平成 25 年度技術士第二次試験 受験申込書〔ダウンロード版(PDF)〕入力要領
* (フリガナ)  半角入力（最大２６文字）姓と名の間にスペースを１文字入れる

当会ホームページ掲載の
「平成 25 年度技術士第二次試験 受験申込み案内」
記載例（21 頁～33 頁)をお読みの上、
受験申込書を作成して下さい。

* 提出日  和暦【平成】で年・月・日を全角入力

* 氏名  全角入力（最大１３文字）姓と名の間にスペースを１文字入れる

* 受験地  全角入力（最大４文字）

* 性別  男 又は 女 に  を入力

北海道 宮城県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 愛知県 大阪府 広島県 香川県 福岡県 沖縄県

* 生年月日  和暦【大正・昭和・平成】で年・月・日を全角入力

* 技術部門  全角入力（最大１０文字）
（受験申込み案内 9 頁参照）

* 本籍地  全角入力（最大７文字）

* 選択科目  全角入力（最大２６文字）
（受験申込み案内 9 頁参照）

* 都道府県コード(本籍地・現住所)  コード表Ａ を参照。半角入力

コード表Ａ

* 専門とする事項  全角入力（最大２６文字）
（受験申込み案内 9 頁参照）

* 〒  半角入力（最大８文字）

* 他の技術部門と併願・選択科目が免除  総合技術監理部門の受験を

* 現住所  全角入力（最大６６文字）

申し込む者でいずれかに

* マンション名等  全角入力（最大２２文字）

該当する場合は  を入力

* 電話番号（現住所・勤務先）  全角入力（最大１３文字）

コード表Ａ

* 最終学歴_学校名  全角入力（最大２６文字）

* 勤務先名  全角入力（最大２２文字）

* 最終学歴_学部学科名  全角入力（最大２６文字）

* 支店・部課名等  全角入力（最大２６文字）
* 勤務先コード 

* 卒業(修了)年月  和暦【昭和・平成】で年・月を全角入力

コード表Ｃ

コード表Ｂ を参照。半角入力

* 最終学歴コード  コード表Ｃ を参照。半角入力

コード表Ｂ
コード表Ａ〔都道府県〕

01 北海道０

02 青森県０

03 岩手県０

04 宮城県０

05 秋田県０

06 山形県０

07 福島県０

08 茨城県０

09 栃木県０

10 群馬県０

11 埼玉県０

12 千葉県０

13 東京都０

14 神奈川県

15 新潟県０

16 富山県０

17 石川県０

18 福井県０

19 山梨県０

20 長野県０

21 岐阜県０

22 静岡県０

23 愛知県０

24 三重県０

25 滋賀県０

26 京都府０

27 大阪府０

28 兵庫県０

29 奈良県０

30 和歌山県

31 鳥取県０

32 島根県０

33 岡山県０

34 広島県０

35 山口県０

36 徳島県０

37 香川県０

38 愛媛県０

39 高知県０

40 福岡県０

41 佐賀県０

42 長崎県０

43 熊本県０

44 大分県０

45 宮崎県０

46 鹿児島県

47 沖縄県０

コード表Ｃ〔最終学歴分類〕
01 大学
02 新旧高専
04 その他〔高校・専門学校等〕

03 短大
05 大学院

該当する項目に  を入力し、必須事項を入力
* 技術士第一次試験合格証番号  全角入力（最大７文字）
合格年月  和暦【昭和・平成】で年・月を全角入力
* 技術士補登録証番号  全角入力（最大７文字）
登録年月日  和暦【昭和・平成】で年・月・日を全角入力

54 日本以外【国名を入力】

コード表Ｂ〔勤務先分類〕

* 文部科学大臣が指定した教育機関を修了
01 官庁〔国の出先機関、研究所を含む〕

学校名  全角入力（最大３０文字）

11 地方自治体〔自治体の出先機関・研究所を含む〕

課程  全角入力（最大３９文字）

21 教育機関〔大学及び付属研究所、高専等〕

修了年月  和暦【昭和・平成】で年・月を全角入力

31 独立行政法人等〔機構・事業団を含む〕
32 公益法人等〔財団法人、社団法人等〕
41 一般企業〔コンサルタント業を除く企業〕
42 コンサルタント会社〔調査・測量業を含む〕

