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★ 講座の目的　初級講座
理想の自分になるための心のあり方、潜在意識の使い方、環境の整え方がわかる

ものごとをプラスにとらえることができ、住まいと対話ができるようになり、本当の自分とつながることができる

★ 講座の目的　風水空間デザイナー®コース
住まいの最適な使い方がわかり、望む未来から逆算して建築・インテリアの設計デザインができる

30年後の未来から逆算した、ライフデザインとハウスデザインができて、自分の人生を生きる一歩を踏み出せる

★ 講座の目的　風水空間ナビゲーターコース
住まいの最適な使い方がわかり、望む未来から逆算して最適な設計会社や家具デザイナーを選択し、要望が出せる

30年後の未来から逆算した、ライフデザインとハウスデザインができて、自分の人生を生きる一歩を踏み出せる

成果指標 1.琉球風水× 2. 脳科学× 3.建築・インテリア設計デザイン × 4.ライフデザイン
30年後の未来から逆算した、ライフデザインとハウスデザインができる指標1 琉球風水 氣の流れと陰陽論による空間分析で自分の家の最適な使い方がわかり、理想の自分に似合う環境の作り方がわかった

指標2 脳科学 理想の自分になる心のあり方、脳の使い方がわかり、セルフメージが高まり、潜在意識をプラスにすることができた

指標3 建築・インテリア設計デザイン 理想の自分になるために、望む未来から逆算して美しい建築・インテリアの設計デザインできた

指標4 ライフデザイン 住まいと向き合うことを通してこれまでの自分の生き方を振り返り、気付きを得て理想の未来を描くことができた

＜第1部／初級講座＞　心美人インテリア〜住まいと暮らしの風水空間デザイン™
理想の自分になるための心のあり方、潜在意識の使い方、環境の整え方がわかる

ものごとをプラスにとらえることができ、住まいと対話ができるようになり、本当の自分とつながることができる

第0回　イントロダクション

学習計画と課題の進め方 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

0-1 【風水＆脳科学】ワーク：LONGE工程表から学習計画を立てる（スケジュール、PDCA）
第１回　風水概論 ／ 玄関 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

1-1 【イントロダクション】受講の目標設定　ワーク：ロンジェ®目標達成シート

1-2 【風水】「風水概論」を学ぶ

1-3 【風水】「玄関の風水」を学ぶ

1-4 【セルフイメージ】ワーク：「理想の家」イメージシート

1-5 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈玄関〉に取り組む

1-6 【風水】ワーク：実践課題にTRY

1-7 実践報告と振り返り

第２回　琉球風水の歴史 ／ トイレ 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

2-1 【風水】「琉球風水の歴史」を学ぶ

2-2 【風水】「トイレの風水・アロマの使い方」を学ぶ

2-3 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈トイレ〉に取り組む

2-4 【潜在意識】ワーク：マイナス思考の正体　1日でよかったこと、うまくいったことを書き出す

2-5 【風水】ワーク：実践課題にTRY

2-6 実践報告と振り返り

第３回　陰陽方位 ／ 水回り 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

3-1 【風水】「琉球民家の風水と陰陽理論」を学ぶ

3-2 【風水】「キッチン・水回りの風水」を学ぶ

3-3 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈キッチン〉に取り組む

3-4 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈洗面所〉に取り組む

3-5 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈浴室・脱衣所〉に取り組む

3-6 【潜在意識】ワーク：ワクワクすることを書き出す・無理してがんばるをワクワクに変える

3-7 【風水】ワーク：実践課題にTRY

3-8 実践報告と振り返り

第４回　四神相応 ／ 寝室 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

4-1 【風水】「四神相応」を学ぶ

4-2 【風水】「寝室の風水」を学ぶ

4-3 【風水】ワーク：ベッドの配置と向きを決める

4-4 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈寝室〉に取り組む

4-5 【潜在意識】ワーク　思考の変換　プラス思考になる基本（プラスの言葉・態度・表情）

4-6 【風水】ワーク：実践課題にTRY

4-7 実践報告と振り返り

第５回　ライフデザイン／ 個室 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

5-1 【風水】「書斎・子供部屋」の風水を学ぶ

5-2 【風水】ワーク：机と椅子の配置と向きを決める（スライド）        
5-3 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈書斎〉に取り組む

