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★ 講座の目的
新築住宅の設計に必要な風水の考え方を身につけ、

美しく心地よいプランを提案できるようになった。
望む未来から逆算した空間を設計デザインし、人生に良い変化が起こす空間が設計できた。

★ 成果指標 1.土地× 2. 建築× 3.インテリア × 4.暮らし

指標1 土地の風水 周辺環境から、土地の風水をみることができた

指標2 建築の風水 建築計画・間取り設計に必要な風水術を理解し、プランを提案できた

指標3 インテリア風水 インテリア設計に必要な風水術を理解し、プランを提案できた

指標4 暮らしの風水 日々の暮らし方の風水に配慮して、新築のプランを提案できた

＜基礎＞　マインドフルネス風水〜住まいと暮らしの風水空間デザイン™ 
風水理論と本当の自分とつながる風水の実践

第0回　イントロダクション

0-1 理想の自分になれる夢実現シート作成【ゴール設定】

0-2 学習計画とPDCA
0-3 理想の未来を手に入れるために思考改革を行う（プラス思考になるトレーニング：言葉・態度・表情）

第１回　風水概論 ／ 玄関 リンク 期日 完了

1-1 風水の基本を学ぶ

1-2 「風水セルフチェックシート」間取り・暮らし・インテリアの現状分析をする

1-3 「空間デザインシート」改善したいことをリストアップ

1-4 「新居への要望シート」を書く　※

第２回　琉球風水の歴史 ／ トイレ リンク 期日 完了

2-1 琉球風水の歴史を学ぶ

2-2 「風水セルフチェックシート」間取り・暮らし・インテリアの現状分析をする

2-3 「空間デザインシート」改善したいことをリストアップ

2-4 「新居への要望シート」を書く　※

第３回　陰陽方位 ／ 水回り

a. 陰陽方位鑑定 リンク 期日 完了

3-a-1 陰陽方位鑑定法を学ぶ

3-a-2 陰陽方位鑑定図面作成

b. キッチン・浴室・洗面所 リンク 期日 完了

3-b-1 「風水セルフチェックシート」間取り・暮らし・インテリアの現状分析をする

3-b-2 「陰陽バランス分析シート」陰陽バランスの現状分析する

3-b-3 「空間デザインシート」改善したいことをリストアップ

3-b-4 「新居への要望シート」を書く

第４回　四神相応 ／ 寝室

a. 四神相応・氣の流れの鑑定 リンク 期日 完了

4-a-1 氣の流れの鑑定法（四神相応）を学ぶ

4-a-2 氣の流れの鑑定図面作成

b. 寝室 リンク 期日 完了

4-b-1 「風水セルフチェックシート」間取り・暮らし・インテリアの現状分析をする

4-b-2 「陰陽バランス分析シート」陰陽バランスの現状分析する

4-b-3 「空間デザインシート」改善したいことをリストアップ

4-b-4 ベッドの配置と向きを決める

4-b-5 「新居への要望シート」を書く　※

第５回　個別運勢方位 ／ 個室

a. 個別運勢方位鑑定 リンク 期日 完了

5-a-1 個別運勢方位鑑定法を学ぶ

5-a-3 個別運勢方位鑑定図面作成

b. 書斎・子供部屋 リンク 期日 完了

5-b-1 「風水セルフチェックシート」間取り・暮らし・インテリアの現状分析をする

5-b-2 「陰陽バランス分析シート」陰陽バランスの現状分析する

5-b-3 「空間デザインシート」改善したいことをリストアップ

5-b-4 机と椅子の配置と向きを決める

5-b-5 「新居への要望シート」を書く　※

第６回　八方位 ／ ＬＤ
a. 八方位・五行の鑑定 リンク 期日 完了

6-a-1 八方位と五行を学ぶ

6-a-2 八方位と五行の風水鑑定図面作成

b. ＬＤ リンク 期日 完了

6-b-1 「風水セルフチェックシート」間取り・暮らし・インテリアの現状分析をする

6-b-2 「陰陽バランス分析シート」陰陽バランスの現状分析する

6-b-3 「空間デザインシート」でタスクを洗い出す

6-b-4 LDのソファ・ダイニングチェアの配置と向きを決める

6-b-5 「新居への要望シート」を書く　※

＜応用＞　【風水空間デザイナー® 】風水空間デザイン™ で設計プランを作成する／【施主】風水空間デザイン™ の要望をまとめる
幸福感に満たされる空間設計とデザイン

第７回　住宅のコンセプト設計 リンク 期日 完了

7-1 【認定試験事前課題】理想の自分になれる夢実現シート

7-2 全空間の「空間デザインシート」をまとめ、空間改善マトリックスシートで課題を明確にする

7-3 住宅のコンセプトを決める

7-4 隣接空間レイアウトを作る

7-5 家具と収納するものをリストアップし、各部屋の広さを出す

7-6 家全体の広さと予算を出す

7-7 好きなインテリアスタイルを絞り込む

7-8 【認定試験事前課題】新居への要望書をまとめる　※　基本設計図作成用

第８回　土地の風水調査とアウトライン設計

a.新築 リンク 期日 完了

8-a-1 事前準備（陰陽方位鑑定図面・個別運勢方位図面作成）

8-a-2 現地調査
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8-a-3 アウトライン設計図の作成

