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平成 28 年度（第 32 回）実験動物２級技術者資格認定試験実施案内 

                                                 公益社団法人日本実験動物協会 
 

1.試験期日 

 学科試験 平成 28 年 8 月 21 日（日）13 時～15 時 

 実技試験 平成 28 年 11 月 26 日（土）10 時～17 時（集合時間は協会が指定します） 

      なお、ﾓﾙﾓｯﾄ、ﾄﾘ類、魚類・両性類・その他の試験日は 11 月 27 日（日） 

      になる場合があります。 

 

2.試験会場（会場への経路は各自でご確認下さい） 

(1)学科試験 

 ①札幌会場   ホテルサンルート札幌:宗谷  札幌市北区北 7 条西 1 丁目  

 ②仙台会場  いぶきｴｽﾃｰﾄ 駅前のぞみビル 仙台市青葉区中央 3-6-22 

③群馬会場  群馬県立勢多農林高校    群馬県前橋市日吉町 2-25-1 

④千葉会場  ハロー貸会議室千葉     千葉市中央区栄町 35-14 

                                          シンティ千葉ビル 3F 

⑤東京会場  日本獣医生命科学大学        東京都武蔵野市境南町 1-7-１ 

⑥神奈川会場 湘央生命科学技術専門学校   神奈川県綾瀬市小園 1424-4 

⑦田方会場  静岡県立田方農業高校    静岡県田方郡函南町塚本 961 

⑧長野会場  長野県上伊那農業高校     長野県上伊那郡南箕輪村 9110 

⑨浜松会場  ｱﾊﾟﾎﾃﾙ浜松駅南ｻｺﾞｰｲﾝ第１会議室 浜松市中区海老塚 2-3-1 

⑩名古屋会場 名駅ﾓﾘｼﾀﾋﾞﾙ 7 階第 2+3 会議室 名古屋市中村区名駅 3-13-31 

⑪長浜会場  長浜バイオ大学       ＪＲびわこ線田村駅前 

⑫大阪会場  新大阪丸ビル新館 506・509 室 大阪市東淀川区東中島 1-18-27 

⑬長崎会場  長崎県立諫早農業高校     長崎県諫早市立石町 1003 

⑭熊本会場  ホテルサンルート熊本:不知火 熊本市中央区下通 1-7-18 

(2)実技試験 

①東京会場  日本獣医生命科学大学        東京都武蔵野市境南町 1-7-１ 

②京都会場  京都府立医科大学 京都市上京区河原町通り広小路上る梶井町 465 

 

3.試験科目及び試験範囲  学科試験及び実技試験を行います。 

(1)学科試験 

 ①総論：動物実験と社会（動物福祉を含む）、解剖と生理、遺伝と育種、繁殖、 

栄養と飼料、飼育と衛生、施設と環境、病気と感染、動物実験の基本 

  ②各論（実技試験の動物種群から 1 群を選択） 

(2)実技試験 

下記の動物種群のうちから１群を選択し、飼育管理、取り扱いおよび実験手技に関す

る事項について実施します。なお、学科試験の各論で選択した動物種を受験すること。 

選択動物種群およびその試験会場は下記のとおりです。  

①マウス･ラット･その他のげっ歯類(ハムスター類､スナネズミ) 

東京会場または京都会場のいずれかを選択すること。 
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   ②モルモット、③ウサギ、④イヌ、⑤ネコ、⑥サル類、⑦ブタ、⑧トリ類、 

⑨魚類・両生類・その他  ②～⑨は東京会場のみで実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.受験資格 

平成 28 年 11 月 25 日現在、4 年以上実験動物に関する実務経験を有する者並びに高

等学校以上の学校を卒業した者あるいは高等学校卒業相当の資格を有する者でいずれも

その後 1 年以上の実務経験を有する者（技術者としての実務経験を重視するため、学生

や研究生等としての経験は実務経験とは認めません）。 

 

5.受験料   35,000 円（消費税込み） 

注１)本年度の通信教育ｽｸｰﾘﾝｸﾞ修了試験に合格しても受験料は 35,000 円が必要です。 

注２)過年度学科試験又は実技試験に合格した方には専用願書を送付します。 

 

6.願書受付期間 

 平成 28 年 6 月 1 日（水）より 7 月 8 日（金）まで（当日消印有効） 

 

7.申込み方法 

（1）当協会ホームページに掲載している申込書を使用して下さい。 

 1）実験動物２級技術者資格認定試験申込書(1)   1 枚 

  2) 実験動物２級技術者資格認定試験申込書(2)     1 枚 

 

（2）記入方法 

 1) 実験動物技術者資格認定試験申込書(1)(2)の※印の箇所は記入しないで下さい。 

記入漏れがある場合は要再提出、受付期間内に提出できない場合は受験できません。 

2)平成 28 年度通信教育受講者は、必ず通信教育受講番号を記入して下さい。 

 3) 勤務先の公印と受験者の氏名記入と押印箇所に注意。押印がないと受験できません。 

  ※派遣会社を本属とする方は派遣元の公印を押印願います。 

 

