
募集要項 2023

受験生のみなさまへ

１．こども教育学部こども教育学科（仮称）（設置認可申請中）
　　 の募集要項につきましては、設置認可後に別途発行を予定して

います。

２． 全ての入試区分についてWeb 出願が可能です。Web 出願は、
本募集要項（冊子）による出願とは提出書類・手順が異なりま
すのでご注意ください。

　　 Web 出願用所定用紙（推薦書等）は本学HPにてダウンロード
が可能です。

　　https://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/nyushi
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●現代文化学部文化コミュニケーション学科の
　入学者受入方針 （アドミッション・ポリシー）
　尚絅大学は、尚絅学園の建学の精神及び大学の理念を理解し尊
重する学生を求めます。
　現代文化学部は、高度な日本語運用能力、多様な文化と社会に
関する知識を身に付けた上で、高度情報化とグローバル化が進行
する日本社会に貢献できる人材を育成することを目指し、次のよ
うな学生を求めています。
⑴ 日本の表現文化に興味がある人
⑵ 現代的な情報技術に基づいたメディアコミュニケーションに
興味がある人

⑶ 国際交流や、国内外の様々な地域文化に関心がある人
⑷ 観光を通じて、地域社会や地域文化の発展に貢献したい人

　入学を希望する人には、高等学校等において、国語・英語を中
心とした基礎学力（知識・思考力・判断力・表現力）を習得し、
高等学校等における活動などを通じて主体的かつ協働して物事に
取り組む力を身につけていることを望みます。これらに関する能
力は、入学後の講義、演習等において、問題解決力およびアク
ティブ・ラーニングにおいて様々な課題を教員・他の学生と協働
して探求・解決する力を本格的に育成するために必要となります。
　入学者の選抜方法として、一般選抜、大学入学共通テスト利用
型選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、編入学選抜、社会人選抜
及び外国人留学生選抜を採用し、上記のような能力・意欲・適性
等を多面的・総合的に評価します。
・一般選抜では、国語、英語の記述式試験、調査書及び面接にお
いて知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様
な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
　なお、英語について、4技能を測る外部検定試験を利用する場
合は、記述式試験の得点と比較し、高得点の方を採用します。
・一般選抜（総合問題）では、小論文を含む総合的な記述式試験
及び調査書において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び
主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し
選抜します。
・大学入学共通テスト利用型選抜では、国語、外国語の記述式試験
及び調査書において知識・技能、思考力・判断力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・学校推薦型選抜では、小論文、調査書、推薦書及び面接におい
て知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・総合型選抜では、体験授業、面接、自己申告書等及び調査書に
おいて知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多
様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・総合型選抜（自己推薦型）では、自己推薦書、面接及び調査書
等において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・編入学選抜では、小論文及び面接において知識・技能、思考
力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ
態度等を総合的に評価し選抜します。
・社会人選抜では、２年以上の社会人経験を有する方を対象に、
小論文及び面接において知識・技能、思考力・判断力・表現力
及び基礎学力と共に社会人としての経験や実績に基づき多様な
人々と主体的に協働して学ぶ力を総合的に評価し選抜します。
・外国人留学生選抜では、作文及び面接において基礎的な日本語
能力及び日本で学習する意欲等を総合的に評価します。

●生活科学部栄養科学科の入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）

　尚絅大学は、尚絅学園の建学の精神及び大学の理念を理解し尊
重する学生を求めます。
　生活科学部は、健康の保持・増進や疾病の予防・治療を目的に
した栄養指導、医療・福祉・教育分野での栄養管理、食育、食品
の研究・開発などに強い関心を持ち、食・栄養の専門家としての
高度な知識・技能の修得と、管理栄養士の国家資格取得を目指し
て努力し、優れた見識・国際感覚・豊かな人間性を身につけたい
という意欲が強い学生を求めます。
　具体的には、次のような意欲にあふれた人を求めます。
⑴ 管理栄養士養成カリキュラムの履修に必要な基礎学力を持ち、
主体的に勉学を遂行できる人

