
令和４年学科試験合格見込者の皆様へ⇒受講生満足度１２０％！ 

     平均合格実績８０％  
少人数制（各コース 15 名まで）今すぐ受講枠をキープ 
必ず満足して頂ける中身の濃い受験対策講座です。 

最少開講受講者数６名以上！設計製図試験に向けて今すぐアクション 

 

初年度及びリベンジ対応 ８月１４日（日）スタート 

１級建築士製図 実践対策コース 
 

学科初年度合格者対応  ７月１０日（日）スタート 

２級建築士製図 短期実践コース 
 

メーカ様対応      ７月１３日（水）スタート 

２級建築士製図 水曜実践コース 
 

学科昨年度合格者対応  ６月１９日（日）スタート 

２級建築士製図 リベンジコース 
 

愛知県建築組合連合会  www.aichikenchiku .org 

 

朗報！ 



コロナ感染拡大防止対策！  

検温、消毒、マスク、換気、手洗い、うがいの徹底 

 

最良の結果を笑顔で 
向かえるために 

 

◆ １級建築士(製図) 合格実践コース (8/14～10/2) 日曜 8 回      リモート対応 

◆ ２級建築士(製図) 短期実践コース (7/10～9/4) 日曜 9 回         対面 

◆ ２級建築士(製図) リベンジコース (6/19～9/4)  日曜 10 回 模擬２回   対面 

◆ ２級建築士(製図) 水曜昼間コース (7/13～9/4)  水曜 7 回 日曜模擬 2 回 対面 
 

大きな宣伝はしていません。受講者の満足度が高く口伝の紹介多数！ 

本講座が好評である理由・・・ 
 

※１ 合格レベルに達するための個別特訓対応！ 

※２ どこよりも安い受講費用！（営利目的ではない） 

※３ 著名な講師陣による中身の濃い熱血生講義！ 

※４ 実務に役立つタイムリーな建築情報が得られる！ 

※５ 団体ならではのアットホームな雰囲気で人脈確保 

※６ 建築事業者（講師等）の実務アドバイス！ 

※７ 団体実施の実務研修会への参加が可能！ 

※８ 設計・監督・施工者等、職業環境での情報交換！ 

※９ 合格後も広く交流できるよう取り組んでいます！ 

※10 合格者の実績が専門校と比べても劣っていない！ 

※11 何よりも受講者側の気持ちになって合格サポート！ 
 



令和 ４年度（2022 年）                  愛知建築  
 
 
 
分析された演習課題にて徹底トレーニング 
働いている皆さんをトータルにサポートいたします・・・ 
 
 
 
 
 
 

試験直前！ 短期集中型 
 
 
 
 
 
 

２１世紀の建築創造はあなたの手で・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホームページ  ：www.aichikenchiku .org   
       

 主催団体：愛知県建築組合連合会 

職業訓練法人 名古屋職業訓練協会 

〒460-0011 名古屋市中区大須 3-10-35 MultinaBox３F 
    TEL 052－890－9108  FAX 052－890－9109 
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：www.aichikenchiku .org  E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info＠aichikenchiku .org      



②２級建築士製図リベンジコース 
一般受講費用 １４５，０００円 

組合員特別価格 95.000 円 

③２級建築士製図短期実践コース 

④２級建築士製図火・水曜コース 
一般受講費用 １３０，０００円 

組合員特別価格 ８5.000 円 

◆申込締切 

各コース、開講１週間前、定員１５名になり次第締切 

◆製図試験日 ９月１１日（日） 予定 

◆令和３年２級製図試験の課題 

課題発表予定 ６月８日（水） 

※リベンジの皆様へは、開講までの期間に演習用教材

を宿題としてご送付致します。 

 

◆◆◆ 建築士製図受験対策講座 ◆◆◆ 
講座概要／本会の建築士講座の目的は、多くの建築士を養成し、建築士を目指す向上心に燃える皆様へ、 
建築士として必要な技術・技能・教養習得の場として、本講座を位置づけていることが大きな特徴です。 

