ＰＥ道場と技術士
ＰＥ道場とは、技術士法で定められた国家資格である技術士の資格取得の
ための勉強を行う場です。
ＰＥ道場を知る前には、まず「技術士」について知っておく必要があります
技術士制度についてはホームページ（技術交流フォーラム）でも技術士制度が
アップされていますが、以下に示すとおり国家資格であると共に、日本のエンジ
ニア資格の中でも最高峰と言われる大変名誉ある資格です。

技術士制度
「技術士」は，「技術士法」に基づいて行われる国家試験（「技術士第二次
試験」）に合格し，登録した人だけに与えられる称号です。国はこの称号を
与えることにより，その人が科学技術に関する高度な応用能力を備えてい
ることを認定することになります。
一方，「技術士補」は、同じく「技術士法」に基づく国家試験（「技術士第
一次試験」）に合格もしくはＪＡＢＥＥ認定修了者で，登録した人だけに与
えられる称号です。技術士補は，技術士となるのに必要な技能を修習する
ため，技術士を補助することになっています。
なお，技術士および技術士補は，技術者倫理を十分に守って業務を行う
よう法律によって課されています。また，(社)日本技術士会で技術士倫理
要綱が定められています。

技術士取得までの流れ

試験の内容（一次試験）
基礎科目 科学技術全般にわたる基礎知識を問う問題
適性科目 技術士法第四章の規定の遵守に関する適性を問う問題
専門科目 当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識を問う問題

試験の内容（二次試験）
●筆記試験
（１）総合技術監理部門を除く技術部門
必須科目 「技術部門」全般にわたる専門知識

選択科目

・「選択科目」に関する専門知識及び応用能力
・「選択科目」に関する課題解決能力

（２）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及び応用能力（択一
式・記述式）

（他の20の技術部門の必須科目及び対応する選択科目のうちあらか
じめ選択する1科目）
・選択した「技術部門」全般にわたる専門知識
選択科目 ・選択した技術部門に対応する「選択科目」に関する専門
知識及び応用能力
・選択した技術部門に対応する「選択科目」に関する課題
解決能力
●口頭試験（筆記試験合格者のみ）
（１）総合技術監理部門を除く技術部門
・技術者の技術的体験を中心とする経歴の内容及び応用能力
・技術士としての適格性及び一般的知識
（２）総合技術監理部門
（必須科目に対応）
「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
知識及び応用能力
（選択科目に対応）
・受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容及び応用能力
・技術士としての適格性及び一般的知識
※試験内容の詳細については、日本技術士会のＨＰにてご確認ください。

ＰＥ道場での取組み
現在は、公共事業のあり方、事業のグローバル化、国内建設市場の開
放、海外建設市場の開拓などの急激な自由化に伴って、技術者の国際化・
評価基準化による信用向上の必要性が急激に社会に広まっています。ま
た、地方時代の到来の中で、地方の技術者の資質向上と技術や経験の
継承が求められています。我々は、この時代の要求に応えるべく社会に
認知される技術者として技術士を育成することが急務だと考えています。
このような背景の中我々は、技術士育成のために、ＰＥ道場を媒体に以下
の活動を行っています。
「技術士」取得には、困難な試験を突破しなければなりません。
道場ではその試験突破に向かって、我々スタッフが受講生の指導にあたり
ますがその指導方法は、論文の基本的な書き方から、受講生が作成した
想定問題論文の読合せ、模擬試験など様々な指導を行っております。
詳しくは下記のスケジュールをご参照ください。
また、その他に受講生同士のディスカッションや勉強方法などの情報交流が
行われ互いに研鑽しあいながら、技術士突破に向けた相乗効果が図られて
います。

ＰＥ道場での学習風景

指導状況

模擬口答試験

模擬試験

ＡＰＥＣ講習会

年間スケジュール
平成27年度PE道場タイムスケジュール予定表（案）

二次試験スケジュール

PE道場スケジュール予定
第1回オリエンテーションの実施（2／14）
・受講に当たっての心構え

2月

・各人の勉強方法とモチベーション維持
・講師との経歴について議論
・経歴書の書き方(1)

etc.

