以下の参考書から
必ず出題します！

第10回しんけん大分学検定

〔マスターコース〕一般問題100問のうち、80問
以上は下記参考書４冊の内容から出題します。

応募要項

〔入門コース〕100問のうち80問以上は枠で囲ん
だ参考書から出題します。

大分学検定完全対応

教ええ
えてて
てぶんぶん︻大分学︼から

第第第第第２集
第

●入門コース
受験資格：希望者は誰でも受験可（年齢不問）、大分学初級以上認定者で
も受験可
問
題：一般問題（100問）のみ、すべて３択式又は○×式 100点満点
中学生が理解できる問題
受 験 料：2,000円（18歳未満又は高校生：無料、学生1,000円）
団体受験：5人以上の団体申込の場合各500円割引
出前受験：20名以上がまとまって受験する場合、県内であれば出前受験
を３組まで実施（会場設営・会場使用料は受験者負担、受験
料は団体受験を適用）
定
員：会場は100名、オンライン受験は人数制限なし

第24回大分県民芸術文化祭参加地域文化行事
「アジアに響け 芸術の鼓動」

大分の風土を知ること、そこを起点に据えた国
際的な展開の中で、大分という地域ブランドを
どう活かせるのか、世界の中の大分の拠り所
は、まさにこの大分学を出発点としています。

しんけん

大分学検定
分

巻頭言（大分県豊の国商人塾・塾頭/東洋大学国際観光学部教授 佐々木茂）から
（一社）大分学研究会 定価（本体1,800円＋税）

特製竹トロフィー
「湯けむり」

●マスターコース
受験資格：過去の検定で大分学初級以上の認定者
問
題：一般問題（100問）及びスペシャル問題（写真・映像・ヒヤリ
ング５問）、記述式・３択式・○×式を併用、120点満点
受 験 料：3,000円（過去の検定で大分学上級認定者は無料、中級認定者
は2,000円）、18歳未満又は高校生は無料、学生は2,000円
定
員：会場は120名、オンライン受験は人数制限なし

▲「大分学事始」第1集
（大分学研究会刊）
2018年10月

（竹田市在住の竹藝家・中臣一氏製作）

知 れば もっと
大分 が好 き になる ！

「マスターコース」最高得点者に贈られる
▲「大分学事始」第2集
（大分学研究会刊）
2021年8月

大分学上級副賞

新型コロナウイルス感染防止策を徹底して実施
※今回は、新型コロナウイルス感染防止の観点からスペシャル問題のうち、飲み物
及び温泉は休止します。
※会場受験は、新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります。

「しんけん大分学検定」特製

応募期間

小鹿田焼
郷土料理本

９月１日（木）
〜10月10日（月）
（定員に達し次第締切）

▲「まるごとわかる大分県」 ▲「平成と大分」
（大分合同新聞社刊）
（明石書店刊）
2019年7月
2014年9月

協賛・協力（順不同）

大分県民芸術文化祭実行委員会
応募方法
●入門コース
大分学検定WEBサイトから申込※オンライン及び団体受験はインターネットのみ
受検案内に記載の検定申込書に必要事項を記入し、FAX・持参・郵送で申込
出前受験は、直接事務局に電話・メール・FAXで別途申込
⇨会場や運営体制を確認の上決定（3会場まで）
●マスターコース
大分学検定WEBサイトから申込※オンライン受験はインターネットのみ
受検案内に記載の検定申込書に必要事項を記入し、FAX・持参・郵送で申込
受験資格の可否は問い合わせ可
◆インターネット：しんけん大分学検定ホームページ 大分学検定
の受検申込専用フォームによりお申し込みください。
◆Ｆ Ａ Ｘ：裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、097-538-9724までFAX
してください。
◆郵 送：裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、事務局まで郵送してくだ
さい。

※オンライン受験及び団体申込は、インターネットの専用フォームによる
お申し込みに限ります。

検定料
お申込み受付後、検定料のお支払方法・期日等をご案内します。

皆さん、
頑張ってね！

大分市1％応援事業

株式会社

まるひで
株式会社 山英食品

有限会社 ペットフレンドおおいた

JA全農おおいた

大分県漁業協同組合

㈱文化財保存活用研究所・ホテル日航大分オアシスタワー・JRおおいたシティ
ポートラインサービス㈲・由布院玉の湯・㈲丸二水産・宮田ファミリーぶどう園
㈱トキハインダストリー・うみたまご・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市
臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市
由布市・国東市・姫島村・日出町・九重町・玖珠町

