
令和 2 年度技術士第一次試験受験講座（東京会場）のご案内 

主催：日本繊維技術士センター（ＪＴＣＣ）関東支部 

 

次代を担う若手繊維技術者に、一流繊維技術者としての証明に、技術コンサルタント 

を考えているベテラン繊維技術者に、技術士資格格取得をお勧めします。 

技術士資格は、⼀流の信頼される技術者として認知されており、各業界で活躍する 

ための必須の資格になっています。技術者としてのステータスになっています。 

 

 

【 期 間 】 

令和 2 年 6 月 13 日（土）～8月 8日（土）・5回の講義 

8 月 29 日（土）模擬試験＋9月 12日（土）模試解答解説 1 回 

 

【 会 場 】 

日本繊維技術士センター関東支部事務所 

アクセス：東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅下車徒歩２分 

（小伝馬町交差点の滋賀銀行ビルの裏入口より入って、５階 506 号室です。） 

ご参加の方が多い場合は会場を変更します。その場合は開講前にお知らせします。 

 

 

（一般社団法人）日本繊維技術士センター関東支部 

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-9 

滋賀ビル 506 号室 

TEL 03-5643-5112  FAX 03-5614-0103 

E-mail：jtcc-kt@nifty.com 



 

令和 2 年度技術士第一次試験受験講座（東京会場）プログラム 

 

月日 会場&コース 時間 テーマ 講師 

6/13 

（土） 

J
T
C

C

関
東
事
務
所 

A 

B 
  9:20～9：50 (30) (1) オリエンテーション 溝口 隆久 

E 

9：55～11：15 (80） (2) 適正科目 溝口 隆久 

C 

12：00～13:30 (90) (3) 基礎科目Ⅰ：設計・計画、品質管理 松本 貴博 

13:40～15:10(90) (4) 基礎科目Ⅱ：情報理論、電子材料 松本 貴博 

15：20～16：50 （90) (5) 基礎科目Ⅲ：解析 松本 貴博 

6/21 

（日） 

9：20～10：40 (80) (6) 基礎科目Ⅳ：化学・高分子・金属・セラミック・バイオテクノロジー 溝口 隆久 

10：50～12：10 (80) (7) 基礎科目Ⅴ：環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ・技術 溝口 隆久 

