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平成30年度 住居学専攻の学修



Ｄ Ｃ ＡＰ
コア・カリキュラム構成の設定と学習内容・行動目標

＜育成する人物像＞
住むひとの『満足する住環境を創造できる』スペシャリスト
（卒業時二級建築士合格レベルの知識を有する）

＜教育目標＞

住環境に関する専門知識と技術を習得し、住環境の安全・安心快適性の確保、健康・環境問題等
を幅広く対応出来る実践力と感性を有した人材を育成し、社会の発展に寄与することを目的とする。

■コア・カリキュラムとそれ構成する科目

①建築計画、環境、設備についての基礎
知識を習得
②演習問題の解答、解説により二級建築士
合格レベルの知識習得

科目：建築計画学Ⅰ

①建築基準法を中心に関連法規の基礎を
習得
②演習問題の解答、解説により二級建築士
合格レベルの知識習得

科目：建築法規

設計・作図能力

①設計･製図の描き方の基礎習得
②各種建築物の用途・構造の設計･製図に
ついて習得
③プレゼンテーション手法の習得

科目：設計論･製図Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ

①社会人として通用
する知識､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力の習得
②専門領域の活動を
する上で必要となる
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の習得

科目：基礎演習Ⅱ（コアカ
リキュラム支援科目群）

コミュニケーション能力

建築構造に関する知識

①構造力学を学ぶため数学の基礎知識を
習得
②構造力学の基礎的な概念を習得
③演習問題の解答、解説により二級建築士
合格レベルの知識習得

科目：建築一般構造Ⅰ･Ⅱ

①構造種別､工事種別ごとに建築施工につ
いての基礎知識を習得
②演習問題の解答、解説により二級建築士
合格レベルの知識習得

科目：建築材料

＜特別プロジェクト実習＞

ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝについて
の基礎知識

建築計画に関する知識

住むひとの
『満足する住環境を創造できる』

ｽﾍﾟｼャﾘｽﾄの育成

建築施工に関する知識建築法規に関する知識
①インテリアデザイン
の基礎知識を習得
②演習問題の解答、解
説によりインテリア
コーディネーター試験
に合格レベルの知識習
得

科目：ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論・実
習Ⅰ・Ⅱ

＜インテリアデザイン論・実習＞



確かな学力をつけるための学修計画

入学前学修支援、初年次教育、専門基礎教育という一連の専門教育

◎知識の定着を確認し社会で活かせる 資格取得

◎学んだ知識・理論を実践で確認・定着させるための 特別プロジェクト実習

◎学修したことを実社会の課題解決に活かすための 地域連携プロジェクト
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Ｄ Ｃ ＡＰ

・企画計画の立案と大学へのプレゼンを通して実社会の疑似体験

・多様な世代・属性の方々とのコミュニケーション力の向上を図る



＜資格取得＞ Ｐ Ｃ ＡＤ
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＜資格取得＞
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４年生Ｈさん

3年生Ｍさん

ｶﾗｰ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（２級）

1年

ｲﾝﾃﾘｱ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

２年

福祉住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（２級）

３年

宅地建物
取引士

４年

ｶﾗｰ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（２級）

1年

ｲﾝﾃﾘｱ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

２年

福祉住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（２級）

３年

宅地建物
取引士

４年

就職１年目

二級
建築士

一級
建築士

就職3年目

就職１年目

二級
建築士

一級
建築士

就職3年目

ｲﾝﾃﾘｱ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

１年 ２年 ３年 ４年 ２３才
（就職１年目）

福祉住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（２級）

ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ宅地建物
取引士

二級
建築士

一級
建築士

２６才
（就職４年目）

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（２級）

卒業生Aさん

Ｐ Ｄ ＡＣ



H30 H29 H28 H27 H26 H25
ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 4名 2名 2名 2名 3名

宅地建物取引士 2名 ０名 0名 1名 1名 ０名

福祉住環境
コーディネーター２級

7名 3名 7名 1名 2名 ４名

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（2級･3級）

4名 16名 11名 6名 0名 5名

（1次合格者） （11名）

＜資格取得＞ Ｐ Ｄ ＡＣ
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（10名）
（69％＞31％）

学内 全国
（1次合格率）



西グラウンド整備計画

バス停リニューアル工事

企画 プレゼンH30.11.08 制作H30.05～

花ブロック積み 塗装 ケイカル板貼り 塗装 リニューアル後

＜特別プロジェクト実習＞ Ｐ Ｃ ＡＤ
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木造二階建て1/10軸組模型製作



各務原市の空き家リノベーション提案

産官学連携 空き家リノベーション工事

調査 企画・設計 提案

＜地域連携プロジェクト＞ Ｐ Ｃ ＡＤ

解体作業 耐震補強工事 左官工事 イメージパース 完成写真
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H30 H29 H28 H27 H26
一級建築士 3名 1名 １名 1名 4名

二級建築士 5名 1名 5名 3名 7名

H30 H29 H28 H27 H26
就職率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

卒業生の建築士取得者
一級建築士 １１３名
二級建築士 １８４名（2019年1月現在）

＜就職率＞ Ｐ Ｄ ＡＣ

過去5年間の就職先内訳
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建設会社等
40％

ハウスメー
カー30％

建築・インテリア
事務所 9％

建築・インテリア
関連 15％

不動産
関連等

6％



＜次年度の取り組み＞ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

実社会での疑似体験を通じて、コミュニケーション力、プレゼン力の向上を図る
１）西側駐車場周辺の整備計画の実施検討
２）継続予定の各務原市の空き家リノベーション提案
３）長野県根羽村森林組合からの根羽杉の活用に関する提案など

現在実施事業を検討中。

特別プロジェクト実習
地域連携プロジェクト：

資格取得：改正建築士法が成立し、実務経験が無くても一級建築士が受験できるようになった。
（２年の実務経験は登録要件となり、2020年から適用される見通し）
建築専門演習Ⅰ､Ⅱの内容について、検討中。
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