しんけん大分学検定
イメージキャラクター

けんけん

後 援 （申請中を含む）

大分県・大分県教育委員会・
（公社）ツーリズムおおいた・大分県内各市町村・同教育委員会・同観光協会・
大分県商工会議所連合会・大分県商工会連合会・大分経済同友会・NHK大分放送局・OBS大分放送・
TOSテレビ大分・OAB大分朝日放送・朝日新聞大分総局・読売新聞西部本社・毎日新聞大分支局・西日本新聞社・
エフエム大分・シティ情報おおいた／セーノ!・NPO法人大分県芸振・大分県民芸術文化祭実行委員会
主

催

10周年を記念して「入門コース」と
「マスターコース」に分けて開催
日時

受験開始：13：30（受験方法・種別に関わらずすべて同じ）

一般社団法人 大分学研究会・大分合同新聞社
しんけん大分学検定HP

詳しくはwebで 大分学検定

でも紹介

検定に関するお問い合わせ
一般社団法人 大分学研究会 ☎ 097-538-9731

Ｅmail

oitagakukentei@gmail.com

11月3日（木／文化の日）

2022年

・入 門 コ ー ス 会場及び出前受験は50分、オンラインは45分
・マスターコース
会
場：一般問題60分、スペシャル問題（5問）は各2分
オンライン：一般問題50分、スペシャル問題（5問）は各2分

会場

・オンライン受験
・会場受験（受付開始：12：00）

新型コロナ
対策のため
オンライン受験
を実施します。

入 門 コ ー ス：コンパルホール多目的ホール及び出前会場
マスターコース：コンパルホール（300会議室・304会議室・305会議室）

第10回 しんけん大分学検定

あなたはどれぐらい
大分県のことを知っていますか？
「大分の二度泣き」とも言われる大分県は、各地に多彩な魅力があふれています。
それらを多面的に深く知ることで、地域に対する誇りや自信が生まれます。あなた
も大分のことをもっと知りたいと思いませんか？

〜〔マスターコース〕は見たり聞いたりするスペシャル問題あり〜

社会系

自然系

2022年

◎トップ賞：最高得点者1名

申込方法

表彰状
JA全農おおいた賞：大分県産米「つや姫」5㎏
◎小中学生トップ賞：小中学生の最高得点者1名

しんけん大分学検定のホームページより

大分県教育長賞（表彰状）

インター お申し込みください。
ネット http://oitagakukentei.com

豊後高田市長賞「昭和の町駄菓子セット」

検定問題は３系列８分野から出題！
人文系

９月１日㈭受付開始

表彰
【入門コース】

方言、歴史、文化、食
地域・産業、スポーツ・芸能
自然・環境、温泉

◎高校生トップ賞：高校生の最高得点者1名
大分県教育長賞（表彰状）

オンライン受験はインターネットによるお申し込みに
限ります。
事前にオンライン環境をテストします。

うみたまご賞（うみたまご年間パスポート）
◎団体賞：団体受検のうち、平均得点が最高の1団体
表彰状
姫島村長賞：「姫島ひじき」5袋

FAX

◎特別賞
中津市長賞「中津の偉人マンガ本セット」：小中学生の成績上位3名
たかもん賞「たかもんグッズ」：小中学生成績上位3名

097-538-9724

下記の申込用紙にご記入の上、送信してください。

竹田市長賞「竹田温泉花水月入浴券２枚セット」：高校生の成績上位5名
九重町長賞「九重町内指定施設温泉入浴券」：成績上位5名
寿司トラ賞

豊後水道利休（りゅうきゅう）セット：成績上位4名

郵送

大分合同新聞社賞『平成と大分』：成績上位5名

【マスターコース】

ご案内

大分学検定

申込用紙にご記入の上、切り取って下記にお送りください。
はがきの場合は、貼って送ってください。
〒870-0021 大分市府内町3-8-11
一般社団法人 大分学研究会「しんけん大分学検定」係

