
平成29年度
資格取得の手引き

南部農林高校の資格取得一覧



1
実用英語技能検定
（４級、３級、準２級）

　第１回：４月２５日～２７日
　第２回：９月５日～７日

　第３回：１２月５日～７日

第１回：６月１０日（１次）
　　　　 ７月１０日（２次）
第２回：１０月７日（１次）
　　　　　１１月６日（２次）
第３回：１月２０日（１次）
　　　　　２月１９日（２次）

全学年 全学科
　４級　2,100円
　３級　2,800円
準２級 4,100円

2
日本語検定

（５級・４級・３級）

　第１回：４月２５日～４月２７日

　第２回：９月１１日～９月１３日

第１回：６月９日（金）

第２回：１１月１０日（金）
全学年 全学科

５級： 1,500円
４級： 1,500円
３級： 2,000円

3
日本語

ワープロ検定試験

第１回：　５月２７日～６月９日
第２回：　９月２日～９月１５日

第３回：１０月２８日～１１月１０日
第４回：１月１３日～１月２６日

第１回：７月３日（日）
第２回：１０月９日（日）
第３回：１２月４日（日）
第４回：２月１９日（日）

全学年 全学科

4級　　1,500円
3級　　2,000円
準2級　2,300円
2級　　2,500円
準1級　2,800円
1級　　3,000円
初段　５,０００円

4 情報処理技能検定

第１回：　５月２７日～６月９日
第２回：　９月２日～９月１５日

第３回：１０月２８日～１１月１０日
第４回：１月１３日～１月２６日

第１回：７月３日（日）
第２回：１０月９日（日）
第３回：１２月４日（日）
第４回：２月１９日（日）

全学年 全学科

4級　　1,500円
3級　　2,000円
準2級　2,300円
2級　　2,500円
準1級　2,800円
1級　　3,000円
初段　５,０００円

5 数学技能検定(４級～２級) 随時
５名以上の受験希望者が集ま

り次第実施します。 全学年 全学年

２級：４０００円
準２級：３５００円
３級：３０００円
４級：２５００円

資格取得の手引き（　普通科目①　）
No 資格

申し込み時期
（予定）

実施の日付
（予定）

対象学年 対象学科 費用



1 サービス接遇検定３級 ４月５日（火）～５月９日（月） 6月10日 ３年 生活デザイン 2,400円

2
高等学校家庭科
被服製作検定

（４・３級）

第１回：４月２６日～６月９日
第２回：８月２３日～１０月１３日

第1回：５月２０日～８月３１日
（７月上旬予定）

第２回：９月１６日～１月２１日
（１月予定）

全学年 生活デザイン科
４級:６００円
３級:７００円

3
全国高等学校家庭科

保育技術検定
（４・３・２・１級）

第１回：４月２６日～６月９日
第２回：８月２３日～１０月１３日

第1回：５月２０日～８月３１日
（７月上旬予定）

第２回：９月１６日～１月２１日
（１月予定）

２・３年
生活デザイン科

2年選択子ども文化
(4級のみ）

４級:８００円
（1分野200円

３級:１，２００円
（1分野300円）
２級:１，６００円
（1分野400円）

4
高等学校家庭科
食物調理検定
（４・３・２・１級）

第１回：４月２０日～６月１０日
第２回：８月２４日～１０月１４日

第1回：５月21日～８月31日
（７月上旬予定）

第２回：９月17日～1月22日
（１月予定）

全学年 生活デザイン科

４級:６００円
３級:７００円

２級：１２００円
１級：１５００円

5 アーク溶接講習 6月20日～ 7月14日～17日 全学年 全学年 12,000円

6 ガス溶接講習 11月21日～ 12月14,15,17,18日 全学年 全学年 10,000円

7 日本農業技術検定　２･３級
第１回：５月１日～６月１日

第２回：10月２日～11月２日
第１回：７月１５日
第２回：１２月９日

全学年 全学科 ともに１，５４０円

資格取得の手引き（　専門科目①　）

No 資格
申し込み時期

（予定）
実施の日付

（予定）
対象学年 対象学科 費用



8 玉掛け技能 7月下旬
学科講習9月5･6日

実技講習12日
全学年 全学科 24,000円

9 造園技能士２級・３級 4月頃
２・３級実技試験7月初旬
３級学科試験7月24日
２級学科試験8月21日

２・３年 環境創造科
3級：15,000円

　
2級：22,000円

10 車両系建設機械 7月中旬
学科講習9月中旬

実技講習9月26～30日
3年 全学科 5,1400円

11 小型移動式クレーン 5月後半
学科講習6月6･7日

実技講習13日
全学年 全学科 24，000円

12
伐木等の業務の特別教育

（チェーンソー）
7月中旬 8月中旬 全学年 全学科 10,600円

13
刈払機取扱作業者に対する

安全教育
7月中旬 9月中旬 全学年 全学科 7,500円

14 初級バイオ検定試験 ６月初旬 ７月初旬 ３年
生物資源

食品加工
1500円

資格取得の手引き（　専門科目②　）

No 資格
申し込み時

期
実施の日付（予定） 対象学年 対象学科 費用



No 資格
申し込み時期

（予定）
実施の日付

（予定）
対象学年 対象学科 費用

15
ボイラー取扱者技能講習

（小規模ボイラー
取扱い技能者資格）

５月２０日～７月１０日
７月　２４日（月）
７月　２５日（火） 全学年 全学科 11,890円

16 ボイラー実技講習 ５月２０日～７月１５日

実技講習
８月１４日　～　８月１６
２級ボイラ技士試験
１１月４日・２月４日

全学年 全学科 約13,920円

17
2級3級　室内園芸装飾

技能検定
4月初旬

実技試験：7月上旬
筆記試験：7月下旬

2，3年
生物資源

生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ

3級15000円
2級18800円

18 畜産技術検定　1.2.3級 12月頃 １月下旬
畜産資源

ｺｰｽ
2，3年

生物資源 200円

19
危険物取扱者試験

（丙・乙・甲種）

第１回：4月
第２回：10月
第３回：1月

　第１回：6月4日（日）
　第２回：12月3日（日）
　第３回：2月18日（日)

全学年 全学科
丙２,７００円
乙３,４００円
甲５,０００円

20
フラワー装飾技能検定

２級・３級
４月

２・３級　実技試験：７月初旬
３級　筆記試験：７月末

２級　筆記試験：９月初旬
２・３年

生活デザイン科
フラワー専攻のみ

２級　４４，０００円
３級　２６，０００円
(練習花材代込み)

21 ＨＡＣＣＰ検定 11月 2月 ２年 食品加工科 1,500円

資格取得の手引き（　専門科目③　）


