
月 日 月 日

6 19  ３級：2,500円　【2点】

9 11 準２級：2.500円　【4点】

1 28   ２級：3,500円　【7点】

5 29 7 下旬   ３級：3,900円（準会場料金）　【7点】

10 2 11 中旬 準２級：4,900円（準会場料金）　【12点】

1 22 2 下旬   ２級：5,500円（準会場料金）　【20点】

11 13 　３級：3,200円　【7点】

2 12 準２級：3,700円　【12点】

7 11

12 12

ＦＦＪ検定中級 12 15 中級： ―　　【10点】 本校

ＦＦＪ検定上級（中級合格者） 2 5 上級：500円　【15点】 青森県総合社会教育センター

３級　　　　　　　　：1,300円　【2点】

２級（ビジネス部門）：1,500円　【4点】

１級（ビジネス部門）：1,800円　【7点】

３級　　　　　　　　：1,300円　【2点】

２級（ビジネス部門）：1,500円　【4点】

１級（ビジネス部門）：1,800円　【7点】

測量士補・測量士試験 国土交通省国土地理院
2E全員・3E
3F希望者

5 17 7 7
　測量士補　2,850円　【15点】
　測量士　　4,250円　【20点】

秋田大学
（引率あり）

授業を通して試験対策 環境土木科

２級土木施工管理技術検定試験（学科）
一般財団法人
全国建設研修センター

3E全員
3F希望者

10 25 1 15 4,100円　【 - 】 青森市
（引率あり）

授業を通して試験対策 環境土木科

小型移動式クレーン技能講習 西北労働基準協会 3E･3F希望者 30,305円　【1点】 本　校
（受検者10名以上）

なし 環境土木科

玉掛技能講習 西北労働基準協会 3E･3F希望者 20,350円　【1点】 本　校
（受検者10名以上）

なし 環境土木科

トレース技能検定試験３級 一般財団法人中央工学校生涯学習センター 1E･1F全員 10 18 3,500円　【2点】 本　校 授業を通して試験対策 環境土木科

２級造園施工管理技術検定試験（学科）
一般財団法人
全国建設研修センター

3F希望者 11 15 1 15 5,200円　【 - 】 青森市
（各自で受検）

２か月前から講習を実施 森林科学科

初級バイオ技術者 NPO法人日本バイオ技術教育学会 3G全員 7 上旬 7 下旬 2,000円　【4点】 本　校 約３週間前から講習を実施 生物生産科

6 14 7 下旬 ４級：3,080円　【2点】

11 8 12 中旬 ３級：5,140円　【4点】

6 14 丙種：3,700円　【2点】

11 15 乙種：4,600円　【7点】

毒物劇物取扱者 青森県知事 希望者 9 上旬
10,500円　※県収入証紙

一般【7点】　農・特【4点】
青森県立保健大学

（各自で受検）
希望者にテキストの貸し出し可能 農業科

6 14 　３級：2,800円　【2点】

11 15 　２級：4,100円　【4点】

2 7 準１級：5,800円【12点】　１級：6,500円【12点】

※学科の略称　　Ｃ：食品科学科　Ｅ：環境土木科　Ｆ：森林科学科　Ｇ：生物生産科　

テキストの貸し出し可能 家庭科
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約３週間後

担　当

国語科

数学科

農業科

受検対策等受検会場資　　格　　名
受検料(円)

【アグリマイスター得点】
対 象

日本漢字能力検定 本　校
（受検者10名以上）

テキストの貸し出し可能

約２週間前から講習を実施

約１ヶ月後

本　校
（受検者５名以上）

希望者

合格発表
主　　催　　者

3級は1学年全員
他希望者

本　校
（受検者10名以上）

希望者に対し講習を実施 英語科

農業情報処理

農業情報処理11 本　校
（受検者50名以上）

各級「文書部門」と「速度部門」両方合格で
【級合格】となる。それ以外の合格は部門合格となる
放課後講習ならびに授業中での対策実施

希望者 6 28

希望者

2学年全員 当日 ＦＦＪ検定実施基準を各科授業で学習 農業科

本　校 各科「農業と環境」の授業を中心に学習

22 約１ヶ月後
〈速度部門〉各級：800円
〈ビジネス文書部門〉1級：1,200円　2級：1,100円　3級：900円
　　３級【4点】　２級【7点】　１級【12点】

公益財団法人
全国商業高等学校協会

〈速度部門〉各級：800円
〈ビジネス文書部門〉1級：1,200円　2級：1,100円　3級：900円
　　３級【4点】　２級【7点】　１級【12点】

本　校
（受検者50名以上）

３級：1,570円【7点】
 ２級：1,670円【20点】

日本農業技術検定協会

各級「文書部門」と「速度部門」両方合格で
【級合格】となる。それ以外の合格は部門合格となる
放課後講習ならびに授業中での対策実施

1C･1F･1Gと
2E全員

他希望者

公益財団法人
全国商業高等学校協会

約１ヶ月後

農業情報処理

１週間以内

本　校
（受検者50名以上）

1 24

9

希望者 約１ヶ月後

20 農業情報処理
2C･2G全員
他希望者

7/29～31

本　校
（受検者50名以上）

2級、１級は[ビジネス部門]の受験となる
放課後講習ならびに授業中での対策実施

約１ヶ月後
2級、１級は[ビジネス部門]の受験となる
放課後講習ならびに授業中での対策実施

受検月日

12月上旬

危険物取扱者試験 青森県知事 希望者

生物分類技能検定
一般財団法人
自然環境研究センター

公益財団法人
全国商業高等学校協会

第63回全商ビジネス文書実務検定試験
（速度部門・ビジネス文書部門）

8/5～7 １週間以内

第62回全商情報処理検定試験（筆記・実技）
公益財団法人
全国商業高等学校協会

第61回全商情報処理検定試験（筆記・実技）

実用英語技能検定
　（受検月日は、本校が準会場となった場合の
　　一次試験実施日。２次試験あり。）

公益財団法人
日本英語検定協会

希望者

実用数学技能検定

公益財団法人
日本漢字能力検定協会

公益財団法人
日本数学検定協会

約１ヶ月後

青森県学校農業クラブ連盟

日本農業技術検定

第62回全商ビジネス文書実務検定試験
（速度部門・ビジネス文書部門）

秘書技能検定
※準1級、1級は2月開催なし

公益財団法人
実務技能検定協会

希望者

４級：各　800円【1点】

約１ヶ月後 本　校

被服製作技術検定
食物調理技術検定

全国高等学校家庭科教育振興会 希望者
7 下旬

12 下旬 ２級：各1,500円【4点】

本　校約１ヶ月後

希望者

希望者に対し対応 家庭科

未定

試験日
に通知

五所川原市
（各自で受験）

外部講師を招いて講習を実施 生物生産科

３級：各1,000円【2点】

本校 約１週間前から講習を実施

約１ヶ月後


