
平成28年度　富士北稜高校　　資格・検定一覧表　 H28年3月末現在

系列 資格・検定 所管 検定料 対象生徒 課外実施時期等

日本漢字能力検定2級 日本漢字能力検定協会 ¥3,500 希望者

日本漢字能力検定準2級
                          ３級

日本漢字能力検定協会 ¥2,500 希望者

実用英語技能検定3級

実用英語技能検定準2級

全商英語検定１級 全国商業高等学校協会 ¥1,300 ﾋﾞｼﾞﾈｽ系列等の希望者 第56回 平成28年9月11日（日）　第57回 平成28年12月18日（日）

実用数学技能検定準２級

実用数学技能検定２級

硬筆書写検定2級 日本書写技能検定協会 ¥3,100 希望者 6月、11月、1月 検定1ヶ月前より実施

毛筆書写検定2級 日本書写技能検定協会 ¥3,600 希望者 6月、11月、1月 検定1ヶ月前より実施

危険物取扱者丙種 総務省 ¥2,700 希望者 6月、1０月、２月 個別対応

危険物取扱者乙４種 総務省 ¥3,400 希望者 6月、1０月、２月 個別対応

介護職員初任者研修 山梨県福祉保健部 ¥4,000 福祉健康系列２、３年 ２月（修了試験） 12月・1月・2月

福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ3級 東京商工会議所 ¥4,200 福祉健康系列３年 授業時に実施

家庭科技術検定食物調理4級 ¥600 福祉健康系列１年 １２月 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定食物調理３級 ¥700 福祉健康系列2年 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定食物調理２級 ¥1,200 福祉健康系列３年希望者 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定食物調理１級 ¥1,500 福祉健康系列３年希望者 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定被服製作４級 ¥600 福祉健康系列１年 １２月 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定被服製作３級 ¥700 福祉健康系列2年 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定被服製作和裁２級 ¥1,200 福祉健康系列3年希望者 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定被服製作和裁１級 ¥1,500 福祉健康系列３年希望者 １月 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定被服製作洋裁２級 ¥1,200 福祉健康系列３年希望者 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定被服製作洋裁１級 ¥1,500 福祉健康系列３年希望者 １月 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定保育４級 ¥800
福祉健康系列2年
子どもの発達と保育履修者３
年希望者

5月～２月 検定1ヶ月前より個別対応

家庭科技術検定保育３級 ¥1,200 子どもの発達と保育履修者３年希望者5月～２月 検定1ヶ月前より個別対応

簿記検定2級 全国経理学校協会 ¥1,700 ビジネス系列2年 検定試験２週間前に実施

簿記検定3級 ¥1,300 ビジネス系列2年 6月 検定試験2週間前に実施

簿記検定1級 各￥1,300 ビジネス系列３年 ６月・１月 長期休業中および検定試験２週間前に実施

簿記検定3級 ¥2,570 ビジネス系列2・３年

簿記検定2級 ¥4,630 ビジネス系列2・3年

電卓実務検定２級 各￥1,000

電卓実務検定１級 各￥1,000

情報処理検定ビジネス情報部門2級 ¥1,500 ビジネス系列2年

情報処理検定ビジネス情報部門1級 ¥1,800 ビジネス系列２年・３年

ビジネス文書検定２級 ¥1,900 ビジネス系列2年・３年

ビジネス文書検定１級 ¥2,000 ビジネス系列２年・３年

商業経済検定２級 ¥1,300 ビジネス系列２・３年希望者

商業経済検定１級 ¥1,300 ビジネス系列２・３年希望者

全国高等学校家庭科教育振興会

日本商工会議所

１１月・２月

ビジネス系列2年

全国商業高等学校協会

全国商業高等学校協会

全国高等学校家庭科教育振興会

６月・１１月

８月・１２月

１０月

８月・１２月

6月・１１月・２月

6月・１１月・２月

９月・1月

全系列

日本英語検定協会
３級\3,200

準２級\4,500
希望者

日本数学検定協会
準２級\3,５00

２級\４,０00
希望者

全国商業高等学校協会

１月

１１月

１１月

平成28年6月17日（金）,平成28年10月21日（金）,平成29年1月13日（金）

検定試験実施時期

第１回 平成28年6月12日（日）（一次）7月10日（日）（二次）　第２回 10月9日（日）（一次）11
月6日（日）（二次）第３回 平成29年1月22日（日）（一次）2月19日（日）（二次）

