2019 年度

2019 年

技術士第二次試験
（環境部門）受験講習会

4 月 13 日(土)

9：30～（受付開始 9：00）
主催：(一社)日本環境測定分析協会

当講習会受講者合格率 21％！※
（※過去三年間実績）

◆日環協の技術士第二次試験講習会
当講習会では、専門知識が重要視される第二次試験について記述問題は勿論、口頭試験についてもポイントを
説明いたします。申込書の作成の他、試験内容に大きく関わる業務履歴票の対策にも力を入れています。

事前に受験申込書（業務経歴票）や記述式問題の答案を事務局に提出して頂ければ、
個人情報を伏せ、講習会の講義の中で、講師がコメントします。
(※詳細はプログラムの下をご参照ください)
環境部門，特に環境測定の受験を検討している方に是非おすすめです。
講師は，技術士第二次試験の受験参考書を多数執筆されている青山芳之氏（㈱青山環境研究所）と環境測
定分析方面での実務経験が長い小池 満氏（小池技術士事務所）の両技術士です。

◆会場・参加費・定員・申込締切
会場：(一社)日本環境測定分析協会 2Ｆ 研修室
参加費用：会員 13,000 円(税込)、非会員 23,000 円(税込)
定員：30 名（定員になり次第締切らせていただきます）

講習会参加の申込締切：2019 年 4 月 8 日(月)
「業務経歴票」及び「記述式答案」の事前提出
締切：2019 年 4 月 4 日(木)

◆お申込～受講までの流れ
①お申込用紙にご記入の上、E-mail もしくは FAX にてご送付ください。
②事務局よりお申込確認メールをお送りいたします。
③事務局よりメールが届きましたら、メールに記載している金額をすみやかに、下記のいずれかの口座へご入金
下さい。※郵便振替(郵便払込取扱票を使用する場合)は、
「ご依頼人・通信欄」に「受講 No.、受講者名」及び「技
術士二次試験講習会受講料」とご記入ください。※銀行振込みの場合、入金者氏名欄に「受講者 No.」をご記入
ください。

・三菱ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 （普）4238288
・ゆうちょ銀行 ○一九支店 当座預金 0098103
・郵便振替 00150-9-98103
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(一社)日本環境測定分析協会

④講習会当日、会場へお越しください。受講票は当日会場にてお渡しいたします。

◆講習会テキストについて
当日の配付資料に加え、
「技術士第二次試験の論理的攻略法 改訂
4 版: 論文の書き方・文章のまとめ方（2018 年 12 月発行、オーム
社）」を使用します。お手数ですが、事前に書店等でご購入の上、当
日に会場へお持ちください。

◆講師のご紹介
青山芳之氏（㈱青山環境研究所）
1982 年東京工業大学大学院化学環境工学修士課程修了。1982 年(株)日立製作所エネルギー研究所入社。
1984 年新日本気象海洋(株)(現いであ(株))入社。1997 年(株)青山環境研究所設立。2008 年から現在まで日
環協で技術士試験対策講習会の講師。
「技術士第二次試験の論理的攻略法改訂 4 版、２０１８年１２月、オ
ーム社」など多くの技術士受験対策本など４０冊以上を執筆。技術士(環境、建設、衛生工学、総合技術監
理部門)
小池

満氏（小池技術士事務所）

1978 年横浜国立大学工学部卒。1978 年北里大学衛生学部助手。1980 年財団法人北里環境科学センター入
団。2007 年小池技術士事務所開設。2003 年から現在まで日環協で技術士試験対策講習会の講師。現在は分
析業務に係るコンサルト業務を主体にして，自らも分析業務を行う。下水試験方法改正委員等，分析法改正
業務を多く経験。日環協 SELF 委員会で協会会員に分析のイロハを伝授中。技術士（環境部門[環境測定]）

◆＜参考＞技術士第二次試験（環境部門）について
○筆記試験日時（環境部門）：2019 年 7 月 15 日(月・祝) 午前 9 時～午後 5 時
○受験申込書等配布期間：2019 年 4 月 1 日(月)から 4 月 24 日(水)まで
○受験申込受付期間：2019 年 4 月 8 日(月)から 4 月 24 日(水)まで
(土曜日・日曜日を除く。4 月 24 日(水)までの消印有効)