⑵ 管理栄養士として社会に貢献しようと考えている人

⑶ 食と健康に関する現代的テーマに、強い探究心をもって取り
組もうと考えている人

⑷ 生物学・化学などの生命科学に興味があり、専門的な真理を
探究する意欲を持つ人

⑸ 他の専門職との連携やチームワークに必要な協調性を持つ人

　入学を希望する人には、高等学校等において、生物、化学、物
理、数学など、生命科学を学ぶための基礎知識や思考力・判断力
を習得し、主体的に他者とのコミュニケーションを円滑に行うた
めに国語や英語の基礎学力を身につけていることを望みます。こ
れらに関する能力は、入学後の講義、実験・実習・演習等におい
て、他の学生と協働して様々な課題を探求・解決する能力を育成
するために必要となります。
　入学者の選抜方法として、一般選抜、大学入学共通テスト利用
型選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、編入学選抜及び社会人選
抜を採用し、上記のような能力・意欲・適性等を多面的・総合的
に評価します。
・一般選抜では、国語、英語、生物基礎、化学基礎から２科目の
記述式試験及び調査書において知識・技能、思考力・判断力・
表現力及び主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合
的に評価し選抜します。

・一般選抜（総合問題）では、小論文を含む総合的な記述式試験
及び調査書において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び
主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し
選抜します。

・大学入学共通テスト利用型選抜では、国語、外国語、数学、理
科からの選択及び調査書において知識・技能、思考力・判断力
及び主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評
価し選抜します。

・学校推薦型選抜では、口頭試問、調査書及び推薦書において一
般教養、生物基礎及び化学基礎の分野から知識・技能、思考
力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ
態度等を総合的に評価し選抜します。

・総合型選抜では、口頭試問、調査書及び自己申告書等において
知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・総合型選抜（自己推薦型）では、自己推薦書、口頭試問及び調査書
等において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・編入学選抜では、学力試験及び面接において、栄養士養成専門
教育に関する分野から、知識・技能、思考力・判断力・表現力
及び主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評
価し選抜します。

・社会人選抜では、２年以上の社会人経験を有する方を対象に、
小論文及び口頭試問において思考力・判断力・表現力及び基礎
学力・技能と共に社会人としての経験と実績に基づき主体的か
つ多様な人々と協働して学ぶ態度を総合的に評価し選抜します。

●短期大学部総合生活学科の入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）

　尚絅大学短期大学部は、尚絅学園の建学の精神・教育理念及び
大学の理念を理解し尊重する学生を求めます。
　総合生活学科は、質の高い家庭・社会生活の創造に関心を持ち、
地域社会で活躍したい次のような学生を求めます。
⑴ 情報・福祉・衣食住に関連した専門的知識・実践的技能を主
体的に身につけ、実生活に活かす意欲がある人

⑵ 現代社会の諸問題に対して、自らの倫理観・職業観を踏まえ
て適切に意見を表現しようとする人

⑶ 多様な立場の人々とコミュニケーションをとりながら理解・
協力し合い、地域社会に貢献できる人

　入学を希望する人には、高等学校等において基礎学力を習得し、
多様な活動を通じて豊かな表現力を身につけていることを望みま
す。これらに関する能力は、入学後の講義、演習、実習等を通じ
て、様々な分野で主体的に協働できる能力を身につけるために必
要となります。
　入学者の選抜方法として、一般選抜、大学入学共通テスト利用
型選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、社会人選抜及び外国人留
学生選抜を採用し、上記のような能力・意欲・適性等を多面的・
総合的に評価します。
・一般選抜では、国語、英語、生物基礎、化学基礎、食品製造か

アドミッション・ポリシー
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ら２教科２科目の記述式試験及び調査書において知識・技能、
思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な人々と協働して
学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
　なお、英語について、４技能を測る外部検定試験を利用する場
合は、記述式試験を受験又は免除できる選択制とします。また、
記述式試験を受験する場合は、外部検定試験の得点と比較し、
高得点の方を採用します。
・一般選抜（総合問題）では、小論文を含む総合的な記述式試験
及び調査書において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び
主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し
選抜します。
・大学入学共通テスト利用型選抜では、２教科２科目及び調査書
において知識・技能、思考力・判断力及び主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・学校推薦型選抜では、小論文、調査書、推薦書及び面接におい
て知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・総合型選抜では、体験授業、面接、自己申告書等及び調査書に
おいて知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多
様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・総合型選抜（自己推薦型）では、自己推薦書、面接及び調査書
等において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・社会人選抜では、社会人経験を２年以上有している方を対象に
して、小論文及び面接において社会人としての実績や経験に基
づく知識・技能、思考力・判断力・表現力や主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
・外国人留学生選抜では、作文及び面接において基礎的な日本語
能力及び日本で学習する意欲等を総合的に評価します。