(3) 受験料の払込み 

  上記受験料を郵便局備付けの郵便払込票にて下記口座にお振り込み下さい。 

払込票をもって領収書に代えさせて頂きます。 

受験料払込票（コピー）は申込書(1)の裏に貼付して下さい。 

  会社で複数名分をまとめて払い込む場合は、通信欄に人数を記入し、全員の申 

込書及び受験者一覧表と受験料払込票のコピー1 枚を送付して下さい。 

※本年度の通信教育受講者であって２級技術者資格認定試験で「マウス･ラット･その

他のげっ歯類」を選択した者については通信教育スクーリングを受講し、その修了

試験に合格した場合には本年度を含め 3 年間、実技試験の受験が免除されます。 

このスクーリングは通信教育受講者のみを対象とし、8 月日 27～28 日の 2 日間東京

及び京都で実施します。募集案内は 6 月上旬に対象者へ送付します。 

受講費として 16,200 円（消費税込み）が必要です。 
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6 月 1 日～7 月 8 日（期日厳守）の間に振込みをして下さい。 

    郵便振替 00180-5-35672 加入者名 公益社団法人日本実験動物協会 

 

［払込みの注意］ 

 ① 通信欄には必ず「２級受験料」と記入して下さい。 

②払込人住所氏名欄は、受験者の住所・氏名を必ず記入して下さい。 

   ③電話番号は昼間連絡のとれる番号を記入して下さい。 

 

（4) 書類の提出 

   申込書(1)(2)を封筒に入れて、公益社団法人日本実験動物協会へ送って下さい。 

 

(5) 受験票について 

    学科試験受験票は 8 月上旬、実技試験受験票は 11 月上旬に送付します。 

  試験日の 10 日前までに到着しない場合は、必ず当協会へご連絡下さい。 

受験票は試験当日必ず持参して下さい。 

 

8．合否結果の通知 

  平成 28 年 12 月下旬までに本人宛、学科及び実技試験の合否結果を同時に書面で通知 

いたします。 

 

9．注意事項 

1）学科受験の際は受験票、筆記用具(鉛筆 HB 又は B)、腕時計（計算機能付きは不可） 

を持参して下さい。 

 ※高等学校での受験を希望する場合はスリッパ等の上履きを持参して下さい。 

2）実技試験では用品・器具等は貸与いたしません。 

受験票、筆記用具（鉛筆 HB 又は B）のほか作業衣または白衣及びゴム手袋、マスク、 

帽子を持参して下さい。（サル類選択者は専用作業着を持参すること） 

3）当日は試験開始時刻 20 分前までに試験場に着席できるよう入室して下さい。 

 4）試験に関する照会等は、受験番号を付記して下記当協会へ申し出て下さい。 

(試験場への直接の問合わせはご遠慮下さい) 

 

10．受験申込み送付先及び問合わせ先： 

   〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-5 九段ロイヤルビル 502 号室 

                 公益社団法人日本実験動物協会 

  TEL：03-5215-2231（平日 9：30～17：30） 

FAX：03-5215-2232 

E-mail：jsla@nichidokyo.or.jp 
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平成28年度（第32回）実験動物２級技術者資格認定試験（学科） 

試験会場は下記の予定です。 

どの会場を選択しても構いません。 

 

 

学科試験会場 主な受験者区分 住所 

ホテルサンルート札幌 

会場：宗谷 

特例認定専門学校 

一般 
札幌市北区北7条西1丁目1-22 

いぶきエステート 

 駅前のぞみビル 
一般 仙台市青葉区中央3-6-22 

群馬県立勢多農林高校 
勢多農林高校、 

熊谷農業高校 

一般 

群馬県前橋市日吉町2-25-1 

ハロー貸会議室 千葉 大網高校 

一般、専門学校 

千葉市中央区栄町35-14 

 シンテイ千葉ビル３Ｆ 

日本獣医生命科学大学 

第１校舎Ｂ棟講義室 

特例認定専門学校 

一般 東京都武蔵野市境南町1-7-1 

湘央生命科学技術専門 

学校 

神奈川県立中央農業高校

特例認定専門学校、一般

 

神奈川県綾瀬市小園1424-4 

 

静岡県立田方農業高校 田方農業高校、一般 

 

静岡県田方郡函南町塚本961 

 

長野県上伊那農業高校 

上伊那農業高校 

佐久平総合技術高校 

一般 

 

長野県上伊那郡南箕輪村9110 

アパホテル浜松駅南 

サゴーイン第１会議室 
一般 静岡県浜松市中区海老塚 2-3-1 

名駅モリシタビル７Ｆ 

第２＋３会議室 

安城農林高校 

岐阜農林高校、一般 

名古屋市中村区名駅3-13-31 

名駅モリシタビル７Ｆ 

長浜バイオ大学 長浜バイオ大学、一般 滋賀県長浜市田村町1266 

新大阪丸ビル新館 
特例認定専門学校 

一般 
大阪市東淀川区東中島1-18-27 

長崎県立諫早農業高校 諫早農業高校、一般 長崎県諌早市立石町1003 

ホテルサンルート熊本内

TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ熊本5F 

会場：不知火 

一般 熊本県熊本市中央区下通1-7-18


