
二次対策コース
1

で、第二次検定の完全合格へ！＋ 20回の添削指導効率的なカリキュラム

独学では
気がつかない
ミスがわかる!

「記述問題」は第二次検定で最大の難関となる非常に重要な問題であり、合否を左
右する大きなポイントとなります。当学院では、他校にはない圧倒的な回数の添削
指導を行うことにより、経験記述を確実に得点源とします。「添削指導」のメリット

二次対策コースでは、特に記述問題への取り組みを重視し、圧倒的な回数の添削指導を実
施。記述内容の各テーマごとに、前回の添削結果を次の演習に反映できる効率の良い順序立
てで学習を行い、さらに「合理化」「品質管理」「環境管理」等、近年特に出題の多い項目は繰り
返し学習に取り組みます。また、「理解しにくい記述」「理由の書き方がまずい記述」等、記述内
容に問題が見られる場合は、講義後にフォローアップ学習を実施し、弱点を完全に克服。「施工
管理法」「法規」等、記述問題以外も十分な対策を行い、8割以上の高得点合格はもちろん、実
務でも信頼される技術者をめざします。

今お申込みいただくと【早期講座】が無料でついてくる！6/30(木)
までに

申し込みの方
限定特典

いつでも、どこでも、何度でも学習できる！！
PC・スマートフォン・タブレット等にも対応

※当学院ホームページにてe講義デモ版を視聴いただけます。e講義の視聴条件等、詳細は当学院ホームページをご覧ください。
※当学院ホームページの体験学習より動作確認を行う必要があります。 ※視聴期限がありますのでご注意ください。

ｅ講義は、通学講座と同じクオリティの講義を受けることのできる総合資格学院のインターネット学習ツールです。

令和4年度第二次検定攻略に向けて、近年の本試験で出題されていた題材『合理化』
『品質管理』『環境管理』について、非常に重要度の高い経験記述の基本を習得!

１週目：「品質管理Ⅰ」の基本学習 約２０分
２週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約２０分
３週目：「労働生産性向上」の基本学習 約２９分　
４週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約１７分
５週目：「施工の合理化」の基本学習 約２６分
６週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約１５分
７週目：「品質管理Ⅱ」の基本学習 約３２分
８週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約１６分

９週目：「品質管理Ⅲ」の基本学習 約２２分
１０週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約２０分
１１週目：「建設副産物対策」の基本学習 約２７分
１２週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約１７分
１３週目：「地球環境の負荷低減の取組み」の基本学習 約２０分
１４週目：同上演習問題 ６０分 ＋ 解説 約１２分

早期講座教材：①１級建築施工管理技士二次対策コース（早期申込特典）経験記述対策テキスト
　　　　　　　  ②１級建築施工管理技士二次対策コース（早期申込特典）解答用紙

令和3年度一次合格者・1級建築士取得者対象

※インターネット学習ツール「e講義」での学習になります。

　令和4年

3月 4月

10月中旬
終了予定

10月中旬
第二次検定
試験日

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

8月上旬開講予定

二次対策コース
6月下旬
開講予定

プレ講座

二次対策コース スケジュール

※試験日程は変更になる場合があります。最新情報は必ず試験元のHPにてご確認ください。

380,000円（税込418,000円）受講料

令和4年度受験

経験記述 添削例
講義１回目【施工計画】

経験記述の添削では非常に軽微な減点
合格レベルまで上達!!

