
1 

 

令和 2 年 1 月 4 日 

 

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

                                   関東支部 

                 

 

令和２年度 

技術士第二次試験受験講座のご案内（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 

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．期間：令和 2 年 3 月 21 日（土）・28 日（日）、4 月 4 日（日）、19 日（日） 

5 月 10 日（日）模擬試験、5 月 30 日（土）模試解答添削面談 

   

  改定の理由･･･来年度の技術士第二次筆記試験の合格の可能性を高めるため 

   前回発信のスケジュールでは①の方も②の方も中途半端になりやすく、5 月から演習問題と模擬試験の記述 

式解答（4 論文）それぞれを書くことも大変で、講師が添削したものを活かして書き直す余裕もない。 

3 月 7 日受験の方には申し訳ありませんが一週間後に試験解答が発表され次第自己採点してください。 

そのうえで自己リスクにはなりますが、合格の可能性のある方は B コースをお申し込みください。 

4 月に合格が判明した時点でA コースとの差額のみ徴収し、模擬試験を受験いただきます。 

残念ながら 4 月に不合格となった方は、技二次試験勉強のトライアルとしてご理解ください。 

講師陣も受講生全員を合格させるため誠意努力し講義を務めます。受講生皆様のご意見も忌憚なくお聞きか

せ戴き、“ONE TEAM”として皆で話し合い、より良い時間にしていきます。 

 

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）、福井市部でも開講しています。 

  関東支部以外の会場では、開講時期は例年同様に 3 月中旬ごろの予定です。 

  関東支部のみ、2019 年台風 19 号で第一次試験が中止となった東京・神奈川会場の受講生への対応を考慮し、 

   本年度のみ変則的な開講とさせていただくことといたしました。 

  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 *** 

7 月 12 日（日）：  

受験申込書等配布期間：4月 1日(水)から 4月 20日（月)まで･･･3/7（土）受験者は期間延長措置あり 

受験申込受付期間：例年は 4月 6日(月)から 4月 20日(金)まで(土曜日・日曜日を除く。) 
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３．スケジュール 

月日 時間 テーマ 講師 時間 テーマ 講師 

3/21（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 

10:55～11:25 (30) (2)技術者倫理 新井 直樹 

11:35～12:35 (60) (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 

13:30～14:00 (30) (4)業務経歴書の書き方 溝口 隆久 13:00～13:30(30) (4)業務経歴書の書き方 樋之口孝子 

14:10～15:40 (90) (5)必須科目-1(旧 6-1） 新井 直樹 13:40～15:10 (90) (5)必須科目-3（旧 6-3） 草木 一男 

15:50～17:20 (90) (6)必須科目-2（旧 6-2) 溝口 隆久 15:20～16:50 (90) (6)必須科目-4（旧 6-4） 樋之口孝子 

3/28 

（土） 

9:20～11:00 (100) (11)専門科目：加工糸 新井 直樹 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：紡糸１ 

（合繊・産業用繊維） 
新井 直樹 11:10～12:50 (100) (12)専門科目：機能加工 草木 一男 

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

4/4 

（土） 

9:50～11:50 (120) (7)専門科目：紡績 高橋 光雄 9:20～11:00 (100) (7)専門科目：試験法、表示 松田みゆき 

12:50～14:50 (120) (8)専門科目：織布 高橋 光雄 11:10～12:50 (100) (8)専門科目：生産計画と管理 樋之口孝子 

15:00～17:00 (120) (9)専門科目：編物 高橋 光雄 13:40～15:20 (100) (9)専門科目：二次製品製造-1 樋之口孝子 

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

4/10 

（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 

4/19 

（日） 
9:20～17:30 

演習問題添削・個別指導面

談 
※専門講師 9:20～17:30 演習問題添削・個別指導面談 ※専門講師 

5/10 

（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） 

16:35～16:50(15)  ＋α  

5/30 

(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。 

 

 

４．お申込み方法 

     次のペーシにあります申込書に記入の上、JTCC 関東事務所宛ご連絡ください。 

①  FAX：03-5614-0103 

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

 

     非常勤事務所のため、ご連絡をいただきましても数日お時間をいただく場合がございます。 

     電話で不在の場合は、メールにてお問い合わせいただきますようにお願いいたします。 

mailto:jtcc-kt@nifty.ｺm
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５．受講料金（消費税含む） 

 

６．講習会会場 ･･･ JTCC 関東事務所（受講人数により会場を変更する場合がございます） 

          東京都中央区日本橋小伝馬町 12-9 滋賀ビル 506（小伝馬町交差点すぐ） 

公共交通機関：① 東京メトロ日比谷線・小伝馬町駅 徒歩 3分 

②都営地下鉄新宿線・馬喰横山駅 徒歩 7分 

           ③JR総武線・馬喰長液 徒歩 7分 

④ 東京メトロ浅草線・東日本橋駅 徒歩 7分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．オープンセミナーまたは受験講習会のお申込はそれぞれ個別にお申し込みをお願いいたします。 

  皆様の忌憚ないご意見や気持ちをお聞きし、全員で技二次試験合格を目指します。 

 3 月 7 日（土）に技術士一次試験受験の方には申し訳ございませんが、技術士二次筆記試験の合格

の可能性を最大限高めることを目標に、スケジュールを JTCC 全体で検討し改訂するに至りました。  

コース 講習内容 内容 費用 

A：総合 

必須科目（記述式）講義 

選択科目（記述式）講義 

      （専門分野別論文） 

      演習問題添削・個別指導 

必須科目模擬＆解答解説 

選択科目模試＆解説・個別指導 

(1)～(20)の全て 

(15)(16)：演習問題の添削と個別指導 

(17)(18)：模試添削と個別指導 

￥87,000 

B：必須・選択科目 

  演習問題 

（模擬試験含まず） 

必須科目（記述式）講義 

選択科目（記述式）講義 

      （専門分野別論文） 

      演習問題添削・個別指導 

(1)～(16)の全て 

(15)(16)：演習問題の添削と個別指導 
￥66,500 

C：模擬試験のみ 
必須科目模擬＆解答解説 

選択科目模試＆解説・個別指導 
(17)～(20)：模試添削と個別指導 ￥25,500 
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令和 2年度 技術士試験第二次試験受験講習会：オープンセミナー（無償）申し込み（期限：1/17（金）） 

2020年 1月 25日（土） 13:00～ JTCC関東事務所にて開催 

受講者名   

受講専門科目 ６－１ ６－２ 

該当科目に○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： 

R2年度 技術士第二次試験受験講座 申込（東京会場）･･･コース申し込み期限：3/15(土） 

受講者名   

受講専門科目 ６－１ ６－２ 

該当科目に○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   

    携帯電話番号 TEL：                         携帯： 

    メールアドレス   

受講コース 

A：￥87,000 B：￥66,500 C：￥25,500 

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     

  

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：3/7（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 
99 

322 （堀留） 
（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 

関東教育 

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。 


