
 

平成平成平成平成 31313131年度福岡県農業大学校（養成科）年度福岡県農業大学校（養成科）年度福岡県農業大学校（養成科）年度福岡県農業大学校（養成科）    

学生募集学生募集学生募集学生募集    ( 
推薦入学試験推薦入学試験推薦入学試験推薦入学試験    

) 案内案内案内案内    一般入学試験一般入学試験一般入学試験一般入学試験    

ⅠⅠⅠⅠ    募集定員及び専攻コース別の学生数の基準募集定員及び専攻コース別の学生数の基準募集定員及び専攻コース別の学生数の基準募集定員及び専攻コース別の学生数の基準    

募   集 専攻コース 学生数の基準 

50人 

（推薦入学者を含む数） 

野  菜 

花  き 

果  樹 

水田経営 

畜  産 

＊総  合 

２０人 

５人 

５人 

５人 

５人 

１０人 

      ＊ 総合コースは、主として県内の高校卒業者を対象に中堅の農業技術者を養成するもので、           

一般入学試験のみで推薦入学試験はありません。 

ⅡⅡⅡⅡ    修業年限修業年限修業年限修業年限    

  ２年 

ⅢⅢⅢⅢ    受験資格受験資格受験資格受験資格    

  次の各号に該当する者が受験できます。 

１ 学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による高等学校を卒業した者、若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者（平成31年3月卒業又は修了見込みの者を含む。）、又は学校教育法施行規則の規定により、高

等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者（平成 31年 3月 31日までにこれに該当する見込みの

者を含む。）又はこれらの者と同等以上の学力を有すると知事が認めた者であること。 

２ 志操堅固、身体強健な者で次のいずれかに該当すること。 

(１) 農業に就業する意欲を有している者 

(２) 農業技術指導者を志し地域農業の振興に意欲を有している者 

ⅣⅣⅣⅣ    募集スケジュール募集スケジュール募集スケジュール募集スケジュール（（（（BBBB日程は、募集日程は、募集日程は、募集日程は、募集定員定員定員定員に達しない場合に実施）に達しない場合に実施）に達しない場合に実施）に達しない場合に実施）    

項 目 
推薦入学試験 

（総合以外の全コース） 
一般入学試験（A日程） 

全コース 
一般入学試験（B日程） 

全コース 

募集定員 50人 

願書受付 
平成30年 9月14日（金） 

～9月 28日（金） 

平成30年11月9 日（金） 

 ～11月22日（木） 

平成31年2月13日（水） 

  ～2月27日（水） 

試験日 平成30年10月19日（金） 平成30年12月 7日（金） 平成31年3月14日（木） 

合格発表 平成30年10月26日（金） 平成30年12月14日（金） 平成31年3月19日（火） 

ⅤⅤⅤⅤ    試験試験試験試験    

  試験は、推薦入学試験（総合コースを除く）及び一般入学試験（A日程・B日程）とします。   

なお、一般入学試験（B日程）は、募集定員に達しない場合に実施します。 

 ＜推薦入学試験＞＜推薦入学試験＞＜推薦入学試験＞＜推薦入学試験＞    （（（（総合コースを除く総合コースを除く総合コースを除く総合コースを除く））））    

 １ 募集定員 

   総合コースを除く定員の概ね2分の１以内。 

 ２ 推薦の要件 

(１) 高等学校を平成31年3月に卒業見込みの者にあっては、次に掲げる要件のすべてに該当すること。 

ア 本人若しくは保護者が県内居住者 

一般一般一般一般入学試験入学試験入学試験入学試験    

推薦入学試験推薦入学試験推薦入学試験推薦入学試験    



イ 学業成績が国語、数学、理科又は農業の3教科すべてが3.0以上かつ全教科の平均値が3.0以上の者で、 

人物及び健康状態が優れており、高等学校長が責任をもって推薦できる者 

ウ 福岡県農業大学校に確実に入学する意志を有する者 

エ 営農意欲がおう盛で、福岡県農業大学校卒業後、県内で就農が確実な者又は県内の農業法人への雇用就農を志

望する者 

(２) 高等学校を平成31年3月に卒業見込み以外の者にあっては、次に掲げる要件のすべてに該当すること。 

ア 本人若しくは保護者が県内居住者 

   イ 人物及び健康状態が優れており、市町村長若しくは農業協同組合長が責任を持って推薦できる者 

ウ 福岡県農業大学校に確実に入学する意志を有する者 

エ 営農意欲がおう盛で、福岡県農業大学校卒業後、県内で就農が確実な者又は県内の農業法人への雇用就農を

志望する者 

３ 試験 

期  日 時  間 方  法 場  所 

平成30年 

10月19日（金） 

9:30～10:30 
小論文 

（800字程度） 
筑紫野市大字吉木767 

福岡県農業大学校福岡県農業大学校福岡県農業大学校福岡県農業大学校    
10:45～ 面 接 

４ 受験手続 

   所定の「受験願書」に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて福岡県農業大学校に提出して下さい。受験料は 

