
測量ＣＰＤポイント  

測量士 27 ﾎﾟｲﾝﾄ、測量士補 21 ﾎﾟｲﾝﾄ 

令和 3 年国家試験対策 
測量士・測量士補答案練習セミナーのご案内 
― オンライン方式によるｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式又は DVD 配布方式― 

                   主催：公益社団法人日本測量協会九州支部 

 

本セミナーは、元試験委員の経験を持つ講師陣等が過去に出題された国家試験問題を統計的に分析し

た模擬問題を使用して、科目別に重要ポイントの講義及び解説を行う＜国家試験受験対策の短期集中セ

ミナー＞です。  

お申込み受付後、答案練習セミナー模擬問題を送付します。 

答案練習セミナー模擬問題は、セミナー開講までに各自で解答し、セミナーでは模擬問題の正解・解

説及び試験における重要点などを講義します。 

国家試験前の「総まとめ」として、是非受講されるようお勧めします。 

１．セミナーの流れ 

           「測量士」・「測量士補」の国家試験を受験される方 

 

 

希望のコース(測量士・測量士補)を申込みます（3月 1日（月）受付開始予定） 

 

模擬問題が申込者へ送付されます（発送は４月上旬予定） 

 

自宅で教材と模擬問題の学習を行い、疑問点をピックアップ 

★オンライン学習に必要な視聴ＵＲＬ・パスワード又はＤＶＤ及び解説 

 が送付されます。 

オンデマンド配信方式※１又は ＤＶＤ配布方式※２ による模擬問題の正

解・解説と重要点の講義を受けて下さい。 

 

受講期間：令和 3年 6月 1日（火）～令和 3年 9月 12日（日） まで 

セミナーで受けた重要ポイントや不得意な問題、過去の問題集等で学習 

 
受講後、「視聴修了確認票」及び「レポート」を提出（電子メール又は郵送等）  

※視聴修了確認票及びレポートの作成要領等は、上記★の送付の際に添付 

※1：オンデマンド配信方式は、講義データ（サンプル動画）が視聴できるのか実際にお申込みの前にご確認をお願いします。 

詳しくは、 「動画視聴確認ページ（https://jsurvey.jp/server-d-s.pdf）」をご確認ください。 

※２：DVD 配布方式は「mp4 形式」による動画が再生可能なパソコンおよび再生ソフト（Windows Media Player 等）が必要です。 
 

２．セミナー日程   

 ★測量士コース 
視聴期間 受講科目 

6 月 1 日 （火)  

～令和3年9月 12日（日） 

測量概説・測量法規等 水準測量 

多角測量 多角測量・応用測量 

応用測量 地形測量 

写真測量 写真測量・地図編集 

地図編集 － 

 

 

受 講 希 望 者 

 

セミナー申込 

模擬問題の送付 

自 宅 学 習 

セミナーの受講   

復 習 

受講終了確認 

https://jsurvey.jp/server-d-s.pdf


 ★測量士補コース 
視聴期間 受講科目 

6 月 1 日 （火)  

～令和3年9月 12日（日） 

測量概説・測量法規等 水準測量 

多角測量 応用測量 

地形測量 写真測量 

地図編集 － 

３．使用教材（受講料には教材費は含まれておりません。各自お買い求め下さい。） 

○ 受験テキスト vol.21    定価 3,565円(会員価格 3,200円) 送料 730円  

○ 科目別模範解答集（H27～R元）定価 2,724円(会員価格 2,450円) 送料 730円 

○ 令和２年国家試験問題模範解説集  定価 2,410円(会員価格 2,160円) 送料 410円 

  ※３冊合計金額 定価 8,699円（会員価格 7,810円）送料:760円（離島は別途料金） 
 

４．受講料（税込価格） 
  ★測量士コース 

‘全科目受講’ 当協会会員（個人・法人） ３７，０００円  一般 ４４，０００円 

‘単科目受講’  
  測量概説・測量法規/水準測量/地形測量（各 3 時間） 

当協会会員（個人・法人）  ６，３００円  一般  ８，３００円 

多角測量/応用測量/写真測量/地図編集（各 4.5 時間） 

当協会会員（個人・法人）  9，450 円  一般 12，450 円 

  ★測量士補コース 
‘全科目受講’ 当協会会員（個人・法人） ２９，０００円  一般 ３６，０００円 

‘単科目受講’ 当協会会員（個人・法人）  ６，３００円  一般  ８，３００円 
 

※ 上記単科目とは、講習日程の半日分です。（複数科目受講の場合は、単科目受講料×科目数） 

※ 当協会正会員（個人）への同時入会も受付けております。（会員価格＋年会費 7,000 円） 

（入会特典：機関誌月刊『測量』１年間定期購読、測量協会刊行図書割引、講習会受講割引等） 

５．申込み期間 

令和３年３月１日(月)～３１日（水）（定員になり次第締切） 

 