第2回（3／14）
経歴書の書き方(2)・内容討議

3月

文章の作法（わかりやすい文章）
選択過去問の傾向分析と勉強法確認
○鳥居直也（APEC）氏受験講習会（4／19【日】）
第3回（4／11）

4月

国土交通白書の見方（択一対策）
論文の書き方（文章作法の基本原則）
選択論文（専門知識と応用能力）
受験申込書内容・論文グループ討議
第4回（5／9）
選択論文（論文作成とグループ討議）

5月

第5回（6／13）
論理的な答案の作成

6月

選択論文の添削を踏まえた指導

7月
8月
9月
10月
11月
12月

7月第3週(予定)

筆記試験

第6回（7／11）
模擬試験（本番と同じ時間割）

口頭試験対策に関するアドバイス
筆記試験合格者に対する模擬面接を実施。
筆記試験合格者口頭試験
↓

1月
※内容については、予定で変更の可能性有り。受講生のレベルも考慮します。
※添削指導は、PE道場開始と同時に随時実施。
※受講者は筆記試験の結果を報告して頂きます。また、二次試験合格者の方には合格体験
記を提出して頂きます。

合格者数
PE道場の実績：平成18年から平成25年までの合格者の推移

※9 期(H26)は、現時点における筆記試験合格者数

PE道場塾生合格体験談
市役所職員 H.Iさん(39歳)
公務員は、数年で人事異動があり、目指す技術士部
門や選択科目の技術に長く係われない…こんな現状
に技術士の夢を諦めかけたころPE道場の誘いを受け
た。
PE道場では、現役技術士から熱心な指導を受け、講師
の背中を必死に追いかけた。さらに受講生同士の熱い
議論で、試験と真摯に向き合った。そして技術士が夢
から目標へと変わり、この結果、合格を勝ち取ることが
出来た。
技術士取得後は、日常業務の裏側にある問題や本質
が、見抜けるようになった。技術士を夢で終らせたくな
い、また試験で悩んでいる方は是非受講を勧めます！

建設コンサルタント技術者 M.Mさん（36歳）
自身の周りで、一度の受験で二次試験に合格したと
いう話を聞いたことがなく、初受験に当たり、2年で合格
できれば上等だろうという気持ちで道場の門を叩いた。
しかし、道場の同士の受験に対する熱意や講師の
方々の指導を受け、自身の誤りに気づいた時、今年必
ず合格するという強い気持ちに変わった。そして、この
気持ちに変化できたことが、合格の最大の要因だった
と振り返る。
最後の最後まで叱咤激励していただいた講師の方々、
応援してくれた家族に感謝するとともに、今後も研鑽を
怠らず、社会に貢献し活躍することで恩返ししたい。

建設コンサルタント技術者 Y.Y さん（35 歳）

建設コンサルタント技術者 M.Y さん（41 歳）

二次試験の受験を考えていた際に、上司よりPE 道場

受験回数9 回目での合格、本当に長かった。PE 道場

の紹介を受け、受講することとしました。試験勉強の際

に参加したことで受験対策はもちろんのこと、技術士試

は、途中でモチベーションが下がりかけましたが、講師

験への情熱はいっきにヒートアップした。これは講師の

の方々の的確な指導や他の受講者との情報交換、コ

皆様の熱い御指導、受講生たちの目のギラツキさは自

ミュニケーションを図ることによって、何とか乗り切るこ

分を奮い立たせてくれました。試験を通じてこういった

とができました。受講を通して、自分の考えに対し多方

先輩技術士、同じ志をもった受講生の方々と知り合うこ

面から様々な意見を頂くことができたので、試験のみな

とができたことは合格以上の財産と思っているし、土木

らず、日頃の業務においても視野が広がったと感じま

技術者としての転機となったとも思っている。臆すること

す。受験を考えている方は是非受講をお勧め致しま

なくこういった場があるチャンスを積極的に活用し、ぜ

す。

ひ、このPE 道場の門をたたき、技術士試験の合格を掴

。

み取って下さい。

maru

ｍ

スタッフ紹介

名前：井上 英明

プロフィール
①専攻部門：上下水道部門
②勤務先： 多久市役所
③コメント： 上水道が専門です。
他の受講生と切磋琢
磨し、技術士合格を
勝ち取りましょう。全
力でサポートします。

