
第3回　資格支援センターについての紹介

資格・検定の種類と内容について

　今回は、資格・検定について1つ1つ詳しく説明したいと思います。どんな資格や検定なのか、また受験
資格はあるのかなど説明したいと思います。さらに、系別の資格・検定に分けて説明したいと思います。

全系対応の資格・検定

1、計算技術検定
（概要）

複雑な数値計算を正確かつ短時間で計算するための能力を試験する検定。

その計算能力には、電卓の使い方の他に、式変形などの計算を合理化する力も含

む。1～4級までの種別があり、それぞれ3つの内容について、全て70点以上得点す

ると合格となる。

1級（上級）・・・①方程式とその応用（30分）②ベクトルと面積・体積（30分）③統計処理（30分）

2級（中級）・・・①関数計算（15分）②方程式と不等式（20分）③応用計算（30分）

3級（初級）・・・①四則計算（10分）②関数計算（10分）③実務計算（10分）

4級・・・①四則計算（10分）②集計計算（10分）③実務計算（10分）

（受験資格） 特になし ただし、4級は1年で全員受験

（合格率） 堺工科・・・2級：約10％ 3級：約80％ 4級：約90％

全国工業高校・・・2級：約30％ 3級：約80％ 4級：約80％

（受験料） 1級：1,000円 2級：700円 3級：600円 4級：600円

2、情報技術検定
（概要）

工業技術者として必要な基礎的情報技術に関する知識と技能が習得されている

か試験する検定。

1～3級までの種別があり、2級・3級は50分であるが、1級はプログラミング単体の

テストが別にあるため、

50分の試験を2種類おこなう。70点以上（1級は2種類とも）得点すると合格となる。

1級：『基本情報技術者試験』の受験希望者向け

2級：情報処理技術中級者向け

3級：情報処理技術入門者向け（1年情報技術基礎の内容）

（受験資格） 特になし

（合格率） 堺工科・・・1級：受験なし 2級：約20％ 3級：約40％

全国工業高校・・・1級：約25％ 2級：約50％ 3級：約50％

（受験料） 1級：800円 2級・3級：600円、



3、リスニング英語検定
（概要）

生産現場でよく使われる英語や、外国での生活に必要な表現において、リスニン

グ能力を試験する検定。

英文の内容に合う絵を選ぶ問題10問、絵の内容に合う英文を選ぶ問題10問、英

文や会話文を聞いて質問に答える問題20問が30分間ある。100点満点中、90点以

上で1級、80点以上で2級、70点以上で3級認定となる。

（受験資格） 特になし

（合格率） 堺工科・・・1級：約5％ 2級：約30％ 3級：約50％

全国工業高校・・・1級：約10％ 2級：約25％ 3級：約30％

（受験料） 900円

4、日本漢字能力検定
（概要）

漢字を「読む」「書く」という知識量のみならず、漢字の意味を理解し、文章の

中で適切に使う能力などを試験する検定。すべて60分試験。

（受験資格） 特になし

（合格率） 堺工科・・・準2級：約20％ 3級：約40％ 4級：約30％

全国・・・準2級：31.8％ 3級：45.7％ 4級：49.8％

（受験料） 2級：4,500円 準2級～4級：3,500円

級
2級
準2級
3級
4級

レベル 対象漢字数 合格基準
高校卒業・大学・一般

高校在学
中学校卒業

1,951字
2,136字

1,623字

200点満点80％

中学校在学 1,339字

200点満点70％
200点満点70％
200点満点70％

5、実用英語技能検定
（概要）

「Reading」「Listening」「Writing」「Speaking」の4技能のバランスを重視し、社会

で求められる英語能力を試験する検定。

（受験資格） 特になし

（合格率） 堺工科・・・準2級：約5％ 3級：約20％ 4級：約50％

全国・・・準2級：約35％ 3級：約53％ 4級：約70％

（受験料） 準2級：7,900円 3級：6,400円 4級：4,500円

級 推奨目安
準2級 高校中級
3級 中学卒業
4級 中学中級

出題形式
筆記、リスニング、録音形式のスピーキング

筆記、リスニング、面接
筆記、リスニング、面接

合格基準

各技能とも6割程度の
正答率



6、消防設備士
（概要）

さまざまな消防に関する設備の点検や工事をするための資格。乙種が点

検と整備で、甲種は工事ができる。設備の種類により、種別がある（特類、

第1～7類、4類：火災報知設備、6類：消火器）

試験は筆記と実技に分かれている。筆記は①基礎的知識 ②法令 ③構

造機能および工事または設備の方法 の3科目。選択式の解答で合格基

準は各科目の成績がそれぞれ40％以上かつ、全体の60％以上。実技は④

鑑別等 ⑤製図 があり、60％以上が合格基準。両方合格基準以上で合

格となる。

（受験資格） 乙種は特になし。

甲種はいくつかの条件があるが、電気工事士を取得していれ

ば

受験可。

（合格率） 堺工科・・・乙種第4類：12.5％ 乙種第6類：受験者なし

一般・・・乙種第4類：約30％ 乙種第6類：約40％

種別 筆記① 筆記② 筆記③ 筆記合計 実技④ 実技⑤ 試験時間
乙種 5問 10問 15問 30問 5問 なし 105分
甲種 10問 14問 20問 45問 5問 2問 195分

