
択一式試験は難化する兄込み
試験内容が大きく変わつた2013年度の技術士第二次試験。その結果を踏まえると、

14年度の技術士第二次試験に向けて準備すべき事項が見えてくる。今年の技術士第二

次試験の突破を目指して、これから取り組むべき項目と択―式試験で備えるべき事項

を、それぞれ紹介する。(本誌)
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2013年度から技術士第二次試験

の内容が大きく変わった。その変更

内容については、昨年の「技術士一

直線2013」 などで紹介してきた。連

載第1回の今回は、昨年の試験を振

り返りながら、14年度の試験概要と

択一式対策を紹介する。

14年度の正式な試験概要につい

ては、改めて試験実施大綱を通して

発表される。ただ、13年 11月 28日

に文部科学省が開催した技術士分科

■ 技術士第二次試験の試験日程

会第21回試験部会では、14年度の

技術士第二次試験については、基本

的に13年度と変わらない旨が示さ

れている。

試験の概要

試験の予定スケジュールは下の表

に示すとお りで、基本的には13年

度と変わらない。4月 から5月 上旬

にかけて受験申込書が配布され、4

月中旬から5月 上旬までが申し込み

期間だ。筆記試験の試験日は8月 最

初の土日となる予定で、総合技術監

理部門の必須科目が8月 2日 、それ

以外の部門や科目は翌日の8月 3日

になる。筆記試験を合格した人が受

けられる口頭試験は、11月 から翌

年 1月 にかけて実施される。

受験申し込みを行う際には、720

文字で過去の業務内容を詳述した業

務経歴票を提出しなければならな

い。この経歴票は、筆記試験の後に

控えている口頭試験の試間時に利用

されるものだ。口頭試験で思わぬ失

敗をしないためにも、業務経歴票を

しっかりと書けるように入念な準備

をしておきたい。その書き方や注意

事項などは、次回の本連載で詳しく

紹介する。

13年度に実施された筆記試験で

判明した各科目の出題数や出題の傾

向については、14年度も変わらな

いと考えてよいだろう。現在行われ

ている国頭試験での試間形式や内容

も来年度の回頭試験とそれほど変わ

らないものと思われる。13年度の

試験の実施内容を分析 して、14年

度の受験対策を講じておくことが大

切だ。

筆記試験の概要

(1)択―式

20間 出題され、そのうち15間 を

1.受 験申込書等の配布

配布期間   例年4月 1日～5月 上旬

入手方法   日本技術士会ホームページよリダウンロードが可能。このほか、日本技術士

本技術士会の各地域本部等で入手、または郵送による請求が可能

2.受 験申し込み受付期間 (予 定)

受付期間   2014年 4月 14日 (月 )～ 5月 8日 (木 )(土。日・祝日を除く)

受験申込書類は、日本技術士会宛て書留郵便 (5月 8日 までの消印のある1

付)で送付するか、または同会へ持参する(受付期間は5月 8日午後5日寺まで)

3.試験日と試験地 (予 定)

[筆記試験]

試験日    2014年 8月 2日 (土 ):総合技術監理部門の必須科目

2014年 8月 3日 (日 ):総合技術監理部門を除く技術部門

総合技術監理部門の選択科目

試験地    北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、万

県、福岡県、沖縄県

[口頭試験 (筆記試験合格書のみ)]

試験日    2014年 11月 下旬～15年 1月下旬のうちのあらかじめ受験者に通知する1日

試験地    東京都

I会 および、日

ものに限り受

広島県、香川



選んで解答する。9問以上を正解す

れば合格という形式は変わらない。

13年度の出題では過去に出題された

問題とほぼ同じ内容のものが、9問

も出題されていた。14年度は、そこ

まで過去の問題と同じような問題は

出ないと見込まれる。

13年度の筆記試験では、いわゅ

る過去間が数多く出題されていたこ

ともあり、択一式試験の合格率は約

60%に 達 した。14年度に新 しい問

題力対曽えれば、合格率は下がる可能

性がある。後述する対策を確実に進

めておきたい。

(2)専門知識と応用能力

13年度の専門知識と応用能力を

問う論文型の試験では、まずは主に

専門知識を問われる問題が4問出題

されていた。このうち2間 を選択し

て答案用紙1枚ずつに記述させると

いう形式は変わらないだろう。13

年度の試験を男.る と、科目ごとに出

題範囲や問題の形式が異なっていた

ので、自分の受験する科目の傾向を

事前に知っておく必要がある。

一方、応用能力を問う問題では2

間が出題され、そのうち1間 を選択

して、答案用紙2枚に記述させてい

た。応用能力を問う際には「設計担

当者の立場で」と仮定して記述させ

るものや、例を挙げて解答させる形

式の問題が出た。出題内容や形式は

科目ごとに異なっていた。自分が選

択する科目の出題傾向をしっかりと

分析しておこう。

詳細な勉強方法や論文の書き方な

どは連載の第3回で紹介する。

■ 技術士 (総合技術監理部門を除く)の筆記試験の内容

[「技術部門」全般にわたる専門知識]

「技術部門」において不可欠な技術、
業務遂行に際して必要な社会制度など
に関する専門的な知識

「技術部門」における不可欠な技術、社会
的に重要なキーワード、業務における関連法
規・制度などに対する専門的知識を問う

■ 筆記試験の概要

社会的なニーズや技術の進歩に伴い、
最近注目されている変化や新たに直面
する可能性のある課題に対する認識を
持っており、多様な視点から検討を行
い、論理的かつ合理的に解決策を策定
できる育ヒカ