8-a-4 【認定試験事前課題】アウトライン設計図・陰陽方位鑑定図面・個別運勢方位図面（ルビー）

b.リフォーム（既存建築） リンク 期日 完了

8-b-1 事前準備（陰陽方位鑑定図面・個別運勢方位図面作成）

8-b-2 現地調査

8-b-3 アウトライン設計図の確認

8-b-4 【認定試験事前課題】アウトライン設計図・陰陽方位鑑定図面・個別運勢方位図面（ルビー）

第９回　ゾーニング設計（間取り設計）と家具レイアウト設計

a. ゾーニング設計（間取り設計） リンク 期日 完了

9-a-1 陰陽方位鑑定図面を確認する

9-a-2 家族運勢方位図面を確認する

9-a-3 ゾーニング設計図を作成する

9-a-4 【認定試験事前課題】ゾーニング設計図・陰陽方位鑑定図面・個別運勢方位図面（ルビー・ゴールド）

9-a-5 基本設計図を作成する

9-a-6 【認定試験事前課題】基本設計図作成して、提出する（ルビー・ゴールド）

b. 家具レイアウト設計 リンク 期日 完了

9-b-1 家具のレイアウト設計【氣の流れ】

9-b-2 【認定試験事前課題】氣の流れが整った、家具レイアウト設計図

9-b-3 家具のレイアウト設計【個別運勢方位】

9-b-4 【認定試験事前課題】氣の流れの改善プランに、個別運勢方位にも配慮した、家具のレイアウト設計図

9-b-5 【認定試験事前課題】風水空間デザイン™ 最終チェックを終えた基本設計図

第10回 インテリアデザインの方向性を出す リンク 期日 完了

10-1 玄関のインテリアデザイン

10-2 LDのインテリアデザイン

10-3 キッチンのインテリアデザイン

10-4 トイレのインテリアデザイン

10-5 洗面所のインテリアデザイン

10-6 浴室・脱衣所のインテリアデザイン

10-7 寝室のインテリアデザイン

10-8 子供部屋のインテリアデザイン

10-9 書斎のインテリアデザイン

10-10 【認定試験事前課題】インテリアの要望書をまとめる　※インテリア提案書作成用

第11回　風水空間デザイン™ コンセプト設計書を作成する リンク 期日 完了

11-1 【認定試験事前課題】理想の家を手に入れる夢実現シート　

11-2 【認定試験事前課題】風水空間デザイン™ コンセプト設計書（風水鑑定報告書）を作成する（※9空間以上）
※必須：玄関、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、トイレ、洗面所、浴室／選択：書斎、子供部屋

第12回　トータルインテリアコーディネート提案書を作成する リンク 期日 完了

12-1 家具・建具・設備・照明を決める

12-2 天井・床・壁紙を決める

12-3 カーテン・アクセントを決める

12-4 【認定試験事前課題】トータルインテリアコーディネート提案書の作成（※9空間以上）
※必須：玄関、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、トイレ、洗面所、浴室／選択：書斎、子供部屋

特別編：直感力を高める風水ライフスタイルを構築する リンク 期日 完了

1 直感力を高める風水ライフスタイル概論

2 自分にあったパワーストーンとアロマを選ぶ

3 風水ライフスタイル構築の年間予定表を作る

＜実践＞　風水空間ナビゲーター資格認定試験　
理想の家を手に入れる夢実現シート・風水空間デザイン™ コンセプト設計書のプレゼンテーションを行うことができた

審査対象事前課題　提出状況チェックリスト リンク 期日 合格

1 要望書を提出して合格

2 家具レイアウト設計図を提出して合格

3 風水鑑定図面（4種）を提出して合格

4 インテリアの要望書を提出して合格

5 理想の家を手に入れる夢実現シートを提出して合格

6 風水空間デザイン™ コンセプト設計書（風水鑑定報告書）を提出して合格（※9空間以上）
※必須：玄関、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、トイレ、洗面所、浴室／選択：書斎、子供部屋

風水空間ナビゲーター試験 リンク 期日 合格

1 理想の家を手に入れる夢実現シート・風水空間デザイン™ コンセプト設計書最終チェックコンサル

2 理想の家を手に入れる夢実現シート・風水空間デザイン™ コンセプト設計書最終調整

3 最終提出

4 【発表】理想の家を手に入れる夢実現シート・風水空間デザイン™ コンセプト設計書のプレゼンテーション

＜実践＞　風水空間デザイナー® 資格認定試験
基本設計図・トータルインテリアコーディネート提案書のプレゼンテーションを行うことができた

審査対象事前課題　提出状況チェックリスト リンク 期日 合格

1 要望書を提出して合格

2 アウトライン設計図・基本設計図・家具レイアウト設計図を提出して合格（各ランクごとの必要課題を提出）

3 風水鑑定図面（4種）を提出して合格

4 インテリアの要望書を提出して合格

5 理想の家を手に入れる夢実現シート提出して合格

6 風水空間デザイン™ コンセプト設計書（風水鑑定報告書）を提出して合格（※9空間以上）
※必須：玄関、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、トイレ、洗面所、浴室／選択：書斎、子供部屋

7 トータルインテリアコーディネート提案書を提出して合格（※9空間以上）
※必須：玄関、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、トイレ、洗面所、浴室／選択：書斎、子供部屋

風水空間デザイナー® 試験 リンク 期日 合格

1 基本設計図・トータルインテリアコーディネート提案書最終チェックコンサル

2 基本設計図・トータルインテリアコーディネート提案書最終調整

3 最終提出

4 【発表】基本設計図・トータルインテリアコーディネート提案書のプレゼンテーション