7、小型フォークリフト特別教育
（概要）

フォークリフトとは、荷物を積むフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させ

るマストを備えた動力が付いた、荷物を運搬するための車両のことである。こ

の講習を修了すると、1ｔ未満のフォークリフトを運転する免許を取得できる。1

日目に学校講習、2日目に実技講習がある。

（受験資格） 特になし

（受験料） 13,500円



機械系の資格・検定

1、基礎製図検定【機械系初級】
（概要）

製図の基礎知識、投影図法を確実に把握する能力を試験する検定。

投影図、断面図、補助投影図・展開図、簡単な立体の投影図などの問題内容で70分間あり、

70点以上で合格となる。

（受験資格） 2・3年生（1年生で基礎製図を習得しているため）

（合格率） 堺工科：約40％ 全国工業高校：42.1％

（受験料） 600円 問題集代金：1,050円

2、機械製図検定【機械系中上級】
（概要）

製図の基礎知識と、簡単な部品の製作図が確実に書ける実技能力を試験する検定。

1次試験（筆記）：立体図、投影図、断面図、寸法記入、はめあい、各種記号、機械部分の

図示法など、70分間で150点満点中、105点以上で合格。

2次試験（実技）：機械部品の立体図から製作図を書く。または、課題図（組立図）から

部品図を書く。150分間で100満点中、70点以上で合格。

（受験資格） 機械系3年生（2年生の機械製図で基礎を習得しているため）

他系の生徒も受験可能だが非常に難しい

（合格率） 堺工科：約44％ 全国工業高校：48.2％

（受験料） 900円 問題集代金：1,570円

3、初級ＣＡＤ検定【機械系初級】
（概要）

機械系の工業技術者に必要な製図の基礎知識とＣＡＤの基礎的な利用技術を試験する検定。

筆記試験：ＣＡＤに関する問題、製図に関する問題で30分間。70点以上で合格。

実技試験：機械部品の作図で60分間。70点以上で合格。

（受験資格） 機械系3年生（2年生でＣＡＤ実習で基礎を習得しているため）

（合格率） 堺工科：69.2％ 全国工業高校：76.6％

（受験料） 1,200円

4、技能検定 機械検査作業【機械系初中級】
（概要）

ものづくりの基本となる製品の正確さを測る技能について、一定の基準によって検定し、国とし

ての技能の程度を公証するもの。

学科試験は60分、30問の○×形式で、合格基準は65点。

実技試験は、作業1（寸法測定）16分、作業2（三針法によるネジプラグゲージの有効径測定）8

分、作業3（外側マイクロメーターの器差測定）10分で合格基準は60点。

（受験資格） 機械系の生徒のみ（ノギス・マイクロメータの基本的な取扱いを習得しているため）

（合格率） 堺工科：学科・実技ともに100％

（受験料） 学科：3,100円 実技：10,100円



5、技能検定 普通旋盤作業【機械系中上級】
（概要）

普通旋盤作業をするうえで必要な安全、服装、設備概要についての基礎知識と

それらを元に行う実技作業に必要な技能について、一定の基準によって検定し、

国としての技能の程度を公証するもの。

学科試験：30問、○×形式で60分、合格基準は65点。

実技試験：内外径削り及びテーパ削りなどの切削加工を行い、はめ合わせの

できる部品を2個制作する。150分で、合格基準は60点。

（受験資格） 機械系の生徒のみ

（ノギス・マイクロメータの基本的な取扱いを習得しているため）

（合格率） 堺工科・・・学科：約90％ 実技：100％

（受験料） 学科：3,100円 実技：12,100円 ＋αで実技補習の材料費

6、JIS溶接技能者評価試験【機械系中上級】
（概要）

国内規格（JIS）に基づき溶接を行う作業者（溶接技能者）の資格。学科試験及び

実技試験によって評価され、合格者に『適格性証明書』が交付される。

学科試験：選択式で、合格基準は60％以上。

実技試験：テストピースの外観試験、曲げ試験を行い、著しく不良なものやテスト

ピースの破壊がなければよい。

・基本級（A-2F）・・・下向姿勢、板の突合わせ溶接、中板/炭素鋼板、裏当て金あり。

・基本級（N-2F）・・・下向姿勢、板の突合わせ溶接、中板/裏当て金なし。

・専門級（A-2V）・・・立向姿勢、板の突合わせ溶接、中板/炭素鋼板、裏当て金あり。