６月、１０月、２月

７月、１１月

６月・１１月・２月

全国高等学校家庭科教育振興会

全国商業高等学校協会

福祉健康系列

全国商業高等学校協会

長期休業中および検定試験1週間前に実施

検定試験１週間前に実施

検定試験2週間前に実施

検定試験１週間前に実施

検定試験２週間前からパソコン室の開放

２月
総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ系列



平成28年度　富士北稜高校　　資格・検定一覧表　 H28年3月末現在

系列 資格・検定 所管 検定料 対象生徒 課外実施時期等検定試験実施時期

情報処理検定 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報部
門1級

全国商業高等学校長協会 ¥1,800 情報系列2年次 長期休業中および検定試験2週間前に実施

情報処理検定 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報部
門２級

全国商業高等学校長協会 ¥1,500 情報系列１年次 長期休業中および検定試験2週間前に実施

情報処理検定 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ部
門1級

全国商業高等学校長協会 ¥1,800 情報系列2･3年次 長期休業中および検定試験2週間前に実施

情報処理検定 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ部
門２級

全国商業高等学校長協会 ¥1,500 情報系列2年次 長期休業中および検定試験2週間前に実施

ビジネス文書検定２級 ¥1,900 情報系列2年次

ビジネス文書検定１級 ¥2,000 情報系列２年次・３年次

簿記検定3級 ¥1,300 情報系列系列2年次 6月 検定試験2週間前に実施

簿記検定2級 ¥1,300 情報系列2年次 １月

簿記検定1級 各￥1,300 情報系列３年次 １月

ＩＴパスポート試験 経済産業省 ¥5,100 希望者 長期休業中および試験1ヵ月前より実施

電気情報系列 情報技術検定2･3級 ¥600 1･2年次生全員

情報技術検定1級 ¥800 希望者

計算技術検定３級 全国工業高等学校長協会 ¥600 2年次生全員 6月第3金曜日 11月第3金曜日 授業時に実施

電子機器組立3級 厚生労働省 ¥15,000 希望者 前期７月中旬～下旬　後期１月下旬～２月中旬授業時および長期休業中に実施

ITパスポート試験 経済産業省 ¥5,100 希望者 4月第3日曜日 10月第3日曜日 授業時および長期休業中に実施

電気工事士1種 経済産業省 ¥11,300 3年次生希望者 筆記10月 技能12月 試験１ヵ月前より実施

電気工事士2種 経済産業省 ¥9,600 2年次生希望者 筆記6月 技能7月 試験１ヵ月前より実施

工事担任者DD3種 総務省 ¥8,700 2,3年次生希望者 5月下旬 11月下旬 試験１ヵ月前より実施

基礎製図検定 全国工業高等学校長協会 ¥510
機械ﾃｸ系列
の2年次生全員 9月中旬 授業時に実施

機械製図検定 全国工業高等学校長協会 ¥820
機械ﾃｸ系列
の希望3年次生 1次:6月上旬～中旬 2次:7月上旬～中旬 授業時に実施

初級ＣＡＤ検定(機械系) 全国工業高等学校長協会 ¥1,130
機械ﾃｸ系列
の希望3年次生 7月中旬 検定３ヶ月前より実施

技能士 機械加工3級
　　　(普通旋盤作業)

厚生労働省(職業能力開発協会) ¥15,000
機械ﾃｸ系列
の希望２・3年次生 検定３ヶ月前より実施

技能士 機械加工2級
　　　(普通旋盤作業)

厚生労働省(職業能力開発協会) ¥21,000
機械ﾃｸ系列
の普通旋盤３級所得者のみ 検定６ヶ月前より実施

技能士 機械検査3級
　　　(機械検査作業)

厚生労働省(職業能力開発協会) ¥15,000
機械ﾃｸ系列
の希望２・３年次生 検定３ヶ月前より実施

技能士 機械検査2級
　　　(機械検査作業)

厚生労働省(職業能力開発協会) ¥21,000
機械ﾃｸ系列
の機械検査２級所得者のみ 検定３ヶ月前より実施

技能士 機械保全 3級
　　　(機械保全作業)

厚生労働省(職業能力開発協会) ¥15,000
機械ﾃｸ系列
の希望２年次生

検定３ヶ月前より実施

品質管理検定４級
　　　（QC検定）

日本規格協会 ¥3,080
機械ﾃｸ系列
の希望２・３年次生

9月中旬・3月下旬 検定３ヶ月前より実施

小規模ﾎﾞｲﾗｰ取扱技能講習修了 日本ﾎﾞｲﾗ協会
\11,300

(含テキスト代）
機械ﾃｸ系列
の希望2年次生 8月29・30日 なし

ｶﾞｽ溶接技能講習修了 溶接協会
\7,500

(実技\1,100)
機械ﾃｸ系列
の希望3年次生

8月20･21日 なし

ｱｰｸ溶接技能講習修了 溶接協会
\7,500

(実技\2,500)
機械ﾃｸ系列
の希望2年次生

12月19・20日 なし

ﾚﾀﾘﾝｸﾞ技能検定 4級 実務技能検定協会 ¥2,400 2年次 ６月上旬 検定1ヶ月前より実施

ﾚﾀﾘﾝｸﾞ技能検定 3級 実務技能検定協会 ¥3,800 3年次 ６月上旬 検定1ヶ月前より実施

2級大工技能士 職業能力開発協会 ¥16,500 3年次（木工班） 1次:1月下旬 2次:2月上旬 検定3ヶ月前より実施

3級大工技能士 職業能力開発協会 ¥13,600 2年次（木工班） 1次:1月下旬 2次:2月上旬 検定3ヶ月前より実施

2級施工管理技士 ¥5,000 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ系列3年 11月上旬 検定3ヶ月前より実施

初級CAD検定 全国工業高等学校長協会 ¥1,130 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ系列2･3年 7月中旬 検定1ヶ月前より実施

建築設計製図技能検定B級 山梨県工業教育部会 ¥300 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ系列2年 3月上旬 検定1ヶ月前より実施

建築設計製図技能検定A級 山梨県工業教育部会 ¥300 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ系列3年 7月中旬 検定1ヶ月前より実施

9月・1月

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ系列

全国工業高等学校長協会

機械ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ系列

全国商業高等学校長協会
長期休業中および検定試験２週間前に実施

9月・1月

9月・1月

検定試験1週間前に実施６月・１１月・２月

9月・1月

総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ系列

授業時に実施

後期１月中旬～下旬

前期７月中旬～下旬　後期１月下旬～２月中旬

前期７月中旬～下旬

前期７月中旬～下旬　後期１月下旬～２月中旬

6月第4金曜日 1月第3金曜日

前期７月中旬～下旬　後期１月下旬～２月中旬

随時実施