講義8回目【模擬試験（1）】講義２回目【合理化】

当学院の添削指導は圧倒的な密度！
詳細な修正指示が入れられるので、
改善の方向が明確にわかり、

次回に向けて効率的に学習できます。

※総合資格学院の合格実績には、模擬試験のみの受験生、教材購入者、無料の役務提供者、過去受講生は一切含まれておりません。

早期講座付

〈令和4年2月6日現在〉

当学院基準達成
当年度受講生合格率
8割出席・8割宿題提出当年度
受講生531名中／合格者502名

令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第二次検定

全国合格率
52.4％に対して94.5%100,000円を上限に受講料の20％支給

一般教育訓練給付制度

支給条件を満たす方が「一般教育訓練給付制度対象講座」を受講し、修了すると給付が受けられます。支給条件等、詳細は当学院までお問い合わせください。

※過去に制度を利用したことのな
い方が初めて利用する場合に
限り、雇用保険一般被保険者
期間1年以上で受給可能です。

雇用保険一般被保険者
期間3年以上※



令和4年度受験対策 1級建築施工管理 二次対策コース（早期講座付）

経験記述を中心に第二次検定の完全攻略をめざす!

合格に必要な内容を
もれなく効率よく学習できる

一流講師陣の指導ノウハウを凝縮した

オリジナル教材

工事概要について
正しい書き方を指
導。減点を防ぐこと
ができます。

近年出題の多い項
目についてオリジナ
ル問題を掲載！

経験記述については記述例を掲載！ ※教材の内容・表記方法は教材強化のため、変更する場合があります。

様々な角度からの徹底指導で
確実に記述力が身につく！

工事概要記述のポイント

テーマごとの記述ポイント

経験を記述する際のポイント

一般的な記述上のポイント

文章表現上のポイント

1

2

3

4

5

「工事名」「工事の内容」「あなたの立場」等、
項目別の記述ポイントまで詳しく指導。

「合理化」「品質管理」「環境管理」等、
それぞれのテーマごとの記述ポイントを指導。

経験記述の重要ポイントも、
詳細な添削指導で確実に合格レベルの実力を養成。

論点の絞り方、専門用語の用い方や、
過ちを犯しやすいポイントなどを丁寧に指導。

読みやすく、簡潔な内容の文章を書くためのポイントやコツ、
注意点等を指導。

当学院の添削指導

5つのポイント
本講座では5つのポイントに的を絞り、記述のノウハウを徹底指導します。毎回の丁寧な添削により、施工に関する専門
的な記述能力はもちろん、文章表現においても、印象の良い、隙のない記述ができるよう、徹底的に実力を養成します。

毎年
改訂

十分なトレーニングと添削指導で確実な記述力が身に付く二次対策コース！
合計20回の「添削指導」

「減点される記述とは？」「どう表現したら減点さ
れないのか？」を学ぶためには、信頼できる評価
基準に基づいた第三者のチェックが必須です。
当学院の講座では合計20回の添削指導を行
い、記述問題への対策を万全にします。

「第二次検定に役立つ用語集」で
事前学習

プレ講座教材に含まれる「第二次検定に役立つ
用語集」には、経験記述、バーチャート工程表の
問題を解くにあたり、知っておきたい用語が解説
されています。プレ講座でこれに取り組むこと
で、その後の理解度が格段に上がります。

経験記述の準備にも最適！
 「予習テスト」

講義前の予習用教材。もちろん経験記述に
も完全対応! 講義前にポイントを整理するこ
とで、学習効果が確実にアップします。

講習当日の完全理解
「演習テスト＆演テ確認問題」

講義の終わりに「演習テスト」に挑戦。さらに、
間違えた問題や理解不十分だった問題が、
解けるレベルに到達できたかを「演テ確認問
題」でチェック。確実に合格レベルの実力が
身につきます。

知識と記述力の完全定着！
 「復習テスト」

講義内容の理解度を確認するためのテスト。経験記述の復
習テストでは、講師による添削指導も受けられるため、独学で
は体験できない効果的な学習が行えます。

得点アップに直結する
「模擬試験」

本試験と同じ3時間で行われるため、正確な時間配分の感
覚が養えます。試験後の添削指導で客観的に自分のレベル
が確認できるため、弱点補強に確実に役立ちます。

法規対策も万全！
「法規キーワード集」

近年の出題傾向に沿った法規対策のための学習教材。キー
ワードを押さえておけば、穴埋め問題のみならず、記述問題でも
減点の少ない答案を作成できます。建設業法の目新しい内容
や、労働安全衛生法、建築基準法に関しても対応します。

