
令和 3 年 1 月 

                              （一社）日本繊維技術士センター（JTCC） 

                                   関東支部           

 

令和３年度 

技術士第二次試験受験オンライン講座のご案内（東京会場） 

 

技術士第２次試験の受験資格は以下の通りです。(正しくは、日本技術士会ホームページを参照ください。) 

１．既に第一次試験に合格しており、かつ第二次試験を受験しようとする専門分野に関する実務経験が 

通算４年を超える方 

２．第一次試験を合格し、かつ第二次試験を受験しようとする専門分野に関する実務経験が通算７年を超える方 

 （第一次試験合格前の実務経年数を算入することができます。） 

 なお、修士の方は上記実務経験に２年分としてカウントすることができます。 

（実際の実務経験が５年あれば受験資格があります。） 

 

１． JTCC 技術士２次試験受験講習会の特徴 

本年度、関東支部では全ての講義及び個別面談など、オンラインにて実施します。 

① 小人数講座です。一人一人にきめ細かな指導をします。いつでも個別相談に応じます。 

② 繊維を専門とする全国で唯一の講座です。 

  技術士・繊維部門の専門技術者が講師となり、その深い経験と豊富な知識を活かして指導します。 

③ JTCC の総力を挙げて充実したテキストを作成しました。 

 

２．講座概要 

1) 期間：令和 3 年 3 月から 5 月（スケジュールをご確認ください。） 

・技術士倫理他、必須科目・・・3 月 13 日（土） 

・選択科目 

  0601（紡糸・加工糸及び紡績・製布）分野・・・3 月 20 日（土）、3 月 27 日（土） 

  0602（繊維加工及び二次製品）分野・・・3 月 21 日（日）、3 月 28 日（日） 

・演習問題解答の添削・個別面談・・・4 月 18 日（日） 

  受験申込書の業務経歴部分の添削は個別に担当講師がメールで指導 

・模擬試験・・・5 月 9 日（日） 

・模試解答添削個別面談・・・5 月 29 日（土） 

2) 方法･･･オンライン（当日は各講師が、JTCC関東事務所よりライブ配信） 

3) 使用ソフト･･･Microsoft Teams 

4) 受講準備･･･上記ソフトが受信可能な機器をご用意ください。 

        受講お申込みいただきました方の個人別アドレスをお知らせください。 

          団体の共有アドレス及び１アドレスで複数名受講もお断りしております。 

オンラインでの視聴に際しては、受講受付時に個別 IDとともに書面にて改めてご説明させていただきます。 

尚、個別パスワードは受講料のお振込み確認後にご連絡させていただきます。 

受講当日は、受講日までにお知らせしますリンクからアクセスいただき、個別 IDと 

 パスワードで“講義会場に入室”していただく手順となります。 

 

注：技術士第二次講習会は、JTCC 大阪本部や東海支部（通信講座もあり）、福井市部でも同時期に開講しています。 

  皆様のご都合やご見解を踏まえてご検討をいただけますようにお願いいたします。 

 

*** 本試験実施日・（公社）日本技術士会 HP をご確認ください。 *** 

総合技術監理部門の必須科目 

・令和 3 年 7 月 10 日(土) 

総合技術監理部門を除く技術部門及び総合技術監理部門の選択科目 

・令和 3 年 7 月 11 日(日) 



２． スケジュール 

     講義中は、40～50分ごとに小休憩が入ります。 

月日 時間 テーマ 講師 時間 テーマ 講師 

3/13 

（土） 

9:00～9:15 受付    

9:15～10:45 (90) (1)技術士コンピンテンシー他 松田みゆき 

10:55～11:10 (15) (2)技術者倫理 溝口 隆久 

11:10～11:55 (45) (3)論文（記述式問題への解答）の書き方＆演習問題提示 溝口 隆久 

12:00～12:30 (30) (4)業務経歴書の書き方 溝口 隆久 

13:15～14:45 (90) (5)必須科目-1(旧 6-1） 齋藤 磯雄 

14:55～15:55 (60) (6)必須科目-2（旧 6-2) 溝口 隆久 

16:05～17:05 (60) (5)必須科目-3(旧 6-3） 草木 一男 

17:15～18:15 (60) (6)必須科目-4（旧 6-4) 樋之口孝子 

3/20 

（土） 

9:20～12:50 (200) 

