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１２月号のトピックス
・第４８回 毎日農業記録賞

・編入学試験合格！
・平松奨学生 個別面談

・入学願書受付中

本学は、財団法人短期大
学基準協会による平成 28
年度第三者評価の結果、適
格と認定されました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・第５０回大分技能祭出場
・資格試験について
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編入学試験合格！！
愛媛大学 農学部の編入学試験が１０月２４日（日）にあり、１１月５日（木）に合格発表がありました。木田龍
児さん（大分県 大分雄城台高校出身）
、後藤愛美香さん（大分県 大分豊府高校出身）が見事合格しました。すで
に合格発表のあった大学の合格者を含めると編入学合格者は３０名（延べ２２名）となりました。おめでとうござ
います。
“入学確約書”の提出期限は大学ごとで異なります。入学を確約できる場合は期日までに必ず提出してくだ
い。
“入学確約書の提出によって進路は決定となります。
”

愛媛大学 農学部

愛媛大学 農学部

食糧生産学科

食糧生産学科

木田 龍児

後藤 愛美香

(大分雄城台高校・大分県)

(大分豊府高校・大分県)

今後の出願可能な編入学試験情報
大学名

出願期間

試験日

合格発表日

国際吉備大学 地域創生農学部

２０２１年１月２５日（月）〜２月１０日（水）

２月１８日（木）

３月１日（月）

新潟食料農業大学 食料産業学部

２０２０年１月２２日（金）までにエントリー可（残２回の試験） HP にてご確認ください

今後合格が発表される大学
大学名

出願期間

試験日

合格発表日

広島大学 生物生産学部

２０２０年１０月１６日（金）〜１０月２２日（木） １１月１４日（土） １２月 ３日（木）

愛媛大学 農学部（２年次）

２０２０年１０月２１日（月）〜１１月６日（金） １１月２２日（日） １２月 ４日（土）

香川大学 農学部

２０２０年１０月２１日（水）〜１０月３０日（金） １１月２６日（木） １２月１１日（金）

三重大学 生物資源学部

２０２０年１０月２６日（木）〜１０月３０日（木） １１月２７日（金） １２月１１日（金）

第４８回 毎日農業記録賞 地区入賞！
第４８回 毎日農業記録賞の一般部門で１年生 酒井健志さんの「衰退産業から成長産業へ」が地区入賞に選ば
れました。
『将来の目標をさらに明確にすることができました。これを糧に勉学に励んでいきたい』とコメントを
くれました。

第５０回大分技能祭に出場！
第５０回大分技能祭が１１月２３日（月・祝）に J:COM ホ
ルトホール大分にて開催されました。２年生の坪佐稀春さん
と佐土嶋こと香さんがフラワー装飾技能コンクールに出場
し、見事奨励賞を受賞しました。競技では２時間で花束１点
と『結婚のお祝い』のテーマでアレンジメント１点を制作し
ました。審査員だけでなく、来場者にも見られる中の制作で、
とても緊張していたようでした。

佐土嶋さんの作品

坪佐さんの作品

平松奨学生 個別面談の実施について
平松奨学生（貸与）に係る個別面談を１１月３０日（２年生）
、１２月２日（１年生）に実施します。面談では進路、
学業の状況について確認をいたします。また同日に、２年生には卒業後の奨学金の返還方法や編入学後の返還猶予制度
についても説明します。ご家庭で返還方法、返還額の確認をお願いします。

入学願書受付中です
令和２年１２月１７日（木）に学校推薦型選抜入試（学校推薦制２期）
、社会人入試２期が行われます。前日の１６
日まで願書を受け付けています。総合型選抜入試のエントリーは令和３年３月２２日（月）まで随時受け付けていま
す（ただし定員の約５％に達した場合は３月２２日（月）以前で受付を締め切る場合があります）
。農業や園芸、造園、
ガーデニング、フラワーアレンジメントなどに興味を持っている方の受験をお待ちしております。質問や学校見学な
どの要望がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
大分短期大学 園芸科 入試係 TEL:097-535-0201(代)

県外移動について
新型コロナウイルスの感染者の全国的な増加に伴い、感染の第３波が懸念されています。何人かの学生から県外への
移動の可否について質問を受けました。現在（１１月２６日）のところ、大分短期大学では県外への移動の規制はして
いません。引き続きマスクの着用、手指の洗浄、三密（密集・密閉・密接）の回避などの感染予防対策を徹底してくだ
さい。今後状況が変わり、対応の必要が生じた場合は３９メールでお知らせします。

☆今後の予定☆
１２月 １日 休講（大分短大入試のため）

１２月１２日 日本農業技術検定試験（大分短大にて）

１２月２３日 学友会交代式・農場祭

１２月２５日 冬期休業（1 月１１日まで）

１２月２５日 冬季対策講座（英語）

１２月２９日 短大閉庁（１月３日まで）

１月１０日 第２６１回 TOEIC 公開テスト

１月１２日 後期授業再開

１月１９日 休講（大分東明高校入試のため）

１月２０日 園芸研究発表会

１月２３日 特別講義 野田麗華園 野田淳一先生

２月 ４日 休講（大分東明高校入試のため）

資格試験について
●技能士関連

造園工事作業
フラワー装飾

受験級

実技試験日

学科試験日

２級

令和３年 ２月 ８日

令和３年２月１４日

３級

令和３年 ２月２１日

令和３年１月３１日

２級

令和３年１２月１０日

令和３年２月１４日

３級

令和３年１２月２５日

令和３年２月１１日

●英語関連
TOEIC Listening & Reading Test
申し込み期間

試験日

令和２年
第２６２回午前実施

テスト結果
公式認定証：試験日から３０日以

令和３年２月２８日

１２月２４日

令和２年

内に発送。

午前

〜１２月２８日
第２６２回午後実施

受験料

6,490 円
令和３年２月２８日

１月７日〜１月１２日

午後

＊申し込みの際に“テスト結果インターネ
ット表示”を利用するにチェックを入れた
場合は１７日後にネットで確認できる。

英検
申し込み期間
２０２０年度
第３回検定

令和２年

一次試験日
令和３年

１１月２日
〜１２月１０日

１月２４日

二次試験日

検定料

令和３年２月２１日•

準２級 6,900 円

２８日•３月１４日の

２級 7,000 円

１月２４日 （一次）

準１級 8,400 円

３月２日・９日（二次）

受験料

合格発表日

いずれか

結果公開日（web）
令和３年

●その他
申し込み期間

試験日

１級 2,620 円

＊

日本農業技術検定

令和２年
１０月１日〜１１月５日

令和２年１２月１２日

２級 3,350 円＊
３級 1,570 円＊

令和３年１月中旬

＊団体受験（学生割引）

令和２年

土壌医

１１月２日〜１２月１５日

中級バイオ技術者
認定試験

令和２年
９月１日〜１０月３１日

令和３年２月１４日

令和２年１２月２０日

令和３年
危険物取扱者試験

１月２日〜１月１２日（電子）

令和３年３月７日

１月５日〜１月１５日（書面）
秘書検定

令和３年１２月７日
〜１月１２日

令和３年２月７日

２級 6,300 円

令和３年３月２２日

３級 5,250 円

（予定）

7,000 円

令和３年１月中旬

甲種 6,600 円

令和３年３月３１日

乙種 4,600 円

（予定）

２級 4,100 円
３級 2,800 円

令和３年２月２０日

・情報提供の一環でお知らせしております。日にちなどにつきましては各団体のホームページでお確かめください。