※カリキュラム強化のため講座内容は変更になる場合があります。 ※教室によってライブ講義または映像講義となりますので、必ず最寄校までご確認ください。

日 程単位 学習内容

8月14日（日）

6月26日（日）

8月17日（水）

6月29日（水）

8月21日（日） 8月24日（水）

8月28日（日） 8月31日（水）

9月4日（日） 9月7日（水）

9月11日（日） 9月14日（水）

9月18日（日） 9月21日（水）

9月25日（日） 9月28日（水）

10月2日（日） 10月5日（水）

10月9日（日） 10月12日（水）

8月7日（日） 8月10日（水）

単位

1
学習内容

添削
講義 復習

テスト

ガイダンス／経験記述Ⅰ
躯体工事Ⅰ
経験記述Ⅱ
躯体工事Ⅱ
一般記述
躯体工事Ⅲ
経験記述Ⅲ
仕上げ工事Ⅰ
施工管理法Ⅰ
仕上げ工事Ⅱ
経験記述Ⅳ
仕上げ工事Ⅲ・施工機械
施工管理法Ⅱ
法規
一般記述対策講座Ⅰ
模擬試験（1）
一般記述対策講座Ⅱ
模擬試験（2）
重点事項復習講座Ⅰ
重点事項復習講座Ⅱ

ガイダンス／経験記述の書き方／施工計画  
地盤調査／仮設工事／土・山留め工事  
合理化  
基礎工事／鉄筋工事／型枠工事／コンクリート工事①  
一般記述  
コンクリート工事②／鉄骨工事／メーソンリー工事  
品質管理  
防水工事／ｼｰﾘﾝｸﾞ工事／張り石工事／タイル工事  
工程表①  
屋根及び金属工事／軽量鉄骨工事／左官工事／ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ・建具・ｶ ﾗ゙ｽ工事／塗装工事①  
環境管理  
塗装工事②／内装工事／木工事／ＡＬＣﾊ ﾈ゚ﾙ工事／押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事／施工機械  
工程表②他  
建設業法／労働安全衛生法／その他の法規
災害防止対策①    
経験記述／一般記述／躯体工事／仕上げ工事／施工管理法／法規    
災害防止対策②    
経験記述／一般記述／躯体工事／仕上げ工事／施工管理法／法規    
工程表・建設業法の問題演習    
躯体工事・仕上げ工事の知識整理    

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

二次対策コース（プレ講座）　　[約4.5時間]

二次対策コース（本講座）　　　[約54時間]
日 程

講座内容

講座内容

「第二次検定に
役立つ用語集」解説他

経験記述工事概要の書き方

「経験記述、工程表の問題を解くにあたり、知っておきたい用語」を解説

第二次検定の概要及び経験記工事概要の書き方二
次
対
策
コ
ー
ス
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 充実の添削指導 合計20回

（講義・復習テストで19回＋「夏季の特別課題（宿題）」で1回）

お申し込み・お問い合わせは各校まで
www.shikaku.co.jp 総合資格 検索

www.sogoshikaku.co.jp
【スクールサイト】

【コーポレートサイト】

株式会社 総合資格
（一社）日本経済団体連合会会員
（一社）日本建築学会会員
（一社）全国産業人能力開発団体連合会会員
監理技術者講習実施機関 登録番号7
宅建登録講習機関 登録番号 第009号
宅建登録実務講習実施機関 登録番号 第5号

株式会社 総合資格学院法定講習センター　
国土交通大臣登録講習機関
●一級建築士定期講習 登録番号 第5号　
●二級建築士定期講習 登録番号 第4号
●木造建築士定期講習 登録番号 第7号　
●管理建築士講習 登録番号 第2号
経済産業大臣指定講習機関
●第一種電気工事士定期講習 第４号

あなたの最寄校を
カンタン検索！

お申し込み、お問い合わせは最寄校までお気軽にご連絡ください。