5-4 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈子供部屋〉に取り組む

5-5 【潜在意識】ワーク：自分の言葉・ポーズを決める、モーニングルーティン・ナイトルーティンリストを作る

5-6 【風水】ワーク：実践課題にTRY

5-7 実践報告と振り返り

第６回　ＬＤ 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

6-1 【風水】「LDの風水」を学ぶ

6-2 【風水】ワーク：LDのソファ・ダイニングチェアの配置と向きを決める（スライド）

6-3 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈ダイニング〉に取り組む

6-4 【風水＆セルフイメージ】幸運空間プロデュースシート〈リビング〉に取り組む

6-5 【潜在意識】ワーク：「理想の家」イメージシート

6-6 【風水】ワーク：実践課題にTRY
6-7 実践報告と振り返り
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＜第2部／応用講座＞　【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
理想の自分になれる空間の設計デザインができた

第７回　中心を取る・４種類の風水鑑定図面の作成 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

7-1 【動画】「中心の取り方」「4種類の鑑定図面の作り方」を学ぶ

7-2 【ワーク】自宅の羅盤入り図面を作成する

7-3 【認定試験課題】ワーク：陰陽方位鑑定図面作成（資格

7-4 【認定試験課題】ワーク：氣の流れの鑑定図面作成

7-5 【認定試験課題】ワーク：個別運勢方位鑑定図面作成

7-6 【認定試験課題】ワーク：八方位と五行の風水鑑定図面作成

第８回　コンセプトメイキング 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-1 【動画】「コンセプト設計」を学ぶ

8-2 【施主ワーク】理想の家イメージシート

8-3 【施主ワーク】第1回〜第6回のワークをまとめ、課題を明確にする

8-4 【施主ワーク】住宅のコンセプトを決める

8-5 【施主ワーク】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

8-6 【施主ワーク】家全体の広さと予算を出す

8-7 【施主ワーク】イメージ写真を集める

8-8 【施主ワーク】好きなインテリアスタイルを絞り込む

8-9 【デザイナー＆ナビゲーター】全空間の新居への要望書をまとめる

第９回　家具レイアウト設計 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

9-1 家具のレイアウト設計【氣の流れ】

9-2 【認定試験課題】氣の流れが整った家具のレイアウト設計図

9-3 家具のレイアウト設計【個別運勢方位】

9-4 【認定試験課題】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

9-5 【認定試験課題】風水空間デザイン™最終チェックを終えた家具のレイアウト設計図

第10回 　インテリアスタイルの方向性を出す 報告曜日：◉曜日 リンク リンク 完了

10-1 住宅全体の理想のインテリアスタイル分析

10-2 【玄関】インテリアデザインの方向性

10-3 【LD】インテリアデザインの方向性

10-4 【キッチン】インテリアデザインの方向性

10-5 【トイレ】インテリアデザインの方向性

10-6 【洗面所】インテリアデザインの方向性

10-7 【浴室・脱衣所】インテリアデザインの方向性

10-8 【寝室】インテリアデザインの方向性

10-9 【子供部屋】インテリアデザインの方向性

10-10 【書斎】インテリアデザインの方向性

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　パースを描く・見積書の作成（風水空間デザイナー®）／要望を明確に伝えて依頼する リンク 期日 完了

12-1
【認定試験課題】風水空間デザイン™トータルインテリアコーディネート提案書（プレゼンボード）の作成

【ナビゲーター認定試験課題】クライアントを決めてヒアリングを行い、要望書を作成する

12-2 見積の概算を出し、予算を組む

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 【動画】直感力を高める風水ライフスタイル概論

2 【ワーク】自分にあったパワーストーンとアロマを選ぶ

3 【ワーク】風水ライフスタイル構築の年間予定表を作る

＜第3部＞　風水空間ナビゲーター試験　
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

風水空間ナビゲーター試験 リンク 期日 完了

1 最終チェックコンサル

2 最終調整

3 【提出】最終提出

4 【発表】風水空間デザイン™コンセプト設計書（風水鑑定報告書）のプレゼンテーション（30分）

＜第3部＞　風水空間デザイナー®ブルーランク試験　　
風水空間デザイン™でトータルインテリアコーディネートのプランを作成し、プレゼンテーションを行うことができた

事前提出課題チェックリスト リンク 期日 完了

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
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

5 【提出】風水空間デザイン™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

風水空間デザイナー®インテリア試験

1 最終チェックコンサル

2 最終調整

3 【提出】最終提出

4 【発表】風水空間デザイン™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（30分）

5 実践報告と振り返り




