
豊富な経験をアビーJレするチャンス
技術士第二次試験の受験申込書は、口頭試験でその記述内容に関連する質問を受けるな

ど、合格不合格を左右する重要な書類だ。自分の経歴をアピ…ルするチャンスだと捉え

て、十分に準備したうえで記入したい。今回は、申込書に含まれる業務経歴表の戦略的

な書き方と、筆記試験までの心構えを指南する。(本誌)
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技術士第二次試験の受験申込書

は、4月 1日 から入手できる。いよ

いよ2011年度の試験が動き始める。

受験申込書は、11年 12月 ～ 12年 1

月に実施される口頭試験で経験をア

ピールするための重要な書類だ。受

験申込書の業務経歴と体験論文を関

連させておけば、日頭試験もスムー

ズに進む。

まず、過去の業務実績を洗い出

し、苦労した業務などを明確にする

ことが大切だ。業務経歴表は10行

しかないので、どの業務をピック

アップするかを十分に吟味する。

また、8月 の技術士第二次試験筆

記試験までモチベーションを維持す

ることも重要だ。

業務経歴表のポイント

業務経歴表を書くに当たり、注意

すべきポイントは以下のとおりだ。

①空自行は残さない

与えられた10行は必ず書き切る

ことが重要だ。空白行を残すことは

経験が少ないことを宣言しているに

等しい。

業務経歴表を記入するまでに10

以上の業務を経験 している受験者

は、若い頃の業務を割愛すべきだろ

う。より直近の業務のほうが責任者

としての役害Jを記入できるので、口

頭試験などで有利になる。

業務経歴が短い受験者は少しでも

空白を残さないように努力する。例

えば、並行して進めた設計業務や、

施工計画など長期にわたる業務は、

計画の範囲や対象の構造物など具体

的な条件を付けて業務を複数に分け

ても構わない。

②地位・職名を明確にする

「地位・職名」は、主任、現場代理

人などのようにプロジェクトや所属

部署において責任ある立場を書く。

これは、技術士法第2条の「高等の

専門的応用能力」を有することを示

すためだ。技術的体験論文や口頭試

験でも、責任ある立場で当たった業

務をアピールすべきだ。

③豊富な経験をアピールする

「職務内容」は、最も重要な項目

だ。「専門とする事項」に合わせて、

その業務の具体的な課題を書くと説

得力が増す。例えば、「NATMト ン

ネルの施工計画」より「二Lかぶりの

薄いNATMト ンネルの施工計画」

と書けば識 のアピールになる。

体験論文の候補は、できるだけ最

近のものを中′亡ヽに三つほど盛 り込ん

でおく。万一、体験論文の候補を変

更したいときに役立つ。また、日頭

試験の定番質問である成功例や失敗

例を披露できる業務も盛り込んでお

く。技術士法第2条の「計画、研究、

設計、分析、試験、評価または指

導」に関する経験の記述も忘れない

ようにしたい。

④在職期間は途切れなく書く

「在職期間」は時系列で漏れなく

連続して書き、所定の従事期間を満

たす必要がある。転職や異分野の業

務などに携わった場合でも、技術士

の部門に関連するものは積極的に記

述すべきだ。口頭試験では、「なぜ

転職したのですか」、「なぜ異分野の

業務をされたのですか」など、質問

を誘導することも可能だ。

なお、総合技術監理部門のポイン

トと業務経歴表の記入例は、日経

BP社の建設・不動産の総合サイト

「ケンプラッツ」に掲載する。



■ 受験申込書の業務経歴表の記入例

・行数が余った

ら若い頃の業

務も書く

・全ての行を埋
めて、多くの経
験があることを
アピールする

。成功例と失敗
例を盛り込み、
国頭試験の質
問に答えられる
ようにする

○○建設東京本社工
事部技術課

○○建設東京本社工
事部下水道作業所

○○建設名古屋支店
工事部道路作業所

○○建設名古屋支店
工事部設計課

○○建設大阪支店工

事部道路作業所

○○建設大阪支店工
事部河川作業所

○○建設大阪支店工
事部道路作業所

○○建設大阪支店工
務部湾岸作業所

○○建設大阪支店工
務部

筆記試験までの心構え

ここからは、筆記試験までの心構

えや過ごし方について解説する。

①合格するという強い意志を持つ

受験者を長年見ていると、能力に

大きな差はなく、合格者に共通して

いるのは「やる気」や「積極性」だ。

受験者は「専門とする事項」の専門

家なのだから、自信を持って臨んで

ほしい。

②クライアント意識を持つ

受験申込書を、発注者 (ク ライア

ント)に提出する経歴書と思えば、

一生懸命書いて空白行をなくすはず

だ。論文は、クライアントに即座に

理解させるためのプレゼンテーショ

ンの資料だと′思うべきだ。

③過去問題が予測の根拠

どのような資格試験でも、出題の

確実な予測根拠は、過去問題しかな

・責任の範囲が分かる
ような立場を書く   ~ ~    ― ―

い。過去問題を詳細に見ていくと、

問題のパターンは「毎年決まって出

る定番問題」、「時事的なテーマ」の

二つしかない。このように考えると

学習の仕方も見えてくる。

④定番問題の対策

受験者が得意とする問題を過去問

題から絞り込んで、第 1回で述べた

「体系表」を作成して論文を作 り上

げるのが効率的だ。

⑤時事的なテーマの絞り込み

時事的なテーマは、一般論文、専
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門論文とも試験問題が作成されると

思われる6月 くらいまでは‖又集して

おきたい。過去問題でも、道路にお

ける「ITS技術」、「無電柱化」、「自

転車を考慮した道路空間」、「道路特

定財源」などのタイムリーな問題が
出ている。

時事的なテーマは、専門誌ゃ業界

紙のほか、国土交通省のホームペー

ジなどからも収集できる。専門誌の

バックナンバーで、国の施策を中心

に見るだけでも傾向はつかめる。
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工事など、土木工事の設計

市街地の道路下を横断する下水道管推進工事の施
工計画立案と施工管理

市街地での半地下開削トンネルエ事の施工計画立
案、施工管理、工事原価管理

平成15年 7月 ～

道路橋のコンクリート橋脚耐震補強工事の設計、計 平成16年 2月 ～

土かぶりの薄いNATMトンネルの施工計画立案、トンネ1平成16年 8月 ～
ル設備計画、施工管理            117年 3月

大阪府東
大阪市

都市河川における浸水を考慮した護岸補強工事の
施工計画立案、施工管理

平成17年 4月 ～

18年 2月

軟弱地盤上の高盛り土を含む道路築造工事の施工
計画立案、施工管理

平成18年 3月 ～

19年 2月

湾岸埋め立て地内での鋼管基礎杭打設を含む湾岸
道路新設工事の設計、施工言

平成19年 3月 ～

鉄道に近接し大規模掘削を伴う地下鉄工事の設計、
施工設備計画、積算業務、施工管理指導