受験申込書（業務経歴票）や記述式問題の答案の解説について
○受験申込書（業務経歴票）や記述式問題の答案を 2019 年 4 月 4 日(木)までに下記事務局へお送りいただ
きますと、講師が添削し、講義内で業務経歴票の「記載例」や記述式問題の「解答例」として紹介しなが
ら解説いたします。解説は、必ずお名前等個人情報を伏せて行います。また、提出いただいた内容は、講
義以外の目的では使用いたしません。
※ただし、先着 5 名の方に限らせていただきます。記述式問題はお一人様 2 題までとさせていただきます。
本解説の希望者が 5 名を超えた場合には、事前にお送りいただいた業務経歴票や答案の解説ができない
場合もございますことをご了承ください。
○業務履歴票の解説をご希望の方は、お申込用紙の該当項目に「○」をお付けください。
「○」をお付けいただいた方には、2018 年度試験のフォームを事務局よりメールに
てお送りいたします。そちらにご記入の上、事務局へメールでお送りください。
○本解説をご希望の方は、原則として講義内での解説に使用させていただくことを
ご了承ください。講義内での使用を希望しない場合には、誠に申し訳ございません
が、解説や添削を受付しておりません。

技術士第二次試験(環境部門)受験講習会プログラム

開催日時：2019 年 4 月 13 日(土) 受付開始 9：00、開講 9：30
※休憩を適宜設けます。★印の項目は、受講者の皆様に予めご提出いただいた業務履歴票や答案に対する解説を
交えて講義いたします。なお、青山先生の講義は、
「技術士第二次試験の論理的攻略法 改訂 4 版: 論文の書き方・
文章のまとめ方、2018 年 12 月、オーム社」の内容に基づき行います。お手数ですが、事前に書店等でお買い求
めの上、当日にご持参ください。
時間

内容

講師

●技術士制度・試験について
・技術士とは
・平成３１年度からの試験の変更点とその内容
・受験申込書の作成の留意点★
●答案の書き方について
・選択科目の内容
9：30～12：50

・答案作成の基本的考え方★
・答案作成の手順・留意点★

青山 芳之

・選択科目の勉強方法
●必須科目対策
・必須科目の内容
・過去の出題例に基づく環境部門の出題傾向の分析
・予想問題とその解答例★
・必須科目の勉強方法
12：50～13：40

昼休み
●選択科目対策
・環境測定の過去問題の分析
・環境測定の過去問題の書き方★

13：40～16：50

●業務履歴票対策
・業務内容(環境測定)の書き方・記入例★

小池 満

●口頭試験対策
・口頭試験の内容と変更点
・口頭試験の留意点
※プログラム内容は変更になる可能性もございます。予めご了承ください。

平成 31 年度 技術士第二次試験受験講習会

申込用紙
2019 年

月

日

ふりがな

受講者氏名

TEL

FAX

E-mail ※1
〒
勤務先ご住所

勤務先名

Email

TEL

日環協会員

会員区分

非会員

(どちらかに○)

環境保全計画

受験選択科目

環境測定

自然環境保全

環境影響評価

(いずれかに○)

あなたは、選択科目の設問の中で、
「騒音・振動」分野の設問を解答予定
ですか？(いずれかに○)
あなたは、講義の中で、
業務履歴書や答案の解説を希望します
か？(いずれかに○)
受講票送付先

はい、「騒音・振動」分野の設
問を解答します。

いいえ、「濃度」分野の設問を
解答します。

はい、解説を希望します。※2 いいえ、解説を希望しません。

〒

(上記住所以外の場合
のみ記入してください)

ご入金方法
お振込予定日

銀行振り込みを希望

郵便振替を希望

平成

年

月

上記にご記入いただきました個人情報につきましては、本講習会の運営のために使
用いたしますが、他に当協会が行うセミナー等のご案内、各種情報の提供等に利用
させていただくことがあります。個人情報のこのような利用に同意されない場合は、
右の□にチェックマークをご記入ください。

日

同意しない

※1 こちらにお書きいただいた E-mail アドレス宛に、お申込み完了メールをお送りいたします。
※2 解説は個人情報を伏せて行います。また、提出いただく「受験申込書（業務経歴票）
」や「記述式問題の答
案」の内容は、講義以外の目的では使用いたしません。
解説を希望する方は、ご案内の「プログラム」の下に記載の「受験申込書（業務経歴票）や記述式問題の答案
の解説について」を必ずご確認ください。
★お申込書はこちらまで E-mail：jemcaeducation@jemca.or.jp FAX：03-3878-2639
（一社）日本環境測定分析協会 室田まで

