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技術士総監試験講座のご案内 

 
2014/1２/2５ ＰＭＰ（☆虎） 

 

特に初めて総監を受験される方は、読みづらい、理解しにくい「青本」に取り組んでの筆記試験だと思います。 

筆記試験が終わって、なが～い期間を経ての筆記試験の合格発表・・・ 

記述試験の採点に時間がかかるのは判りますが、モチベーションを維持しにくいですね。 

また、筆記試験合格を確認後、口頭試験対策を開始しては、年末年始を控えていることもあり、期間的に学習時間の確保が困難だ

と言えます。 

計画的に試験対策を行うことが重要です。 

● 来年度の総監合格に向けて！！ 

１）不合格であった方は来年度のリベンジに向けて敗因の分析を確実に（自分の弱みを知ることが大切です） 

  択一問題か？ 記述問題か？ 

  択一問題は、基本的に総監技術士として必要な 5 つの管理に関する知識の「暗記モノ」です。 

  記述試験は、総監技術士として必要な論理構成力であり高度な応用能力の確認のための「理解モノ」と言っても良いでしょう。 

  合否判定基準が「択一＋記述」の合計が６０％ですが、各々「確実に６０％をとれる学習計画」が第一歩です。 

２）経歴票対策 

  本年度は 24 名の経歴票を添削しました。 

  特に初めて総監を受験される方は、「総監に求められていること」を十分理解していないので 

  従来受験し合格した技術部門の経歴票と同じようになっている方が多くいました。 

  口頭試験の諮問対象ですから、口頭試験を見据えて練り込んでおく必要があります 

３）択一問題対策 

  過去問に徹底的にチャレンジすることが基本です。 

  暗記モノなので総監マインドの理解は必要ありません。 

  しかし、安易な記憶作業では、記述試験に生かせません。 

  択一問題対策と記述問題対策を連動させましょう！！ 
  「新規講座」を計画しています。 

４）記述問題対策 

  本年度は１２名の経歴票を添削しました。 

  総監に求められていることを理解したうえで、過去問にチャレンジすることです。 

  総監マインドを理解するとともに、論旨構成力、文章表現力が必要です。 

５）口頭試験対策 

  本年度は８名の口頭試験に向けて添削、講義をしました。 

  口頭試験は、「経歴票」と「記述試験結果」が諮問対象です。 

  「経歴票」については、特に初めて総監を受験される方は、「総監に求められていること」を十分理解していないので 

  従来受験し合格した技術部門の経歴票と同じようになっている方が多くいました。 

  口頭試験の諮問対象ですから、口頭試験を見据えて練り込んでおく必要があります。 

  「記述試験結果」については、記述試験論文から諮問されるので、復元論文を作成し、修正論文を作成しておくことが必要です。 

  復元論文は、筆記試験終了後、即作成しておかないと、時間がたつほどどのように記述したが思い出せなくなります。 

「経歴票」と「記述試験結果」が諮問対象ですが、今になればこう書くべきだったと修正し、口頭試験でまずかった箇所を 

修正できる「挽回できる場」と認識して備えることが重要です。 

● はじめての受験者は！！ 

基本的にリベンジの方と同様です。 

但し、過去に「青本」での受験学習の経験がないので、より早く計画的に学習することが合格に繋がります。 

独学より、確実で計画的な効率の良い学習が成果を上げます。 

★ 計画的に学習する 

さて、今後の講座の予定についてご案内します。（予定ですので変更することがあります。） 

各講座、人数限定ですので、意思決定はお早めに！！ 

自分自身のために、計画的に、効率よく、総監合格を目指しましょう！！ 
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201５年度 総監受験講座 予定                          （201４/1２/２４作成） 

 ＊なお、受講生の負担軽減を考え特典を付加しています。 

時 期 講 座 内 容 
講座テキスト・募集人数・特典など 

講座テキストは★です 
受講料ほか 

 
201５年２月～ 
 
２ケ月間の8週の講座 
 
毎週 1 回 2 時間 
計 16 時間の講座 
（原則日曜日に実施） 
 
 
【募集開始12月下旬】 
 
従来の総監受験ガイダ
ンス講座を発展させま
した 
 

★総監を学ぶ「青本を徹底的に読み解き、理解する」Skype 講座
・初めて受験される方、何度も苦渋を飲んだ方に有効です 
・理解しにくい青本を徹底解説で総監マインドを学ぶ！！ 
・記述試験対策、択一問題対策で重要な事項を伝授！！ 
・自分の経験を統監の視点から見直す！！ 
・週1回（予定 日曜日 夜８時から2時間程度）Skypeで講座 
・Skype 講座なので共通の目的を持つ受講生との情報共有可能 

●講座内容（基本的に講義形式です） 
１）総監試験の全体像の解説（第 1 週） 
２）総監対策のポイント解説（第１週） 
３）青本第 1 章の徹底理解「総合管理技術を知る」（第 1 週）
４）経済性管理の解説と択一対策と記述対策（第 2 週） 
５）人的資源管理の解説と択一対策と記述対策（第 3 週） 
６）情報管理の解説と択一対策と記述対策（第 4 週） 
７）安全管理の解説と択一対策と記述対策（第５週） 
８）社会環境管理の解説と択一対策と記述対策（第６週） 
９）自分の経験を 5 つの管理で見直す（第 7 週） 
10）筆記試験対策・総復習・質疑応答（第 8 週） 

