
 

 

オンライン講義配信のお知らせ 

 （一社）日本環境測定分析協会（以下、日環協）では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、2021 年

度も引き続き対面での講習会を中止し、代わりに環境計量士国家試験受験準備講習会の web 配信を行うことと

いたしました。皆様のご利用を、お待ちしております。 

 

●受講料 

 

●配信スケジュール ※詳細は次頁を参照ください。 

  ライブ配信：7 月 3 日（土）、4 日（日）、10 日（土）、11 日（日） 

  ビデオ配信：各科目とも、ライブ配信終了後～二週間程度（予定） 

 

●お申込み及びお振込み締切り：2021 年 6 月 25 日（金） 

  ※上記の期日までにお振込みもお済ませくださいますよう、お願いいたします。 

   締切直前のお申込みの場合には、振込証明書のコピーを E-mail に添付してお送りください。 

 

●お問い合わせ先 

 一般社団法人 日本環境測定分析協会 受験講習会担当係 

 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 JEMCA ビル 

 TEL 03-3878-2811 E-mail jemcaeducation@jemca.or.jp 

 ★電話受付可能時間：10：00～16：00（お電話の際には、この時間内にお願いいたします） 

 

  

区

分 
科目 

価格(円)(消費税込)※ 

日環協会員及び学生 非会員 

A 
濃度関係フルセット（①基礎化学･化学分析／②JIS・環告法／③計量

関係法規／④計量管理概論／⑦濃度計・分析機器／⑧環境関係法規） 
33,000 41,000 

B 
騒音・振動関係フルセット（⑤基礎物理／⑥音響・振動の理論と計測

／③計量関係法規／④計量管理概論／⑧環境関係法規） 
28,000 34,000 

C 
濃度関係(騒音・振動関係合格者)セット（①基礎化学・化学分析／②

JIS・環告法／⑦濃度計・分析機器／⑧環境関係法規） 
22,000 28,000 

D 
騒音・振動関係(濃度関係合格者)セット（⑤基礎物理／⑥音響・振動

の理論と計測／⑧環境関係法規） 
17,000 21,000 

E 濃度専門科目（⑦濃度計・分析機器／⑧環境関係法規） 11,000 14,000 

F 基礎化学（①基礎化学・化学分析／②JIS・環告法） 11,000 14,000 

G 基礎物理（⑤基礎物理／⑥音響・振動の理論と計測） 11,000 14,000 

H 共通科目（③計量関係法規／④計量管理概論） 11,000 14,000 

2021 年度 環境計量士国家試験受験準備講習会 

お申込みに関することや視聴方法は予定につき変更になる可能性もございます。また、お申

込み開始は５月中を予定しておりますが、最新情報は日環協 HP をご確認ください 



●配信スケジュール（詳細）

ライブ配信

ビデオ配信 

※1：物理科目の講義レベルについて：高校レベルの物理の知識をお持ちの方（高校で物理を履修された方）を対

象とした講義レベルとしております。全く物理を学習したことがない方は、事前に高校物理の参考書等で学習さ

れてからのご参加をおすすめします。

※2：環境関係法規については濃度関係と騒音・振動関係を明確に分けた時間割で講義をいたしません(両者を含

んでいます)ので，ご注意ください。

※配信時間の最新情報は日環協 HP にてご確認ください。

配信日 時間 科目 講師 

7/3 

(土) 

9:00～14:20 

（休憩：12:00～13:00） 
①基礎化学・化学分析

雨谷 敬史 

(静岡県立大学 教授) 

14:30～16:30 
②日本産業規格，環告法

等公定分析法 

野々村 誠 

(環境技術評価研究所) 

7/4 

(日) 

9:00～11:40 ③計量関係法規
金井 一榮 

(金井計量管理事務所) 

13:00～16:30 ④計量管理概論
城野 克広 

(産業技術総合研究所) 

7/10 

(土) 

9:00～12:00 ⑤基礎物理

宮崎 哲也 

((株)アイ・エヌ・シー・

エンジニアリング)

13:00～16:30 
⑥音響・振動の

理論と計測

西口 誠人 

(工学博士) 

7/11 

(日) 

9:00～13:50 

（休憩：12:00～12:50） 
⑦濃度計・分析機器

菅原 昇 

(イー・サポート 高円寺)

14:20～16:50 ⑧環境関係法規
中村 勝彦 

(中村マネジメント事務所) 

配信日 時間 科目 講師 

ライブ

配信 

終了後 

～

7/19

（月）

PM 予定 

ご都合の良いお時間で視聴

してください 

①基礎化学・化学分析
雨谷 敬史 

(静岡県立大学 教授) 

