
平成 31 年度 臭気判定士試験受験者のための講習会 

（臭気判定士会・臭気判定士試験研究会共催） 

                     

開催趣旨 

 試験問題には臭気判定士が最低限理解していてほしい事項が網羅されています。筆記試

験は基本的なことを問う問題ばかりです。やみくもに受験勉強を始めると、膨大な事項を

次から次へ理解しなければならないような錯覚におちいりやすいので、落ち着いて計画的

に的を絞って受験勉強に取り組みましょう。その要領を指導します。 

各科目の背景は、お互いに関連・補完し合っています。たとえば、嗅覚測定法は、嗅覚

の構造・特性、におい物質の特性、推測統計の理論体系をベースとして確立されています。

悪臭防止法も上記に加え、生活者、事業者などの背景、心理、経済活動などにも配慮して

体系化されています。5 科目は有機的に関連していることを十分理解したうえで受験勉強し

ましょう。すなわち、１科目勉強している時、他の科目も並行して勉強していることにな

るのです。各科目を関連づけている事項（最低限理解しておいてほしい事項に相当）を見

つけ出し、それを集中して把握・応用練習することが合格への近道なのです。 

ですから、この講習会ではこのような視点から、次のように講義を行います。科目ごと

に基礎事項から順を追って講義をおこなうのではなく、他の科目との関連事項の解説に重

きを置き、最低限覚えなければならない事項に的を絞り効率よく講義を進めます。 

 講座ごとの講義概要は以下のとおりです。（なお、当講座のほか、個人講習、グループ講習もご

要望があればご相談に応じます。最終頁に概要を記載しています。） 

講座 1 全科目対策・ポイント 

 全科目間の関連性・科目ごとの重要事項を解説・キーワード解説 

 過去問を用いて重要事項を把握 

講座 2 嗅覚概論 

 重要事項の掘り下げと過去問でよく出題された事項を抽出し回答練習 

講座 3 悪臭防止法 

重要事項の掘り下げと過去問でよく出題された事項を抽出し回答練習 

講座 4 測定概論・実務 

 上記に加え、実際に測定器具を用いて理解を深める 測定データ取り纏め練習 

講座 5 統計概論 

重要事項の掘り下げと過去問でよく出題された事項を抽出し回答練習 

統計学全体の基本概念・理論体系の把握 

講座 6 模擬試験（1／2） 

 本試験と同様に 55 題、出題・回答解説 受験での心構え 

講座 7 模擬試験（2／2） 

本試験と同様に 55 題【（1／2）での問題とは異なる】出題・回答解説 受験での心構え 



開催日時場所・講座 

注記：東京、大阪ともに各月１回開催します。（７、８、９、10 月）開催予定は以下

の通りです。東京の開催場所について正式決定は 4 月中となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      模擬試験（１／２）と（２／２）では、用いる問題は異なります。 

開催名称 開催日 場所 講座 時間 

第 1 回 東京 
7／６ 

（土） 
都区内 

全科目対策、ﾎﾟｲﾝﾄ 9：30～12：00 

嗅覚概論 13：00～14：40 

悪臭防止法 14：45～16：25 

質疑応答 16：30～17：00 

第 1 回 大阪 
7／20 

（土） 

ドーンセンター 

（天満橋） 

全科目対策、ﾎﾟｲﾝﾄ 9：30～12：00 

嗅覚概論 13：00～14：40 

悪臭防止法 14：45～16：25 

質疑応答 16：30～17：00 

第 2 回 東京 
８／３ 

（土） 
都区内 

全科目対策、ﾎﾟｲﾝﾄ 9：30～12：00 

測定概論・実務 13：00～15：00 

統計概論 15：05～16：40 

質疑応答 16：40～17：00 

第 2 回 大阪 
8／24 

（土） 

ドーンセンター 

（天満橋） 

全科目対策、ﾎﾟｲﾝﾄ 9：30～12：00 

測定概論・実務 13：00～15：00 

統計概論 15：05～16：40 

質疑応答 16：40～17：00 

第 3 回 東京 
9／７ 

（土） 
都区内 

模擬試験（１／２） 9：30～12：00 

回答解説 13：00～15：00 

補足授業 15：10～17：00 

第 3 回 大阪 
9／28 

（土） 

ドーンセンター 

（天満橋） 

模擬試験（１／２） 9：30～12：00 

回答解説 13：00～15：00 

補足授業 15：10～17：00 

第 4 回 東京 
10／12 

（土） 
都区内 

模擬試験（２／２） 9：30～12：00 

回答解説 13：00～15：00 

補足授業 15：10～17：00 

第 4 回 大阪 
10／19 

（土） 

ドーンセンター 

（天満橋） 

模擬試験（２／２） 9：30～12：00 

回答解説 13：00～15：00 

補足授業 15：10～17：00 



 

○ 開催場所詳細  （講習会当日の緊急連絡は 090－1661－9074 伊藤） 

東京： （決定次第 掲載いたします） 

 

大阪：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 

       大阪市中央区大手前 1-3-49    TEL 06-6910-8500                  

京阪「天満橋」駅下車。東口方面の改札から地下通路を通って 1番出口より東へ約 350m。 

地下鉄谷町線「天満橋」駅下車。1番出口より東へ約 350m。 

ＪＲ東西線「大阪城北詰」駅下車。2番出口より土佐堀通り沿いに西へ約 550m。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申し込み方法 

次ページ以降、ご覧ください。  



平成 31 年度 

臭気判定士会・臭気判定士試験研究会共催                      

 臭気判定士試験受験のための講習会 実施案内 
 

  

 

 

 