記入しない

学校コード・課程コード  半角入力

受験手数料 14,000 円（非課税）

※学校コード・課程コードは当会ホームページ掲載の

（払込手数料は、払込人負担です。
）

「平成 25 年度技術士第二次試験 受験申込み案内」の

51 自営〔個人営業者等〕
61 無職

38 頁～48 頁を参照して下さい。

受験手数料の納付方法は、

総合技術監理部門の受験を申し込む者で、選択科目の免除を受ける場合は、

34 頁を参照して下さい。
* 写真撮影日  和暦【平成】で年・月・日を全角入力
※ 出願前６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身、正面向きで背景のない明瞭な写真
（縦４.５ｃｍ×横３.５ｃｍ、白黒でも可）
。写真が不鮮明なものは不可。
受験時に眼鏡等を使用する方は、必ずそれらを着用した写真を用いて下さい。
写真が剥がれた場合の紛失防止のため、写真裏面に氏名･受験地･技術部門･選択科目を
記入し、貼り付けて下さい。

いずれかひとつに  を入力し、必須事項を入力
* 合格証番号  全角入力（最大７文字）

受験手数料の払込み内容が確認できる

合格年月  和暦【昭和・平成】で年・月を全角入力

受領証等を貼り付けて下さい。

* 登録番号  全角入力（最大７文字）

受領証等が貼付欄に納まらない場合、

登録年月日  和暦【昭和・平成】で年・月・日を全角入力

貼り付けはせず、受験申込書等と一緒に

* 合格した技術部門  全角入力（最大１０文字）

同封して提出して下さい。

入力に関する注意事項
* 日付の“年”は必ず和暦（大正・昭和・平成 等）で入力。
* 各入力項目の入力文字数を超える場合については、印刷後、
手書きで対応して下さい。

☆受験手数料 払込口座番号等（詳細は受験申込み案内 34 頁参照）
郵便局 加入者名 公益社団法人日本技術士会（ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲ）
銀行
銀行

郵便振替払込口座番号 ００１４０－０－１２８４５４
銀行名 三菱東京ＵＦＪ銀行・本店
口座番号 普通預金 Ｎｏ．７６４５０６２
銀行名 三井住友銀行・本店営業部
口座番号 普通預金 Ｎｏ．５３６２４２７

入力に関する注意事項
業務経歴票は、口頭試験の際に試験委員が使用するので、必ず入力すること

記入しない

* 日付の“年”は必ず和暦（昭和・平成 等）で入力。
* 各入力項目の入力文字数を超える場合については、印刷後、
手書きで対応して下さい。

当会ホームページ掲載の
「平成 25 年度技術士第二次試験 受験申込み案内」
記載例（21 頁～33 頁)をお読みの上、
受験申込書を作成して下さい。

* 氏名  受験申込書で入力した内容が表示されます。

大学院における研究経歴を含めないと受験資格を満たさない場合は必ず入力し、それ以外は必要に応じて入力
* 大学院名  全角入力（最大２７文字）
* 課程  全角入力（最大２７文字）
* 研究内容  全角入力（最大５１文字）
* 在学期間  和暦【昭和・平成】で年・月を全角入力（上段・下段それぞれ最大９文字）
* 年月数  全角入力（年・月それぞれ最大２文字）

科学技術に関する業務について、簡潔にわかりやすく整理して入力
主な業務の抜粋としてもよい。
（受験資格の要件として必要な期間分は必ず入力する。
）
* 勤務先名(部課まで)  全角入力（最大２７文字）
* 所在地(市区町村まで)  全角入力（最大１２文字）
* 地位・職名  全角入力（最大９文字）
* 業務内容  全角入力（最大５１文字）
* 従事期間  和暦【昭和・平成】で年・月を全角入力（上段・下段それぞれ最大９文字）
* 年月数  全角入力（年・月それぞれ最大２文字）
* 合計  全角入力（年・月それぞれ最大２文字） 研究経歴及び業務経歴の合計年数を入力
* 詳細欄  全角入力（最大１文字） 業務経歴の中から「業務内容の詳細」に入力するものを１つ選び、
「詳細」欄に「○」を入力する。

初めて技術士第二次試験を受験する場合は、業務経歴の証明が必要ですので必ず入力（証明の必要のない方は入力不要）
* 事務所名  全角入力（最大２０文字）
* 証明者役職名  全角入力（最大２０文字）
* 証明者氏名  全角入力（最大２０文字）

※業務内容の詳細の記入例は、当会ホームページ掲載の
「平成 25 年度技術士第二次試験 受験申込み案内」の
25 頁～26 頁を参照して下さい。

* 業務経歴の「詳細」欄に○を付したものについて、業務内容の詳細（当該業務での立場、役割、成果等）を、
７２０文字以内（図表は不可。半角文字も１文字とする。
）で、簡潔にわかりやすく整理して入力する。
* 業務経歴の「詳細」欄に○を付した業務経歴の期間中に業務内容が複数にわたる場合は、その中から１つの業務を選んで入力する。
* 総合技術監理部門を申し込む場合は、総合技術監理の視点（安全管理、社会環境管理、経済性管理、情報管理、人的資源管理）から入力する。