(11)(12)専門科目： 

加工糸、、紡糸１ 

（合繊・産業用繊維） 

齋藤 磯雄 

無 

13:40～15:20 (100) 
(13)専門科目：紡糸２ 

（天然繊維・汎用繊維） 
溝口 隆久 

15:30～17:30 (120) (9)専門科目：編物 松川 源栄 

3/21 

（日） 
無 

9:20～11:00 (100) (11)専門科目：捺染、環境 草木 一男 

11:10～12:50 (100) (12)専門科目：機能加工 草木 一男 

13:40～15:20 (100) (9)専門科目：二次製品製造-1 樋之口孝子 

15:30～17:20 (100) (10)専門科目：二次製品製造-2 樋之口孝子 

3/27 

（土） 

9:50～11:50 (120) (7)専門科目：紡績 安部 正毅 

無 
12:50～14:50 (120) (8)専門科目：織布 安部 正毅 

15:00～16：40 (100) (14)専門科目：不織布 溝口 隆久 

  (10) － 無 - 

3/28 

（日） 
無 

9:20～11:00 (100) (7)専門科目：試験法、表示 松田みゆき 

11:10～12:50 (100) (8)専門科目：生産計画と管理 樋之口孝子 

13:40～15:20 (100) (13)専門科目：浸染、色彩-1 草木 一男 

15:30～17:10(100) (14)専門科目：浸染、色彩-2 草木 一男 

  受験申込書の業務経歴書部分をメールにて添削指導 ※専門講師 

4/9 

（金） 
宿題・演習問題等案の提出・・・ (メールにて JTCC事務所及び担当講師に送付) ※専門講師 

4/18 

（日） 
演習問題解答の個別指導 担当講師から個別にご連絡します。 ※専門講師 

5/9 

（日） 

9:45～10:00 (15) 受付  

事務局 10:00～12:00 (120) (17)模擬試験 A.Ⅰ必須問題（記述式：論文） 

13:00～16:30 (150) (18)模擬試験 B.Ⅱ選択問題（記述式：論文） 

5/29 

(土） 

9:20～11:00 (100) 
(19)旧専門 4分野での 

模擬試験・ 

※専門講

師 

9:20～11:00 (100) 
(19)旧専門 4分野での 

模擬試験・ 

※専門講師 

11:10～12:50 (100) 
必須科目解答の解説 

及び個別指導 
11:10～12:50 (100) 

必須科目解答の解説 

及び個別指導 

13:30～15:10 (100) 
(20)旧専門 4分野での 

模擬試験・ 
13:30～15:10 (100) 

(20)旧専門 4分野での 

模擬試験・ 

15:20～17:00 (100) 
選択科目解答の解説 

及び個別指導 
15:20～17:00 (100) 

選択科目解答の解説 

及び個別指導 

尚、時間配分及び担当講師など、当日に変更となる場合もございますのでご了承ください。 

その場合は、講義日までにご連絡をさせて頂きます。 

 



４．お申込み方法： 

〒100-0003 東京都中央区日本橋小伝馬町12-9 滋賀ビル506  TEL：03-5643-5112 

月・火・水・金に数時間、JTCC関東支部会員が駐在していますが常勤事務所ではございませんので、 

不在の場合はメールでのお問い合わせをお願いします。折り返しご連絡をさせていただきます。 

   受講お申込みについては、下記申込書に記入の上、JTCC 関東事務所宛ご連絡ください。 

① FAX：03-5614-0103 

② メール：kanto@ml.jtcc.or.jp  申込用紙を添付ファイルにてお送りください。 

③ JTCC ホームページ（ https://jtcc.or.jp/ ）からも申し込めます。 

令和 3年度 技術士試験第二次試験受験講習会  （申し込み期限 2/28（日）） 

受講者名   

受講専門科目 ６－１ ６－２ 

該当分野に○をしてください。 紡糸・加工糸 紡織編・不織布 染色・繊維加工 繊維二次製品 

受講コース 

以前に同講座を受講いただいた方は 

右記金額の 60%となります。 

A：￥100,000 B：￥80,000 C：￥40,000 

総合 必須・選択科目 模擬試験 

必須・選択科目 演習添削・指導 添削・指導 

演習添削・指導     

模擬試験添削・指導     

受講コース（✔入れてください）    

連絡先 

 

会社 

Or 

ご自宅 

会社ご住所 〒  

会社電話番号 TEL：                      FAX：  

会社メールアドレス   

所属企業・団体   

所属部署   

ご自宅住所 〒  

ご自宅電話番号  TEL：                      FAX：  

ご自宅メールアドレス   

講義当日の緊急連絡先 ☎ 📳  

申込書にご記載の個人情報は本講座に関する管理以外の目的には使用しません。 

 

下記（◆）の事項に同意いただけない場合は、参加をお断りいたします。 

◆講義の録音・録画、転送ならびに講義中の画面などの撮影をしない。 

◆お申込みいただいた方のみが視聴する。 

上記内容に、（ ・ 同意する        ・ 同意しない ） 

 

受講料お支払方法 下記いずれかの金融機関にお振込ください。（振り込み期限：3/5（金））  

銀行名・支店名 口座 口座番号 口座名 

三菱 UFJ銀行 

堀留支店(322) 
普通口座 106454 

一般財団法人 

日本繊維技術士センター 

関東教育 

 

*** 本試験の申込書関連のご案内（公社）日本技術士会 HP をご確認ください。 *** 

受験申込書等配布期間 

・令和 3 年 4 月 1 日(木)から 4 月 19 日(月)まで 

受験申込受付期間 

・令和 3 年 4 月 5 日(月)から 4 月 19 日(月)まで。                          以上 

mailto:kanto@ml.jtcc.or.jp
https://jtcc.or.jp/