６．受講定員 測量士２５名・測量士補２５名（定員になり次第締切） 

７．申込方法 

   申込書に必要事項を記載し FAX送信後、下記口座へ振り込み下さい。 

      振込先：シャ）ニホンソクリョウキョウカイキュウシュウシブ  

      口座名：福岡銀行 博多駅東支店 普通口座 No.236991 

※ 申込み期限（受講料等の入金締切日）後は、支払われた受講料等は原則返金できま

せんのでご了承ください。 

但し、講習会が中止等で開催されない場合は、返金いたします。 

８．申込・問合せ先 

  公益社団法人 日本測量協会 九州支部 

       〒812-0013  福岡市博多区博多駅東 1-10-32 サンライト東口ビル 301号  

Tel 092-411-5600  Fax 092-411-5612 E-mail:kyusyu@jsurvey.jp 

９．同時入会のお勧め 

   セミナー受講申込時に入会しますと受験図書などが１割引で購入でき、また会員用 

月刊誌「測量」には、測量士・測量士補国家試験関係の下記記事が掲載されます。 

  ・１月号 受験案内  試験問題、問題解説掲載次期は試験日による（未確定） 

  ・その他：測量ＣＰＤポイントが自動的に５Ｐ／年 

mailto:kyusyu@jsurvey.jp


       令和３年  月  日 

       令和 3年測量士・補答案練習セミナー申込書 

受講料     円・教材費     円・送料   円 下記のとおり申込みます。 

 

※該当する□に✓をし、必要事項を記入してください。   （公社）日本測量協会九州支部 

連絡先住所 

□会社 

□自宅 

※該当に✓ 

〒    - Tel   （     ）  フリガナ  

 
氏 名 

 

生年月日（西暦） 

       年   月   日 

E-mail 

※必須 
 

受講方式 

※希望に✓ 

□オンデマンド方式   □ＤＶＤ配布方式 

   ＣＰＤ登録済みの方 登録番号〔       〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

受講コース 

受講料 

（税込） 

※該当に✓ 

□測量士コース 

■全科目受講＜２７PT＞ 

 □当協会会員（個人・法人）37,000円 □同時入会 44,000円 □一般 44,000円 

■単科目受講 

 測量概説・測量法規<3h>  □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

  水準測量<3h>       □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

 地形測量<3h>       □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

 多角測量<4.5h>      □当協会会員（個人・法人）9,450円 □一般 12,450円 

  応用測量<4.5h>      □当協会会員（個人・法人）9,450円 □一般 12,450円 

 写真測量<4.5h>      □当協会会員（個人・法人）9,450円 □一般 12,450円 

 地図編集<4.5h>      □当協会会員（個人・法人）9,450円 □一般 12,450円 

 

 

□測量士補コース 

■全科目受講＜２１PT＞ 

 □当協会会員（個人・法人）29,000円 □同時入会 36,000円 □一般 36,000円 

■単科目受講 

 測量概説・測量法規<3h>  □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

  水準測量<3h>       □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

 地形測量<3h>       □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

 多角測量<3h>        □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

  応用測量<3h>        □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

 写真測量<3h>        □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

 地図編集<3h>        □当協会会員（個人・法人）6,300円 □一般 8,300円 

会員の区分 正会員（No      ）・特別会員（会社名          ）・一般・同時入会 

購入希望 

図   書 

□ 受験テキスト vol.21     定価 3,565円 (会員価格 3,200円)・送料 730円  

□ 科目別模範解答集（H27～R元） 定価 2,724円 (会員価格 2,450円)・送料 730円 

□ 令和２年問題模範解説集    定価 2,410円 (会員価格 2,160円)・送料 410円 

※３冊合計金額 定価 8,699円（会員価格 7,810円）送料 760円（離島は別途料金） 

 


