掲載内容、変更なし）。

　２． １級建築士のＱ＆Ａ （従来掲載内容、１級のみ）

１級学科：短期間で本当に合格できますか？

１級学科：多くの方が３ヵ月の短期学習で、試験１週間前の入会でも＋10点アップにより合格してます。


