
☆：全員受検（受験） R02,04TOKO資格

※：該当する資格検定の希望者

１． このカレンダーは、職業選択をする場合に役立つ資格と、科学年で取り組んでいる資格を表にしています

２． 資格の種類や難易度については、『豊かな東工生活のために』をご覧ください。

３． この表に掲載できていない資格は、随時ホームルームにて案内をします。

月 日 G C S 詳しい説明

4 全国工業高等学校長協会

5 （全工協）

6 19

7 10

8

9 消防試験センター岡山支部

10 9

25 ※Ａ ※Ａ 　危険物

　取扱者

11 20

12 11

1 15 岡山県職業能力開発協会

2 14 ※Ａ ※Ａ 鋳造

普通旋盤

3 ※B ※B 機械検査

化学分析

合格するためのポイント 電気めっき

日常生活について

危険物取扱者試験

その他希望者

パソコン利用技術検定（全工協）

危険物取扱者試験乙種4類他☆危険物取扱者試験
乙種

・部活と家庭学習の習慣を身につけ、検定試験に向けた学習時間を確保できていれば資格
取得に臨んでください。

・危険物乙種4類は、事前に学習しておき、模擬テストで合格基準に達する見込みがができて
からの受験申請をお勧めします。　・合格率　10％(昨年10月）

計算技術検定2，3級（全工協）

年度当初に資格の申請案内と申請があります

パソコン利用技術検定（全工協）

☆情報技術検定3級（全工協）

資格取得カレンダー【1年生】

☆危険物取扱者試験
乙種4類　※Ａ

☆計算技術検定3級（全工協）

技能検定希望者は受検案内

☆リスニング英語検定（全工協）

☆品質管理（QC）
検定4級※B



☆：全員受検（受験） R02,04TOKO資格

※：該当する資格検定の希望者 注意：科の並びが異なります

月 日 M R E S C その他希望者

4

5 31 ※Ａ ※Ａ ※Ａ ※Ａ

6 13

19 ※B ※B
6/21機械保全3級

21 ☆危険物乙種4類 危険物取扱者試験乙種4類他

26 情報技術検定（全工協）

10 初級CAD・パソコン利用（全工協）

7 12 技能検定（学科） 技能検定（学科） 技能検定（学科）

鋳造、旋盤,検査 旋盤,検査 化学分析・めっき

（実技は別日） （実技は別日） （実技は別日）

18 ※C ※C ※C ※C

9 11 9月　QC検定，リスニング英語

10 4 ※Ａ 電気工事士（学科） ※A

25 ☆危険物乙種4類 危険物取扱者試験乙種4類他

11 20 ※B ※B

12 12

シーケンス制御

13 ※C ※C 電気工事士（実技） ※C ※C

1 15 ※D ※D ※D ※D

2 14 ☆危険物乙種4類 危険物取扱者試験乙種4類他

3 技能検定案内

資格の種類や難易度については、『豊かな東工生活のために』をご覧ください。

年度当初に資格の申請案内と申請があります

旋盤,検査

技能検定（学科）　実技は別日

☆レタリング技能検定
3級

☆基礎製図検定（全工協）

☆計算技術検定
２級（全工）

☆情報技術検定
2級（全工）※D

☆電気工事士
二種（筆記）※A

電気工事士
二種（実技）

筆記合格者※C

資格取得カレンダー【2年生】

☆計算技術検定
２級（全工）※B



☆：全員受検（受験） R02,04TOKO資格

※：該当する資格検定の希望者

注意：科の並びが異なります

月 日 M R E S C その他希望者

4

5 31 電気工事士二種（学科） 電気工事士二種（学科）

6 12

14 建築施工管理技術検定 6/21機械保全3級

26 情報技術検定（全工協）

7 3

18 電気工事士二種実技 初級CAD・パソコン利用（全工協）

技能検定（学科） 技能検定（学科） 技能検定（学科）

鋳造、旋盤,検査 旋盤,検査 化学分析・めっき

（実技は別日） （実技は別日） （実技は別日）

10 4 ※Ａ 電気工事士（学科） ※A

11 8

15

13 電気工事士（実技）

資格の種類や難易度については、『豊かな東工生活のために』をご覧ください。

◎ ジュニアマイスター顕彰 （全工協のHPで得点は確認できます） 7月と1月に申請

特別表彰 ゴールド シルバー ブロンズ

60点以上 45点以上 30点以上 20点以上

（後期申請のみ）

◎ 職業教育技術顕彰 （県知事表彰） 7月と1月に申請

3年間で、危険物乙種4類全て合格,その他の資格と併用して基準に達すれば該当となる。

◎ 工業教育技術顕彰 （岡山県高等学校工業教育協会表彰） 1月に申請

3年間で、取得した資格で該当する2種目以上で申請できる。

岡山県高等学校

工業教育協会

資格取得カレンダー【3年生】

12

年度当初に資格の申請案内と申請があります

建築施工管理
技術検定

管工事施工管理
技術検定試験

☆機械製図検定（二次）（全工協）

☆機械製図検定（一次）（全工協）



資格の種類や難易度については、『豊かな東工生活のために』をご覧ください。

資格についての詳しい内容については、下記のＱＲコードを利用して調べてください。

申請基準の案内は、『豊かな東工生活のために』をご覧ください。

『資格取得カレンダー』に記載していない資格については、ホームルームにて案内があります。

計算技術・情報技術 危険物取扱者 鋳造・普通旋盤 機械系保全作業 第一種電気工事士 日本データ通信協会

リスニング英語 消防設備士 機械監査 電気系保全作業 第二種電気工事士 工事担任者

基礎製図・製図 化学分析・電気めっき DD3種

パソコン利用・初級CAD シーケンス制御 AI3種

携帯電話で開けない場

合は、直接検索をして

ください。

PEO建機教習センタ

岡山教習所

岡山県溶接協会

日本ボイラ協会

岡山支部

日本クレーン協会

中四国支部

電気技術者

試験センター

情報処理技術者

試験（ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ）

品質管理

（QC）検定

フォークリフト技能

講習や小型建設機

械・アーク溶接・ガ

ス溶接の特別教育に

ついては外部団体へ

直接ご連絡くださ

い。

電気通信国家

試験センター

管工事施工管理

技術検定試験

建築施工管理

技術検定

日本漢字能力

検定

日本英語

検定協会

レタリング

技能検定

機械保全

技能検定

全国工業高等

学校長協会

消防試験センター
岡山支部

岡山県職業
能力開発協会