プロフィール
①専攻部門：上下水道部門
②勤務先： 小城市役所
ＰＥ道場は世代を越
③コメント：
えて、同じ目的をもっ
た仲間と共に勉強し、
互いに成長できる場だ
と思います。是非、一
緒に成長しましょう。
名前：内田 道昭

プロフィール
①専攻部門： 上下水道部門(下水道）
②勤務先： 小城市役所
③コメント： 共に学び、共に悩み、
そして共に合格の喜
びを分かち合いましょ
う！
名前：大坪 大介

プロフィール
①専攻部門：建設部門
②勤務先： 株式会社親和テクノ
③コメント： 地盤調査、土壌汚染調

名前：片渕太雅

査を専門にしています。
講師2年目ですが、総合
技術監理部門を受験す
る受験生です。よろしく
お願いします。

プロフィール
①専攻部門：建設部門
②勤務先： 公益財団法人
佐賀県建設技術支援機構

③コメント：

PE道場で技術士取得
を目指して一緒にが
んばりましょう。

名前：喜連川 聰容

名前：合志 勉

プロフィール
①専攻部門： 総合技術監理・建設部門
②勤務先： 国土交通省 九州地方整備局
資格試験の合格は勉
③コメント：

名前：古賀 忠直

名前：福岡 仁

プロフィール
①専攻部門：建設部門（施工計画/コンクリート）
②勤務先： （財）佐賀県建設技術支援機構
③E-mail： sakai@sagacat.or.jp

強のコツがあり、普段の
仕事の中で技術向上を
図ることで可能になると
思います。ＰＥ道場では
その極意をお伝えしま
す。

【コメント】私は50歳の時に技術士試験に合格しました。
もうすぐ59歳です。県内技術者の技術士取得支援とコ
ンクリートの関する資格取得支援に取り組みたい(年齢
に関係なく、特に高齢の方が挑戦できるように）と考え
ています。さらにインフラの維持管理業務の支援（特に
名前：坂井和幸
市町村）も取組みたいと考えています。
℡：090‐7461‐1356 個人事務所も開業（4年間で２件受注）しています。

プロフィール
①専攻部門：建設部門
②勤務先： 朝日テクノ㈱
PE道場のお世話係
③コメント：
です。道場の心地よ
い緊張感が気に入っ
ています。専門は施
工計画と土質基礎で
す。

プロフィール
①専攻部門： 上下水道部門
②勤務先： (株)精工コンサルタント
③コメント： 36才、子育て奮闘中
の1児の父親です。
子育てと勉強と両立
し、佐賀県の技術力
向上に貢献していく所
名前： 溝口 真
存です。

プロフィール
①専攻部門： 応用理学部門（地質）
②勤務先： 株式会社親和テクノ
③コメント： 地質調査・土壌汚染
調査などを専門にし
ています。技術士取
得のため、微力なが
らお手伝いできれば
名前：持田 修平
と思います。

名前：吉永幸治

プロフィール
①専攻部門：建設部門（道路）
②勤務先： 九州技術開発㈱
③コメント： 私は、このＰＥ道場で
学び、資格を取得い
たしました。とても為
になる道場と思いま
すので、一緒に頑張
りましょう。

プロフィール
①専攻部門：農業部門（農業土木）
②勤務先： （株）親和コンサルタント
③コメント： ８期までは、研修委員長と

名前 ： 盛永 保弘

プロフィール
①専攻部門：建設部門
②勤務先： 伊万里市役所
③コメント： “希望を持ち、信念を
持ち、自信を持つ”技
術者への一つのキッ
カケとして技術士取
得をお勧めします。

詳しい内容やご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。
ＮＰＯ法人技術交流フォーラム

研修委員

福岡 仁

してPE道場をマネジメント
してきましたが、今期は講
師として道場の皆さんをサ
ポートしていきたいと思い
ます。よろしくお願いいたし
ます。