②日本産業規格，環告法

等公定分析法 

野々村 誠 

(環境技術評価研究所) 

③計量関係法規
金井 一榮 

(金井計量管理事務所) 

④計量管理概論
城野 克広 

(産業技術総合研究所) 

ライブ

配信

終了後 

～

7/26

（月）

PM 予定 

ご都合の良いお時間で視聴

してください 

⑤基礎物理※1

宮崎 哲也 

((株)アイ・エヌ・シー・

エンジニアリング)

⑥音響・振動の

理論と計測※1

西口 誠人 

(工学博士) 

⑦濃度計・分析機器
菅原 昇 

(イー・サポート 高円寺)

⑧環境関係法規※2
中村 勝彦 

(中村マネジメント事務所) 



●視聴に関する注意 

（１）ライブ配信、ビデオ配信ともに、視聴しない（できなかった）場合の返金等はありません。主催者側の 

事由によりライブ配信が不能となった場合、申し訳ございませんがビデオ配信を視聴ください。 

（２）ライブ配信を視聴される方は、ビデオ配信も視聴することが可能です。 

（３）ライブ配信、ビデオ配信ともに、YouTube にて公開予定です。YouTube が使用可能な環境をご用意くだ 

さい。※質問は、チャットでの応答を行いませんのでメールにてお問合せください。 

（４）講義の録音・録画、配付資料の複製、接続情報の共有等の行為は固く禁止させていただきます。 

（５）配信情報や資料の譲渡は違法となります。 

（６）配信画面内にも資料を映しますが、あくまで参考程度としていただき、お手元の資料を見ながら受講し 

ていただきますようお願い申し上げます。 

（７）ライブ配信、ビデオ配信ともに、視聴を希望される場合は、必ず 6 月 25 日（金）までにお振込みをお済 

ませください。 

 

●お申込みから受講までのながれ 

 ①お申込み：日環協 HP にあるお申込みフォームからお申込みください。 

 ②受付完了：日環協から E-mail（請求書発行 URL 付）にて受講番号*をお知らせいたします。＊何かお問い

合わせの際には、この購入者番号をお知らせください。 

 ③お支払い：受付完了となりましたら、下記のいずれかの方法で速やかにお支払いをお願いいたします。 

【郵便振込の場合】郵便局備え付けの青い「払込取扱票」を利用し下記にご入金ください。 

 その際、通信欄に購入者番号、購入者のお名前を必ずご記入ください。 

[郵便振替口座] 00150-9-98103 [口座名]（一社）日本環境測定分析協会（ｲｯｼｬﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｿｸﾃｲﾌﾞﾝｾｷｷｮｳｶｲ） 

【銀行振込の場合】下記口座へご入金ください。その際、お振込者氏名欄に購入者番号、購入者のお名前を 

 必ずご記入ください。（例：20 ニッカンタロウ） 

[銀行口座]  三菱 UFJ 銀行 八重洲通支店（普通）4238288 

※会社様等のご都合で記入ができない場合には、お手数ですがお振込先及びお振込日を E-mail にてご一報く

ださい。 

※6/25〆切直前にお申込の際には、振込証明書のコピーを E-mail に添付してお送りください。 

 ④資料の郵送：ご入金を確認しましたら、日環協より資料を郵送いたします。受講希望の方で、受講日の前々

日までに未着の場合には至急ご連絡ください。 

また、受講希望科目の視聴パスワードを E-mail にてお知らせいたします。 

※資料等の送付は 6 月 21 日以降を、パスワードのご連絡は 6 月 28 日以降を予定しております。 

 ⑤受講当日：資料をご準備の上、日環協 HP「環境計量士」のページ 

（https://www.jemca.or.jp/capa_top/keiryou_top/keiryou_session2/）にある「ライブ＆ビデオ配信はこちら」を

クリックし、配信スケジュールの表から視聴科目をクリック、パスワードを入力し視聴してください。 

 ※講義画面に映す資料はあくまで参考程度のものなのでお手元の資料を見ながら、講義をうけてください。 

 

●講義内容に関する質問について 

 講義内容に関するご質問がありました場合、いずれの科目も、jemcaeducation@jemca.or.jp へ、7 月 19 日（月）

までにご連絡ください。7/19 以降はご質問をお受付兼ねます。また、ご質問は 7/19 にて締め切り後、まとめて

講師へ回答を依頼するため、ご回答は早くとも 7/19 以降となりますことをご了承ください。 

以上 