「選択科目」における重要キーワードや新技
術などに対する専門的知識を問う

「選択科目」に関係する業務に際し、与えら
れた条件に合わせて、専門的知識や実務経
験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業
務上で留意すべき点や工夫を要する点など
につぃての認識があるかを問う内容とする

「選択科目」に関わる社会的な変化・技術に
関係する最新の状況や「選択科目」に共通
する普遍的な問題を対象とし、これに対する
課題などの抽出を行わせ、多様な視点からの
分析によって実現可能な解決策の提示が
行えるかなどを問う内容とする

(3)課題解決能力

課題解決能力を問う論文試験では

2間が出題されて、そのうち1間 を

選んで答案用紙3枚に記述する形式

が採用された。この形式も変わらな

いと思われる。

各科目で問題の出題形式や問われ

る内容は異なるものの、建設部門の

ほぼ全科目で、「維持管理」に関連し

た内容の問題が出た。建設部門全体

[総合技術監理部門を除く技術部門]

「技術部門」全般にわた
る専門知識

択―式

20問 出題
15問解答

「選択科目」に関する専
門知識と応用能力

記述式
600字 詰め原稿用紙
4枚以内

「選択科目」に関する課
題解決能力

記述式
600字詰め原稿用紙
3枚以内

[総合技術監理部門 (必須科目)]

「総合技術監理部門」に
関する課題解決能力お
よび応用能力     記述本

600字 詰め原稿用紙
5枚以内

択一式

40問 出題

全問解答

3時間30分

[「選択科目」に関する専門知識および応用能力]

これまでに習得した専門的知識や経験
などに基づいて、与えられた条件に合わ
せて正しく問題点を認識し、必要な分析
を行い、適切な業務プロセスや留意す
べき内容を説明できる能力

[「 選択科目」|こ 関する課題解決能力]



聴
奪

識

に共通するトレンドだからだ。

さらに、数多くの科目で課題解決

策を解答させた後に、残存するリス

クを問われた。技術者として、「想

定外」という言葉で簡単に済ませて

しまわないことを求めていると考え

られる。こうした点は、14年度の

技術士第二次試験の対策として盛 り

込んでいきたい。

課題解決能力の論文についての詳

細な勉強方法や書き方は、連載の第

4回で紹介する。

繰り返されるとは考えにくい。

他方、過去の出題とは異なってい

た11間 については、そのうちの約

半数が国土交通白書2012を もとに

した内容だった。14年度の択一式

試験では、国土交通白書2013の勉

強が欠かせない。

13年度に出題された問題に共通

しているのは、「最も適切なものは

どれか」や「最も不適切なものはど

れか」という形式で解答を求めてい

る点だ。正解が複数の選択肢に及ば

ないように配慮した結果だろう。不

適切と思われる記述が二つあったと

しても、「最も不適切なものはどれ

か」と尋ねておけば、解答は一つに

絞りやすいからだ。

実際に、13年度の択一式試験で

は、単に「不適切なものはどれか」

と問われるだけでは解答が難しい選

択問題があった。しかし、「最も不

適切なものはどれか」という観点で

あれば、その問題でも解答を一つに

絞ることができた。

20分

(10分 程度

延長可 )

出題された全20間 のうち、「最も

適切なものはどれか」と尋ねる出題

は3問 だけだった。残りの17間は、

「最も不適切なものはどれか」とい

う出題だ。誤った選択肢を作成する

ことが難しいからだろう。誤った選

択肢を作ろうとすると、文章表現上

に不自然な点が残 りやすいのだ。

従って、14年度も「最も不適切なも

のはどれか」と尋ねる問題が多い傾

向は変わらないだろう。

択一式試験の対策では、まずは国

土交通白書の中から、過去間が出題

された範囲を勉強する。欄外に記さ

れた語句の注釈も、出題される可能

1生があるので押さえておく。巻末の

参考資料の図表は、大まかな傾向を

覚えておくほうがいい。

続いて、14年 7月 頃に発行予定の

国土交通白書2014に 盛 り込まれそ

うな話題を、同省のウェブサイトで

確認し、内容を覚えておく。例え

ば、国土交通白書2013で「14年 4

月頃に施行が予定されている」と

いった取り組みがあれば、そうした

情報をウェブサイトなどで確認して

おく。法律や基準の改定などは出題

確率が高いので、チェックを忘れな

いようにする。

次回は「日程解説と受験申込書の

書き方、専門論文の出題傾向」を紹

介する。

■執筆協力者

伊藤技術士事務所代表

伊藤 功

トマル経営技術コンサルタント代表
外丸 敏明

坂ロテクノコンサルタント代表
坂口 和保

択―式試験の対策

13年度から新たな試験 となった

択一式試験で出題された問題は、全

体的に平易なものが多かった。特

に、過去に出題された問題とほぼ同

じ問題が9間 も出ており、しかもこ

れらは、正解となる選択肢も過去の

問題と同じだった。過去問だけを勉

強していれば、合格基準を満たす9

問分を正解できた計算だ。14年度

の試験において、このような出題が

■ 口頭試験の概要

[総合技術監理部門を除く技術部門]

I.総合技術監理部門の必須科目に関する技術士として必要
な専門知識と応用能力

。筆記試験における答案と業務経歴により試間      |
①「体系的専門知識」               1   40点
②「経歴および応用能力」    ~~~~~~~~|~~bb煮

‐

[総合技術監理部門の必須科目]