（受験資格） 機械系の生徒のみ（他系の受験希望者は要相談）

（合格率） 堺工科・・・学科：85％ 実技：100％

（受験料） 約17,000円（問題集代金・実技補習材料費を含む）



環境化学システム系の資格・検定

1、技能検定 化学分析作業【環境化学システム系中級】
（概要）

化学的成分の分析を行うために必要な技能について、一定の基準によって検定し、

国としての技能の程度を公証するもの。

学科試験：30問の○×形式で60分。合格基準は65点。

実技試験：第1課題（定性分析）、第2課題（中和滴定）があり、標準時間60分、

打ち切り時間75分で、合格基準は60点。

（受験資格） 環境化学システム系の生徒のみ

（合格率） 堺工科・・・学科：約70％ 実技：約88％

（受験料） 学科：3,100円 実技：12,100円

2、危険物取扱者【環境化学システム系初中級】
（概要）

さまざまな危険物を取り扱うための資格。危険物の種類により種別がある

（乙種第1～6類）試験は、①危険物の法令、②物理学及び化学、③危険物の

性質並びに火災予防及び消火方法の3科目を一回のテストで行う。

選択式解答で、合格基準は各科目の成績がそれぞれ60％以上。

（受験資格） 丙種・乙種は特になし。

甲種は乙種1類か6類、3類、2類か4類、5類の4種以上取得が条件。

（合格率） 堺工科・・・丙種：43.2％ 乙種：19％ 甲種：100％

一般・・・丙種：約50％ 乙種：約40％ 甲種：約40％

（受験料） 丙種：3,700円 乙種：4,600円 甲種：6,600円

種別 ① ② ③ 合計 試験時間
丙種 10問 5問 10問 25問 75分
乙種 15問 10問 10問 35問 120分
甲種 15問 10問 20問 45問 150分



電気系の資格・検定

1、技能検定 シーケンス制御作業【電気系中級】
（概要）

工場などの機械を制御するプログラマブルコントローラ（PLC)を扱う技能について、一定の

基準によって検定し、国として技能の程度を公証するもの。

学科試験：30問の○×形式、60分。合格基準は65点。

実技試験：指示された仕様に基づいて配線作業を行い、回路を完成させた後、PLCに

プログラムを入力し、指示された動作をさせる。

標準時間95分、打ち切り時間115分で合格基準は60点。

（受験資格） 機械系制御専科の生徒と電気系の生徒のみ

（合格率） 堺工科・・・学科：100％ 実技78％

（受験料） 学科：3,100円 実技：12,100円

2、第二種電気工事士【電気系中級】
（概要）

建物などの電気工事を行うために必要な国家資格で、筆記試験と実技試験がある。

筆記試験：120分、4択マーク式の50問で、合格基準は6割以上

実技試験：40分で課題を製作する。欠陥が1つも無ければ合格。

（受験資格） 特になし（ただし電気系2年生は全員受験のため、1年生は要相談）

（合格率） 堺工科・・・筆記：96.6％ 実技：84％

一般・・・筆記：約60％ 実技：約70％

（受験料） 9,600円

3、第一種電気工事士【電気系上級】
（概要）

第二種の上位資格であり、取得には試験合格後の実務経験が必要。

筆記試験：140分、4択50問で、合格基準は6割以上。

実技試験：60分で課題を製作する。欠陥が1つも無ければ合格。

（受験資格） 特になし（ただし、第二種電気工事士の内容を勉強していることが望ましい）

（合格率） 堺工科・・・筆記：54.2％ 実技：92.3％

一般・・・筆記：約40％ 実技：約70％

（受験料） 11,300円

4、工事担任者【電気系中級】
（概要）

電気通信回線に、端末設備などの接続工事をする、または監督するための資格。種別によっ

て工事の範囲が決まっており、AIはアナログ通信、DDはデジタル通信をさす。それぞれ第1種～

第3種があり、第1種の方が上位となる。DD第3種は、主にインターネットに接続する回線である。

試験は、選択式の筆記で、①基礎科目（40分）、②技術科目（40分）、③法規科目（40分）の3

科目あり、すべて60点以上で合格となる。

（受験資格） 特になし

（合格率） 堺工科・・・第二級デジタル通信：約40％

一般・・・第二級デジタル通信：約45％

（受験料） 8,700円