無料です。郵送の場合は必ず簡易書留で送ってください。受付最終日の消印まで有効です。 

  (１) 高等学校を平成31年3月卒業見込みの者 

   ア 調査書（在籍する高等学校長が作成して封印したもの。）                     １部 

   イ 就農・就職計画書（所定の様式によること。）                          １部 

   ウ 推薦書（在籍する高等学校長が作成して封印したもの。様式は自由とする。）            １部 

エ 返信用封筒（縦23.5cm、横12cmの封筒に受験者のあて先を明記し、402円分の切手を貼ったもの。） ２枚                                    

  (２) 高等学校を平成31年3月卒業見込み以外の者 

   ア 調査書（出身高等学校長が作成して封印したもの。）                       １部 

   イ 就農・就職計画書（所定の様式によること。）                          １部 

   ウ 推薦書（所定の様式で住所地の市町村長又は農業協同組合長が作成して封印したもの。なお、就農予定地が住 

所地以外の場合は就農予定地の市町村長又は農業協同組合長でも可とする。）             １部 

   エ 返信用封筒（(１)のエに同じ。）                                 ２枚 

  (３) 受付期間 

    平成30年9月14日（金）～平成30年9月28日（金） 

５ 受験票の発送 

   受験票は10月上旬に発送します。 

 ６ 合格者の発表 

   平成30年10月26日（金）に直接本人に通知し、併せて合格者の受験番号を午前9時に福岡県農業大学校正面玄 

関横の掲示板に掲示します。 

７ その他 

   推薦入学試験に不合格となった者は、一般入学試験を受験することができます。この場合、受験願書、就農・就職

計画書（志望する専攻コースを変更する場合のみ）、返信用封筒の再提出が必要です。  



＜一般入学試験＞＜一般入学試験＞＜一般入学試験＞＜一般入学試験＞    

 １ 募集定員 

   50人（推薦入学の募集定員を含む） 

 ２ 試験（（（（BBBB日程は、募集定員に達しない場合に実施）日程は、募集定員に達しない場合に実施）日程は、募集定員に達しない場合に実施）日程は、募集定員に達しない場合に実施）    

期  日 時  間 科 目 等 場  所 

A日程 

平成30年 

12月７日（金） 

B日程 

平成31年 

3月14日（木） 

 9:10～10:00 国語（国語総合）      必須 

筑紫野市大字吉木767 

福岡県農業大学校福岡県農業大学校福岡県農業大学校福岡県農業大学校    

10:10～11:00 数学（数学Ⅰ）       必須 

11:10～12:00 

生物（生物基礎）、化学（化学基礎）、

農業（農業と環境）のうちいずれか１

科目を選択 

13:00～ 面接 

  注 各科目の配点は100点とし、一定の基準に満たない試験科目がある場合には、総合得点にかかわらず不合格とな 

ります。 

 ３ 受験手続 

   所定の「受験願書」に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて福岡県農業大学校に提出して下さい。受験料は 