 
 

  
  
 

 
 

  
 
 
 

 
 
     
         
   
   
   

 
 
 

       
 

 
 

 
 
 

 
    
※ 各コース６名以上での開講となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①１級建築士製図合格実践対策コース 
一般受講費用  １３５，０００円 

※製図の実践添削演習、合格対策模試 

組合員特別価格 95.000 円 

◆申込締切 

定員１５名になり次第締切、製図試験の日程上、出来る

限り受験専門校などの機関を利用して学科自己採点を行

って、講座申込手続きをしてください。 

各コース、開講１週間前、定員１５名になり次第締切 

 

◆製図試験日 １０月９日（日）予定 

 

◆令和３年一級製図試験の課題 

課題発表予定 ７月２０日（水） 

製図講座（１級建築士・２級建築士） 日程予定表（案） 
 ①１級製図 

合格対策 
②２級製図 
リベンジ 

③２級製図 
短期実践 

④２級製図 
水曜対策 

①   ８月１４日（日） ６月１９日（日） ７月１０日（日） ７月１３日（水） 
②     ２１日（日）   ２６日（日）   １７日（日）   ２０日（水） 
③  ２８日（日） ７月 ３日（日）   ２４日（日） ２７日（水） 
④  ９月 ４日（日）   １０日（日） ３１日（日） ８月 ３日（水） 
⑤  １１日（日）   １７日（日） ８月 ７日（日）   １０日（水） 

⑥   １８日（日）   ２４日（日）   １４日（日）   １７日（水） 
⑦      ２５日（日） ３１日（日）   ２１日（日）   ２４日（水） 
⑧  １０月 ２日（日） ８月 ７日（日） ２８日（日） ２８日（日） 
⑨  ――   １４日（日） ９月 ４日（日） ９月 ４日（日） 
⑩  ――   ２１日（日） ―― ―― 
⑪  ―― ２８日（日） ―― ―― 
⑫  ―― ９月 ４日（日） ―― ―― 

試験日 １０月 ９日 （日） ９月１１日（日） ９月１１日（日） ９月１１日（日） 
報告会 １０月１１日 （火） ９月１３日（火） ９月１３日（火） ９月１３日（火） 

※製図講座時間は６時間、休憩 30 分 

●製図全コース（平日／日曜） 
①１級製図コース（初年度、再受験、演習参加） 定員１５名  
②２級製図リベンジコース（６月～９月）    定員１５名  
③２級製図短期実践コース（７月～９月）    定員１５名 
④２級製図水曜実践コース（７月～９月）    定員１５名 
 

●講座時間  10:00～16:30 (6 時間／休憩 30 分) 
     又は 13:00～19:30 (6 時間／休憩 30 分) 



                      
            
               

              

別紙講座申込書に必要事項をご記入のうえ事務局宛に郵送又はＰＤＦメール、FAX でお申込ください。受

付後１週間以内に受講費及び開講日程（受講票）のご案内をいたします。受講費をお支払いいただき、申

込手続きが完了となります。 

 

 

❋協力支援団体及び組合費を戴いている組合員の場合は特別価格受講費となることをご了承ください。 

※製図試験携行品 
設計製図試験では製図板を必ず使用しますが、新しく購入される方は事務局にて安値販売業者をご紹介させて

いただきますので、お気軽にお尋ねください。 

（1）窓口持参の場合 

本会、事務局へ事前にご連絡の上、講座申込書及び受講料をご持参ください。         

愛知県建築組合連合会  地下鉄名城線「上前津駅」1 番出口徒歩５分 

〒460-0011 名古屋市中区大須３-１０-３５ Multinabox3F  電話 052-890-9108  FAX 052-890-9109 

  ※駐車場有料 

（2）令和４年講習会場 
ウィルあいち 愛知県女性総合センター 

・地下鉄「市役所」駅 2 番出口より東へ徒歩約 10 分 ・名鉄瀬戸線「東大手」駅 南へ徒歩約 8 分 

〒461-0016  名古屋市東区上竪杉町１番地  電話 052-962-2511  FAX 052-962-2567 

  ※駐車場有料(３０分/200 円) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

お問合わせはお気軽に！ info＠aichikenchiku.org 
℡ 052-890-9108 Fax 052-890-9109 

実施団体：愛知県建築組合連合会 
職業訓練法人名古屋職業訓練協会 

㈱名古屋銀行 店番１１３ 普通 ３４１７７３４ 

名義人：愛知県建築組合連合会 

申込方法 



平常心で課題の読み取り！ 
思い込みが最も危険 

 
 