◎大分県知事賞：最高得点者に賞状及び竹製トロフィー（1年間貸与、同点の場合は持ち回り）

認定

◎大分市長賞：大分市在住の最高得点者１名（同点の場合は抽選）に、賞状及び記念楯
◎別府市長賞：別府市在住の最高得点者１名（同点の場合は抽選）に、賞状及び記念楯

［入門コース：100点満点］
60点以上で「大分学初級」に認定します。次回検定から「マスターコース」受験可。

分の魅力体験セット（由布院玉の湯 自家製品詰合せ・佐伯市蒲江 磯物詰合せ

［マスターコース：120点満点］
60点以上で、下記のとおり点数により初級初段から上級名人まで認定します。
上級・中級・初級認定者には認定書、上級認定者には副賞として「しんけん大分学検定」特製小鹿

◎特別賞：成績順に協賛企業・団体・市町村から以下のいずれかを贈呈（同点の場合は抽選）
ホテル日航大分オアシスタワー賞 ペア宿泊券（モデレートツインルーム 朝食なし）1名

呈します。

大分県漁協賞 カボスブリしゃぶしゃぶセット 2名
中津市長賞 「ひがた美人牡蠣」15個セット 3名

大分学上級名人 110点
以上

大分学中級特待生５段 100〜109点
90〜99点
80〜89点
70〜79点
60〜69点

日田市長賞

天領日田調味料セット 1名

大分学名人９段・師範代

佐伯市長賞

黒潮の極 佐伯寿司海道 お食事券（１０，
０００円分） １名

（上級５回）
（上級4回）

大分学名人８段・師範代
（上級３回）

大分学名人７段
（上級２回）

大分学名人６段
（上級１回）

60点未満
※大分学永世名人・師範になれば問題作成を委嘱します。

参加賞

臼杵市長賞 ほっとさんグッズセット １名
津久見市長賞 うみたま体験パーク「つくみイルカ島」ファミリー券
竹田市長賞

菜の花・ひまわりオイルセット １名

杵築市長賞 きものレンタル＆着付けペア招待券 ３名
宇佐市長賞

The USA Box DX １名

豊後大野市長賞

豊後大野市ブランド認証品セット １名

由布市長賞

由布市特産品詰め合わせ

国東市長賞

国東の地酒・地焼酎セット 1名

1名

「マスターコース」会場受験者（出前会場は除く）全員に「つぶらなカボス」
「つぶらなユズ」を進呈

姫島村長賞

車エビ真空パック １名

（JA全農おおいた提供）

日出町長賞

ハーモニーランドペアパスポートチケット及びひじん水1ケース 1名

表彰及び検定結果の通知
上級認定者及び成績上位者（団体）は、
２０22年11月下旬に認定書及び副賞並びに特別賞・団体
賞を贈呈し、氏名（又はニックネーム）
・住所（市町村名）
・年齢・成績を報道機関に情報提供するほ
か大分学検定WEBサイトで公表します。
また、受検者全員に、個人ごとの成績をお知らせします。
※個人情報の取り扱いにつきましては、上記による公表の他は、検定の実施に伴う連絡以外には
使用しません。

※

1名

長湯温泉療養文化館「御前湯」温泉入浴回数券12枚綴り 1名

豊後高田市長賞

受験区分

※

大分学永世名人・師範

キリトリ

大分学初級２段
大分学初級初段

※

JRおおいたシティ賞 アミュプラザおおいたショッピングチケット3,000円分 １名

［マスターコース］認定基準

大分学初級３段

申込用紙

宇佐市安心院 王様のぶどうジュース）

田焼皿1枚及び『子供たちへ伝える料理』
（定価5,000円、㈱トキハインダストリー発行・提供）を贈

大分学中級特待生４段

キリトリ

◎辻野功記念賞：スペシャル問題の最高得点者１名（同点の場合は一般問題の上位者）に、大

入門コース・マスターコース（第

回

級認定）

※不明の際はお問い合せ下さい。
フリガナ

氏

名

年

齢

住

所

※

※

第10回しんけん大分学検定に申し込みます。
※は、必須項目です。必ずご記入をお願いします。

歳
（2022年11月3日時点の年齢）

〒

中学生・高校生・学生

─

TEL

日中連絡可能な番号
できれば携帯

FAX

九重町長賞 九重町内指定施設温泉入浴券 5名

Email

玖珠町長賞 道の駅「童話の里くす」お買物券 1名
（注）
２０歳未満の方はアルコールを含む特別賞は選択できません。

・
職業（任意）

※中学生・高校生・学生の場合は必ず学校名をご記入下さい。

または学校名※
※

氏名の公表

可 ・

ニックネーム
での公表可

ニックネーム（

いずれかに○をしてください。

・ 不可
）

