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challenge

国家試験「工事担任者」資格取得に
向けての取り組み
徳島県立つるぎ高等学校

電気科 教諭

学校紹介

小神 宣彦

電気科紹介

本校は平成 14 年 2 月の「徳島県高校教育改革推進計画」

1. 電気科の取組と特徴
電気科は昭和 33 年に美馬商業高校に併設されて以来、

に基づく学校再編により、徳島県立貞光工業高校、徳島県立
美馬商業高校を発展的に再編統合し、平成 26 年 4 月 1 日に

多くの卒業生が社会で活躍している。

開校した徳島県で初の「工業科」
「商業科」
併設の高校です。

現在、電気に関する基礎的な知識と技術を習得し、幅広

徳島県西部に位置し、徳島県では 3 校ある工業科設置校

い分野の業務に携わることのできる能力を育てるととも

の 1 校である。学科の編成は「電気科」
「機械科」
「建設科」

に、資格取得をとおして勤労観・職業観を養い、電気技術

「商業科」
「地域ビジネス科」
の 5 科、7 クラスの編成である。

者としての実践的な能力と態度を身につけたスペシャリス
トを育成することを目標に教育を行っている。

旧貞光工業高校時代から資格取得に力を入れており、各
科とも 1 年間を通してその専門性を活かした取り組みをし

卒業後、実務経験を経て全員が電気主任技術者の認定を
受けられることを軸に教育課程が編成されている。電気基

ている。運動部も活発で昨年度は
「ラグビーフットボール」
、

礎、電力技術、電気機器等、強電科目を中心に電子技術や

「ソフトテニス」、
「陸上」および「少林寺拳法」は全国大会で

情報技術教育にも力を入れている。

活躍している。
地元産業にも関わりを持ち、現在は 6 次産業化への取組

2. 資格取得の取り組み
1 年生は入学後すぐ第 2 種電気工事士試験を受験する。

として、「工業科」
「商業科」が共同で「みまからとうがらし」

その後、第 1 種電気工事士、工事担任者 DD 第 3 種や危険

の栽培、加工、販売にも取り組んでいる。

（DD 第 3 種に合格した生徒たち：学校正門にて）
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物取扱者試験と受験していく。さらに 2 年生に進級すると、

③ 第 1 種電気工事士試験

一部の生徒は電気主任技術者にも取り組む、また、計算技

夏に第 2 種電気工事士の試験が終わると第 1 種電気工事

術検定や情報技術検定など検定試験にも挑戦するので在学

士試験の準備に取りかかる。たくさんの生徒が受験を希望

中に多くの試験を受験し、実践的な資格を取得する。

し、目標を持って頑張っている。進度の早い生徒は 1 年生

①第２種電気工事士試験

で合格し、同時に専門的な技術力も身に付けている。

新入生は入学後すぐに第 2 種電気工事士の取得に取り組

④ 第 3 種電気主任技術者試験
この資格は高校生にとって難易度の非常に高い資格で、

む、新入生は、初めての国家試験受験に真剣に取り組んで
いる。

社会的な評価も高い。在学中に資格取得し就職後リーダー

②工事担任者（DD 第 3 種）

となり活躍している生徒も数多くいる。また、本校で科目
合格し卒業してからこの資格を取得し、資格を活かし活躍

強電ばかりでなく、電気通信の分野にも力を入れている。

1 年生全員が受験し、電気通信についても知識、技能を深

している生徒も少なくない。生徒の大きな目標になってい

めている。平成 26 年度は 31 名、平成 27 年度は 43 名の生

る資格である。昨年度は 2 名の生徒が合格し、徳島新聞に

徒が合格した。

掲載された。

電気科 3 年

大久保 啓吾

電気科 3 年

久保 陵乃祐

電気科 2 年

森 龍馬

私たち電気科の生徒は 1 年生の秋に

私が所属する電気科では、1 年生の

つるぎ高校・電気科では 1 年生の秋

「工事担任者 DD 第 3 種全員合格」を目

ときに第2種電気工事士と工事担任

に全員が工事担任者 DD 第 3 種に挑戦

指して取り組みました。一番難しいと

者 DD 第 3 種を全員が挑戦することに

しています。1 学期は第 2 種電気工事

思ったのは「技術及び理論」です。難し

なっています。工事担任者 DD 第 3 種

士、2 学期は DD 第 3 種に挑戦します

かったけど、ひたすら問題を解き、わ

は科目合格をして取得することもでき

が、放課後は部活動もあり時間が無い

からなかったら友達や先生に教えても

ますが、私は一発合格を目指して勉強

ため、私たちは授業を大切にして、わ

らい、少しずつ理解して問題が解ける

をしてきました。授業では、先生が作っ

からないところは先生や友達に聞いた

ようになりました。その結果、初めて

てくださった対策プリントを用いてひ

りして理解度を深めていきました。試

の試験で DD 第 3 種に合格することが

たすら問題を解きました。自分にとっ

験日が近づくにつれクラスの雰囲気も

できました。

て苦手な問題は先生や友達に聞いて、

受験モードになり、みんなが切磋琢磨

電気通信は次々と技術革新の進んで

再度問題を解いて克服するようにして

できたと思います。私は将来、取得し

いる分野です。最先端の技術を学ぶこ

きました。その結果、無事 DD 第 3 種

た資格を活かせる企業に就職したいと

とは楽しいことでもありました。これ

に合格することができました。これか

考えています。これからもさらに上級

からもいろいろな資格取得をとおして

らもコツコツ勉強して上位の資格にも

の資格が所得できるよう、勉強に励み

視野を広げたいと思います。また、こ

チャレンジしていきたいと思います。

たいです。

の経験を就職活動にも活かしていきた
いです。
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