○ 開催日時、場所は前ページをご覧ください。 

○ 申込締切日：  各開催日の 10 日前まで受け付けます。 

○ 定   員  ：  東京、大阪ともに 15 名（最低参加者数 3 名以上で開催） 

１．受講の申込方法について （ ＦＡＸ 又は メールで ） 

   申込書に所定事項と受講料振込機関名（郵貯又はみずほ）にチェックを入れてお申込みください。 

＊ 電話申込みの受付は致しません。申込み順に受付け、定員になり次第締切らせていただきます。 

２．受講票等 申込者には、「受付済み」の連絡を差し上げます。当日、受付でお名前を確認致します。 

３．講習内容と時間割（時間帯など変更になる場合があります）  

  前頁をご覧ください。 

４．受講料  一回（一日）当たり  12,000円（税込み） 

 （キャンセル料について： 1ケ月前までの場合、無料  ２週間前までの場合、受講料の 25％ 

  １週間前までの場合、受講料の 50％    以上申し受けます。） 

５．使用テキスト 

（持参テキストは当日の講習科目で必要なものと「30 年度臭気判定士試験回答解説集」毎回持参。） 

○「嗅覚概論」○「ハンドブック悪臭防止法」○「臭気の嗅覚測定法」○「嗅覚測定法マニュアル」 

○「初心者のための統計学」 :  においかおり環境協会にて販売（協会ホームページ参照） 

     以上のテキストは、受講者にて購入されるなどしてご用意してください。 

○「30年度臭気判定士試験回答解説集」（2570円） : 臭気判定士試験研究会発行   

講習会申込書受領時に、お送りいたします。（無償で提供いたします） 

    なお、13～30 年度の回答解説集は、臭気判定士試験研究会にて販売しています。 

（当会ホームページ参照）臭気判定士会のホームページ（ http://ojta.web.fc2.com/）参照、 

またはキーワード検索（“臭気判定士会”“解答集”）してください。 

６．問い合わせ 

   臭気判定士会事務局  伊藤 ０９０－１６６１－９０７４ 

         Mail :    moani-ito@jcom.home.ne.jp 

 臭気指数規制制度を円滑に機能させるため、国家資格としての「臭気判定士」が制度化されて 18 年

が経過しました。臭気判定士には臭気対策についての助言を求められるなど社会的な期待がますます

高まっています。そのような社会的ニーズに応えられるよう一人でも多くの臭気判定士が誕生するこ

とを願っています。受講された方には試験直前まで質問・相談に応じ受験勉強の支援をいたします。 

 

いただきます。 



 

７．受講料振込先 

                     みずほ銀行 本郷支店 普通預金 2485208 

                  口 座 名   シュウキハンテイシカイ 

            または 

             ゆうちょ銀行 記号番号 00170 – 5 – 373586  

              口座名称（加入者名）シユウキハンテイシカイ 

振込手数料は、ご負担頂きますようお願します。 

他の金融機関から振りこまれる場合、店名は 

〇一九（ゼロイチキュウと読む）当座 0373586 

 

主たる連絡先 

                        臭気判定士会・事務局 

〒169－0073 

東京都新宿区百人町 1-15-18 龍生堂大久保ビル 3階 

TEL＆FAX: 03-3368-3122  緊急時 090－1661－9074 

URL:  http://ojta.web.fc2.com/ 

                          E-mail: dgcyn869@ybb.ne.jp 

           受講申込みは、次の連絡先にお願いします。  

            FAX : 045-845-9550 

                 E-mail: moani-ito@jcom.home.ne.jp 

  

 

 

 



 

平成 31年度  臭気判定士試験受験のための講習会受講申込書 

 

申込年月日 平成 31 年   月   日 

臭気判定士会・臭気判定士試験研究会 行 

臭気判定士試験講習会の受講申し込みをいたします。 

１．受講者記述欄 

フリガナ  性 別 

氏名    男・女 

受講希望 

開催名称 

希望開催名称に ☑ してください。 

□ 第 1回 東京       □ 第 1回 大阪 

□ 第２回 東京       □ 第２回 大阪 

□ 第３回 東京       □ 第３回 大阪 

□ 第４回 東京       □ 第４回 大阪 

 

連絡先 

☑してください。   勤務先 □  自宅 □ 

〒 

 

 

 

 勤務先の場合、送付先 社名 所属部署 までご記入願います。 

ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

E-mail :                       

所属機関  （必ずご記入ください）（情報漏洩はないように厳守いたします） 

機関名  

部 署  

 

受講料振込み済み（又は予定）金融機関名 （□に  印を入れる）   

□ みずほ銀行 本郷支店 

    □ ゆうちょ銀行 

 

申込書  ファックス送付先 045－845－9550 

E-mail   moani-ito@jcom.home.ne.jp 



○ 個人講習、グループ講習の概要 

開催場所、期間、回数、講習のレベルなどご要望のケースにより条件が異なりますので、 

協議させていただきます。以下の事項を整理したうえで、ご連絡ください。 

連絡先  臭気判定士会 常任理事（事務局担当） 伊藤英武 

      携帯電話  090－1661－9074 

      Mail      moani-ito@jcom.home.ne.jp 

 

 ご提示いただきたい事項 

 ○ 開催場所（・・県・市  最寄り駅等交通手段等） 

 〇 個人かグループか グループならば何名か（3 名以上が最低基準、2 名の場合、協議） 

○ 全科目か、科目指定か その他ご要望 

〇 予定日時、時間、回数（ご要望科目や目標到達レベルによるので協議が必要） 

 〇 開催場所の設定（例えば会社会議室、民間会議室・教室等地区センター等公共施設） 

 

  以上を 協議したうえで企画書（必要経費含む）を提示いたします。    