★総監虎の巻 総監受験ガイドブック 201５ 
★総監虎の巻 青本の徹底理解 201５ 
 
５名限定（Skype での制限です） 
 
受講希望者が多い場合、他の日時での開催を別途
検討します 
 
 
特典：音声ビデオファイル６,000 円を提供 

①総監合格対策解説音声ファイル（定価１,５00円）
②青本読み上げ音声ファイル（定価 2,000 円）
③総監講座ビデオファイル（定価２,５00 円） 
 
 

２６,000 円

（特典含む）

 
1 回あたり 

3,250 円
 
 
★テキストは別途
購入してください

 
201５年３月～ 
受験申し込みまで 
 
何回でも受講可 
 
【募集開始 1 月下旬】 

★総監 経歴票添削メール講座 
・「総監として、口頭試験に耐えうる経歴票」を仕上げる 
・総監としての成長を伝えるエッセンスを盛り込むノウハウ 
・何が自分の経験で総監としてアピールできるのかを考える 
・口頭試験におけるノウハウを伝授 

●講座内容 
１）経歴欄のメール添削（何回でも） 
２）詳細業務欄のメール添削（何回でも） 
３）経歴内容と詳細業務におけるテクニカルタームの確認 

★総監虎の巻 総監受験ガイドブック 201５ 
 
10 名限定 
 
 

17,000 円

受講すればそれだ
け安くなります 
 
 
★テキストは別途
購入してください

 
201５年５月～ 
受験日まで３カ月間 
 
３ケ月間１０週の講座 
 
毎週 1 回 2 時間 
 計 16 時間の講座 
 
【募集開始４月上旬】 

★総監 記述試験対策メール講座 
・過去問に徹底的にチャレンジし、合格論文の在り方を知る 
・過去問に対応することで知識の引き出しを確実にする 
・記述試験時間を考慮し繰り返しチャレンジする 
・筆記試験本番に役立つノウハウを伝授 

●講座内容 
１）2010 年度問題にチャレンジ（第 1 週、第 2 週） 
２）2011 年度問題にチャレンジ（第３週、第４週） 
３）2012 年度問題にチャレンジ（第５週、第６週） 
４）2013 年度問題にチャレンジ（第７週、第８週） 
５）2014 年度問題にチャレンジ（第９週、第１０週） 

★総監虎の巻 記述問題対策本 201５ 
 
10 名限定 
 
 
特典：2015 筆記試験 解説速報を無料配布 

（９月上旬配布予定） 
 
 

33,000 円

1 回あたり 
3,３０0 円

 
 
★テキストは別途
購入してください

 
201５年５月～ 
受験日まで３カ月間 
 
３ケ月間１０週の講座 
 
毎週 1 回 2 時間講座 
（原則日曜日に実施） 
 
【募集開始４月上旬】 

★総監 択一問題対策 Skype 講座 
・過去問に徹底的にチャレンジし、確実に 60％正解を目指す 
・過去問に対応することで知識の引き出しを確実にする 
・週 1 回（予定 日曜夜８時から 2 時間程度）Skype で講座 
・Skype 講座なので共通の目的を持つ受講生との情報共有可能 

●講座内容 
１）計画的に学習するために合意の上、ノルマを与えます 
２）過去問で主題率の高い問題を確実に正解する 

 ３）５つの管理の過去問を効果的に消化しましょう 
４）青本外出題の情報を受講生で共有し、学習の効率化を図る

   特に情報管理、社会環境管理を中心とします 

★総監虎の巻 択一問題対策本 201５ 
 
５名限定 
 
受講希望者が多い場合、他の日時での開催を別途
検討します 
 
特典：総監虎の巻テキスト定価 3,200 円を提供

①青本読み上げ音声ファイル（定価 2,000 円）
②過去問出題ヒストグラム（定価 1,200 円） 
 

２8,000 円

（特典含む）

 

1 回あたり 

２,８０0 円

 

 

★テキストは別途
購入してください

 
201５年９月～ 
合格発表まで２カ月間 
 
 
【募集開始７月下旬】 

★総監 復元論文添削メール講座 
・口頭試験を見据えて徹底的に修正し、弱みを克服する 

●講座内容 
１）復元論文の講評 
２）修正論文の作成と講評（何回でも） 
  修正論文は口頭試験に向けて必要な学習です 
３）追加課題へのチャレンジ（口頭試験を見据えた課題です） 

★テキストは特典として配布します 
 
10 名限定 
 
特典：2015 筆記試験 解説速報を無料配布 

（９月上旬配布予定） 
 

25,000 円
（特典含む）

受講すればそれだ
け安くなります 
 
★テキストは配布

 
201５年 11 月～ 
口頭試験まで２カ月間 
 
 
【募集開始 9 月中旬】 

★総監 口頭試験対策メール＋Skype 講座 
・不幸な口頭試験不合格者にならないためのノウハウを伝授！！
・毎年この Skype 講座で受講生に厳しい質問を浴びせます！！ 
・他の受講生への指摘内容も確認できます 
・2014 年度は年明けも講座をします 