無料です。郵送の場合は必ず簡易書留で送ってください。受付最終日の消印まで有効です。 

  (１) 調査書（出身高等学校長が作成して封印したもの。）                       １部 

  (２) 就農・就職計画書（所定の様式によること。）                          １部 

  (３) 返信用封筒（縦23.5cm、横12cmの封筒に受験者のあて先を明記し、402円分の切手を貼ったもの。） ２枚 

  (４) 受付期間A日程：平成30年11月 9日（金）～平成30年11月22日（木） 

B日程：平成31年  2月13日（水）～平成31年 2月27日（水） 

 ４ 受験票の発送 

   受験票は、A日程は12月上旬、B日程は3月上旬に発送します。 

 ５ 合格者の発表 

   A日程は、平成30年12月14日（金）、B日程は、平成31年3月19日（火）に、直接本人に通知し、併せて合

格者の受験番号を午前9時に福岡県農業大学校正面玄関横の掲示板に掲示します。 

＝その他＝＝その他＝＝その他＝＝その他＝    

●入学金等 

 １ 受験料、入学金及び授業料は無料です。 

 ２ 徴収経費は、教材費、自治会費、後援会費、食費、海外研修費（希望者のみ）、卒業ｱﾙﾊﾞﾑ代（希望者のみ）等です。 

 ３ 入寮、通学の選択ができます。入寮する場合は寮経費（寮雑費、食費）が必要です。 

※入寮生は2年間で約115万円(海外研修に参加する場合の約28万円を含む。）通学生の場合は同じ条件で約90万円。 

●免許・資格等 

 下記免許・資格取得のための研修や講習を行います。 

大型特殊自動車免許(農耕用)、危険物取扱者(乙種第 4類)、毒物劇物取扱責任者（農業用品目）、家畜(牛)人工授精師免

許(畜産コースのみ)、フォークリフト運転技能講習、小型車両系建設機械運転業務特別教育講習等 

●特典 

 １ 卒業後就職する場合、一部を除き修業年限2年の短期大学卒業者と同等の扱いが受けられます。 

 

 

 

 



＝受験願書等の問い合わせ先＝＝受験願書等の問い合わせ先＝＝受験願書等の問い合わせ先＝＝受験願書等の問い合わせ先＝    

○福岡県農業大学校教務部（HP ｱﾄﾞﾚｽhttp://fuknodai.jp） 

 〒818-0004 筑紫野市大字吉木767番地 TEL092-925-9129 FAX092-925-2411 

○福岡県農林水産部経営技術支援課後継人材育成室 

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 TEL092-643-3495 

 

＝受験願書等の請求・送付＝＝受験願書等の請求・送付＝＝受験願書等の請求・送付＝＝受験願書等の請求・送付＝    

 郵送によって受験願書等を請求する場合は、返信用封筒（縦31cm、横22cm以上の大きさであて先及び郵便番号を

明記し、140円切手を貼ったもの。）を農業大学校に送って下さい。 

 郵送による受験の申し込みは、封筒の表に「農業大学校受験」と朱書きし、必ず簡易書留で農業大学校に送って下さ

い。各入学試験願書受付最終日の消印まで受け付けます。 

 持参される受験願書の受付時間は、8時 30分から 17時 15分までです。（土曜日、日曜日、祝日は閉庁日のため受

け付けません。） 

    

・受験願書・受験願書・受験願書・受験願書等等等等は各普及指導センターでも配布します。は各普及指導センターでも配布します。は各普及指導センターでも配布します。は各普及指導センターでも配布します。    

    

普及指導センター所在地、連絡先、管轄市町村一覧表普及指導センター所在地、連絡先、管轄市町村一覧表普及指導センター所在地、連絡先、管轄市町村一覧表普及指導センター所在地、連絡先、管轄市町村一覧表    

○福岡農林事務所福岡普及指導センター 

 〒819-0371 福岡市西区大字飯氏902番１ 

    TEL 092-806-3400 

 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 

 糸島市、那珂川市 

○飯塚農林事務所飯塚普及指導センター 

 〒820-0089 飯塚市小正319番地の1 

    TEL 0948-23-4154 

 直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町 

 桂川町 

○福岡農林事務所北筑前普及指導センター 

 〒811-3219 福津市西福間4丁目2番地1号 

    TEL 0940-43-8833 

 宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町 

 須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 

○飯塚農林事務所田川普及指導センター 

 〒825-0002 田川市大字伊田2741番地の5 

    TEL 0947-42-1428 

 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町 

 福智町、赤村 

○朝倉農林事務所朝倉普及指導センター 

 〒838-0026 朝倉市柿原1110番地2 

    TEL 0946-22-2551 

 朝倉市、筑前町、東峰村 

○筑後農林事務所南筑後普及指導センター 

 〒835-0024 みやま市瀬高町下庄800番地の7 

    TEL 0944-62-4191 

 大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、大木町 

○朝倉農林事務所久留米普及指導センター 

 〒839-0827 久留米市山本町豊田1506番地19 

    TEL 0942-47-5101 

 久留米市、小郡市、うきは市、大刀洗町 

○筑後農林事務所八女普及指導センター 

 〒834-0005 八女市大島360 

    TEL 0943-23-3106 

 八女市、筑後市、広川町 

○八幡農林事務所北九州普及指導センター 

 〒807-0831 北九州市八幡西区則松3丁目7-1 

    TEL 093-601-8854 

 北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 

○行橋農林事務所京築普及指導センター 

 〒824-0005 行橋市中央1丁目2番1号 

    TEL 0930-23-4215 

 豊前市、行橋市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町 

 築上町 

 