B F 

13：00～15：00 (120） (8) 専門科目Ⅰ：天然繊維、衣料用化学繊維 溝口 隆久 

15：10～16：50 (100) (9) 専門科目Ⅱ：合成繊維、産業用繊維 新井 直樹 

7/11 

(土） 

9：30～11:10 (100) (10) 専門科目Ⅴ：織物 高橋 光雄 

12：00～13:40 (100) (11) 専門科目Ⅵ：編物 高橋 光雄 

13:50～15：10 (80) (12) 専門科目Ⅲ：紡績 高橋 光雄 

15：20～16：40 (80) (13) 専門科目Ⅳ：加工糸 新井 直樹 

7/25 

（土） 

9：30～１０：40 (70) (14) 専門科目Ⅶ：不織布 JTCC 会員 

10：50～12：05 (75/150) (15) 専門科目Ⅷ：染色加工（浸染・環境安全）2-1 草木 一男 

12：50～14：05 (75/150) (15) 専門科目Ⅷ：染色加工（浸染・環境安全）2-2 草木 一男 

14：15～16：45 (150) (16) 専門科目Ⅸ：染色加工（捺染・機能加工） 草木 一男 

8/8 

（土） 

9:30～12：00 (150) (17) 専門科目Ⅹ：繊維製品の試験法・表示法 松田 みゆき 

13：00～15：30 (150) (18) 専門科Ⅺ：縫製 樋之口 孝子 

8/29 

（土） 

D 

10:00～11:00 (60)  模擬試験  基礎科目 

事務局 11:10～12:10 (60)  模擬試験  適正科目 

13:10～15:10 (120）  模擬試験  専門科目 

9/12 

（土） 

9：15～9：45 (30)  模試解答解説  適正科目 溝口 隆久 

9：50～10:20 (30)  模試解答解説  基礎科目Ⅰ 松本 貴博 

10：25～10:55 (30)  模試解答解説  基礎科目Ⅱ 松本 貴博 

11：00～11:30 (30)  模試解答解説  基礎科目Ⅲ 松本 貴博 

12：10～12：40 (30)  模試解答解説  基礎科目Ⅳ 溝口 隆久 

12：45～13：15 (30)  模試解答解説  基礎科目Ⅴ 溝口 隆久 

13：25～14：10 (45)  模試解答解説  専門科目（旧 6-1) 溝口 隆久 

14：15～15：00 (45)  模試解答解説  専門科目（旧 6-2) 高橋 光雄 

15：10～15：55 (45)  模試解答解説  専門科目（旧 6-3) 草木 一男 

16:00～16:45 (45)  模試解答解説  専門科目（旧 6-4) 樋之口 孝子 

※ 講座の順序や講師が変更にある場合がございます。その場合は事前にご連絡させていただきます。 

※ 本講座は大阪、名古屋でも開講しますので JTCC ホームページでご確認ください。 



 

【講習会受講料】 

コース 受講科目 受講料 

A 専門科目・適性科目・基礎科目・模擬試験＆模試解答解説 

(1)～(18)＋模試＆解説 

75,000 円 

B オリエンテーション、専門科目・適性科目 

（1）(2)、(8)～(18) （模擬試験と模試解答講義は含まず） 

45,000 円 

C 基礎科目 

 (3)～(7) （模擬試験と模試解答講義は含まず） 

15,000 円 

D 模擬試験＆模試解答解説 20,000 円 

E 適正科目、基礎科目 

 (2)～(7) （模擬試験と模試解答講義は含まず） 

25,000 円 

F 専門科目 

 (8)～(18) （模擬試験と模試解答講義は含まず） 

42,000 円 

但し、(1) B+C：60,000 円、B+D：65,000 円など ※振込口座は申込書の下部に記載 

 

尚、令和 2 年 3 月 7 日（土）に別途、技術士第一次試験受験相談会（オープンセミナー）

を弊センター事務所にて開催します。受験までは考えていない方でも、少しでもご興味

のある方はぜひご参加ください。 

 

 

お申込み方法 

     下記に続きます申込書に記入の上、それぞれご希望の講座について、 

JTCC関東事務所宛ご連絡ください。 

①  FAX：03-5614-0103 

②  メール：jtcc-kt@nifty.com   末尾申込用紙を添付ファイルにて 

 

 

 

令和 2 年度 技術士試験第一次試験受験講習会：オープンセミナー（無償）申し込み（期限：2/29（土）） 

開催日：2020 年 3 月 7 日（土） 13:00～ ／ JTCC 関東事務所にて開催 

受講者名   

受講対象となる専門科目 ６－１ ６－２ 

職務分野に○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 

受講者所属企業・団体名   

受講者所属部署   

受講受付の連絡先アドレス ＠ 

連絡先 当日連絡がつく電話 TEL：                         携帯： 

 

mailto:jtcc-kt@nifty.com


 

R2 年度 技術士第一次試験受験講座 申込（東京会場）･･･申し込み期限：5/29(土） 

受講者 ご氏名   

受講専門科目 ６－１ ６－２ 

職務分野に○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 

受講者所属企業・団体名   

受講者所属部署   

連絡先 会社：   

会社 

or 

自宅 

    住所 〒 

    電話番号 TEL：                         携帯： 

    メールアドレス   

自宅：   

    住所 〒 

    電話番号 TEL：                         携帯： 

    メールアドレス   

受講 

コース 

A 

\75,000 

B 

\45,000 

C 

\15,000 

D 

\20,000 

E 

\25,000 

F 

\42,000 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ     

適正 適正   適正  

基礎  基礎  基礎  

専門 専門    専門 

模試＆解説   模試＆解説   

  

振込のご予定日と振込先をお知らせください。（振込予定：   ／   ）:振込期限：6/5（土） 

注：再受講の方は、上記受講料金の 60%の金額です。 

金融機関（○で囲む） 
ゆうちょ： 

振替口座 
ゆうちょ：当座 三菱東京 UFJ 

支店名 ー 
099 

堀留（322） 
（ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ）） 

口座 振替口座 当座 普通 

口座番号 00990-6-134918 134918 106454 

口座名 JTCC 教育活動委員会 

一般財団法人 

日本繊維技術士センター 

関東教育 

 