 
          
          
 
          

設計製図受験の心得３か条 
   

第一条 試験場では冷静に対処する 
※予想外の問題でも驚くな！精神的動揺が合格の最大の敵。 

第二条 迷いは禁もつ、勇気と決断。 
※ロスタイムに要注意！完成させる事が合格の絶対条件。 

第三条 採点者にアピールする図面 
        を描く。 
※線の強弱、力強い作図に留意。 

   
 
 
 
 
 

            総括実施：愛知県建築組合連合会 
職業訓練法人 名古屋職業訓練協会 

            〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目 10 番 35 号 MultinaBox3F 
                 TEL (052) 890-9108／FAX (052) 890-9109 
             協力支援団体：全愛知建設労働組合、愛知県建設組合連合 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：www.aichikenchiku .org  E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info＠aichikenchiku .org 
 
 
 



受付番号                

ＦＡＸ：０５２－８９０－９１０９  

愛知県建築組合連合会 行き  

 令和 ４年 １級・２級建築士 受験対策講座申込書  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：www.aichikenchiku .org  E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info＠aichikenchiku .org  

 
※申込後、受講料のご請求案内を致します。 

 
令和  年  月  日                       ※欄は必須記入 

主催：職業訓練法人 名古屋職業訓練協会 母体：愛知県建築組合連合会 
受講されるコースへ○印をして下記の必要事項をご記入して下さい。 

 １級 製図実践コース  １級 製図 総合模擬試験(２回) 

 ２級 製図実践コース  ２級 製図リベンジコース 

 ２級 水曜製図コース  ２級 製図 総合模擬試験(２回) 

 通学受講生は全員参加、模擬試験のみ参加の場合は、左側全参加又は参加回に○印記入して下さい 

 １級学科 総合模擬試験 ・第１回  ・第２回  ・第３回  ・第４回  ・第５回 

 １級製図 総合模擬試験 ・第１回  ・第２回 

 ２級学科 総合模擬試験 ・第１回  ・第２回  ・第３回  ・第４回 

 ２級製図 総合模擬試験 ・第１回  ・第２回 

ふ り が な  

生年月日    年  月  日生 職種  
氏  名  

現 住 所 

〒   －     

 

携 帯 番 号     － 

最 終 学 歴  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(緊急連絡用) 

※（必須） 

 

受験番号（必須） ４Ｃ－  

勤務先名  雇用年月    年  月  日 

この講座を知っ

たきっかけに○

印して下さい。 

・愛知県建築組合連合会広報機関紙  ・全愛知建設労働組合（キャロット） 

・愛知県建設組合連合広報機関紙   ・リベンジ案内 

・過去受講生の紹介 （紹介者氏名           ）  

・愛知県建築組合連合会ホームページ ・ＤＭ（ダイレクト案内） ・その他 

※受験番号は申込が完了している方は必ずご記入してください。また携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは日程変更、リモー

ト時に必要となりますので、必ずご記入してください。 
※本申込書は個人情報の保護に関する法律、諸規範を遵守し、個人情報保護の適正な管理と保護に努め

ます。本講座に関する受講申込受付、連絡、受講修了証の送付のみに使用させていただきます。 
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応に伴い、２０２２年度の建築士講座においては、対面講義、リモート講義

を状況に応じて併用で対応、各コース最少人数６名以上により開講する予定となります。               

「検温・消毒・換気・マスク」を徹底していただくよう、ご理解、ご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

締切 定員１５名先着順 