●講座内容 
１）経歴票のメール添削（何回でも） 
２）記述復元論文のメール添削（何回でも） 
３）模擬口頭試験 Skype 講座（最大１６回かな？） 

・月水金 20 時から 2 時間程度 各回４名まで（何回でも） 

★総監虎の巻 口頭試験対策本 201５ 
（口頭試験復元記録を参考にしてください） 
 
10 名限定 
 
特典：201５筆記試験 解説速報を無料配布 

（９月上旬予定） 
 
基本的に筆記試験合格者が対象ですが、 
筆記不合格者でも受講可能！！ 
（いずれは超えるべきハードルです） 

25,000 円
（特典含む）

受講すればそれだ
け安くなります 

 
★テキストは別途
購入してください
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★講座を受講するにあたっての注意事項 
 

以下の内容をご確認の上、受講希望者は申し込んでください。 
全ての講座は申込、入金順で受講者を決定します。 

 
●メール講座について 

 ・指摘事項のみ修正した安易な原稿は添削しません。 
・一つの指摘に対し他の部分も見直す洞察力も求めます。 

 ・講座期間終了後の添削はお受けできません。 

１）添削回数は、講座期間内での制限はありません。 
  但し、指摘事項の意図を判断し、確実に見直してください。 
２）添削してほしい原稿は word 形式で送りください。 
  経歴票、記述論文などの word のフォーマットはお送りします。 
３）概ね４日後に添削結果をメールします。 

   Word 原稿をプリントアウトし赤入れし添削を行い、pdf ファイルでメールします。 

    添削事例は、「経歴票添削」は、ガイドブックサンプル http://pmpstar.net/books/soukan_guide2015_sample.pdf の p４５，４６ 
     「記述論文添削」は、記述対策本サンプル http://pmpstar.net/books/soukan_kijutu2015_sample.pdf の p.２９５～３０４などを参照してください。 
 
●Skype 講座について 

・受講生とオンラインで情報共有できるインターネット会議ソフト Skype を利用した講座です。 
・講座は本来であれば、face to face であるべきです。 
・Skype 講座は、講座会場に行かなくても自宅で受講できる講座です。 
・同じ目標を持つ仲間と競い合い、共に合格を目指しましょう。 

１）Skype はインターネットを利用した無料会議ソフトです。 
  インターネットを利用できる環境があれば、家庭でも外出先でも受講できます。 

但し、映像、音声、画面共有しますので、Skype が推奨する通信環境が必要ですので、ご確認ください。 
場合によっては、受講生の通信環境がボトルネックとなり、通信不良となり講座が継続できなくなることがあります。 

２）Skype を検索してダウンロードし、インストールしてください。 
   必要な機器はマイクとウェブカメラですが、安価な機器でも問題ありません。 

３）Skype 講座は決まった曜日の決まった時間帯で行いますので、計画的に学習できます。 
４）Skype 講座は最大 5 名で講座をします。 

＊必ず設定した受講者の Skype 名をメールでお知らせください。（受講確定時に改めてメールします） 

＊Skype の内容を録画・録音できるフリーソフトもあるようですので、活用してください。 
    Skype  http://www.skype.com/ja/  
    Tapur  http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se373363.html  
 
●論旨構成力について 

・私の記述試験対策講座では、設問の要求事項に確実に応えるため「論旨構成力」を重要視しています。 
・言語情報、文字情報を視覚的かつ論理的に関連付けてストーリーを纏める技術力は重要です。 
・言語情報、文字情報を視覚的にまとめる技術は多くあります。 

QC7 つ道具でも特性要因図、連関図、系統図、PDPC 法など・・・ 
各々、ある決まったルールはありますが、その基本の概念を知れば、その応用は自由です。 

・記述論文はいきなり記述するのではなく、題意を把握し、論旨構成する必要があります。 
・それが設問の要求事項に沿った論理的整合性が確実になり高得点に繋がります。 
・その基本技術を繰り返し伝授します。 

 
★受講希望者は、 

１）「講座申込エクセルファイル」 http://pmpstar.net/kouza/soukan_kouza2015.xls に必要事項を記入の上、 
２）soukan_kouza2015@pmpstar.net  にメールしてください。自動返信で振込先口座をメールします。 
３）各講座は人数限定です。基本的に申し込み順、入金順で応募者を決定します。 
４）受講確定なら「受講確定メール」をお送りします。 
５）ご入金後の返金は如何なる事情でもお受けできません。 
６）Skype 講座受講者で、定められた日時に受講できない方は調整をしますので、事前に申し出てください。 

 

◎総監試験頑張ってください！！ 

誰のためでもありません。 
自分の人生をより豊かにするためです。 
自分の人生の意思決定者は自分自身です！！ 

 
以上 