●短期大学部食物栄養学科の入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）

　尚絅大学短期大学部は、尚絅学園の建学の精神・教育理念及び
大学の理念を理解し尊重する学生を求めます。
　食物栄養学科は、高い倫理観に加えて高度な知識と技術を身に
つけ、実践力を有する栄養士として健康を食の面から支え社会に
役立ちたいと思っている次のような学生を求めます。
⑴ 高等学校卒業程度の基礎学力を有している人
⑵ 人の健康づくりに興味があり、基本から主体的かつ体系的に
学んで栄養士になりたいと思う人

⑶ 次世代を担う成長期の子どもを対象に食育の推進に貢献した
い人

⑷ 疾病の予防と治療のための食事療法について学び、その知識・
技術や課題解決のための思考力・判断力を社会で生かして活
躍したいと考えている人

⑸ 高齢者をはじめとする福祉の分野で食を通して生活の質の向
上を支援したい人

⑹ 食物・栄養・健康に関する幅広い知識・技術や課題解決のた
めの思考力・判断力を家庭や地域社会の健康管理に役立てた
いと思う人

　入学を希望する人には、高等学校等において、栄養学の基礎と
なる生物学や化学などの理数系科目の基礎知識と思考力を習得し、
また、他者とのコミュニケーションを円滑に行うための能力を身
につけていることを望みます。これらの学力・能力は、入学後の
授業等において専門性の高い問題に対する自己解決力の基礎とな
ることは勿論、他の学生と協働して様々な課題を探求・解決する
ための能力を育成するためにも必要となります。
　入学者の選抜方法として、一般選抜、大学入学共通テスト利用
型選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、社会人選抜及び外国人留
学生選抜を採用し、上記のような能力・意欲・適性等を多面的・
総合的に評価します。
・一般選抜では、国語、英語、生物基礎、化学基礎、食品製造か
ら２教科２科目の記述式試験及び調査書において知識・技能、
思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な人々と協働して
学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。
　なお、英語について、４技能を測る外部検定試験を利用する場
合は、記述式試験を受験又は免除できる選択制とします。また、
記述式試験を受験する場合は、外部検定試験の得点と比較し、
高得点の方を採用します。
・一般選抜（総合問題）では、小論文を含む総合的な記述式試験
及び調査書において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び
主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し
選抜します。
・大学入学共通テスト利用型選抜では、国語、英語、理科、数学

から２教科２科目及び調査書において知識・技能、思考力・判
断力及び主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的
に評価し選抜します。

・学校推薦型選抜では、小論文、調査書、推薦書及び面接におい
て知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・総合型選抜では、体験授業、面接、自己申告書等及び調査書に
おいて知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ多
様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・総合型選抜（自己推薦型）では、自己推薦書、面接及び調査書
等において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・社会人選抜では、社会人経験を２年以上有している方を対象に
して、小論文及び面接において社会人としての実績や経験に基
づく知識・技能、思考力・判断力・表現力や主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・外国人留学生選抜では、作文及び面接において基礎的な日本語
能力及び日本で学習する意欲等を総合的に評価します。

●短期大学部幼児教育学科の入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）

　尚絅大学短期大学部は、尚絅学園の建学の精神・教育理念及び
大学の理念を理解し尊重する学生を求めます。
　幼児教育学科は、子どもに寄り添い、子どもの成長、発達を豊
かに育むことのできる確かな知識と実践力を有する保育者の育成
を目ざしています。そのために子どもの世界に関心と意欲を持つ
次のような学生を求めます。
⑴ 子どもの世界（こころ、生活、遊び、健康等）に関心を持ち、
そのための理論と技量を身につけたいと考える人

⑵ 子どもの権利や福祉に関心を持つ人
⑶ 保育職（幼稚園教諭、保育士、保育教諭、施設保育士）に就
き、地域社会に貢献したいと考える人

⑷ 保育に必要な自己表現やコミュニケーションの能力を身につ
けたいと考える人

　入学を希望する人には、高等学校等において集団的な活動、社
会的な活動を通じた主体性・協働性や、コミュニケーション力の
基礎を身につけていることを望みます。これらに関する能力は、
入学後の講義、演習、実習等において、様々な世代や環境におい
て、他者と協働できる能力を育成するために必要となります。
　入学者の選抜方法として、一般選抜、大学入学共通テスト利用
型選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、社会人選抜及び外国人留
学生選抜を採用し、上記のような能力・意欲・適性等を多面的・
総合的に評価します。
・一般選抜では、国語、英語の２教科２科目の記述式試験及び調査
書において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

　なお、英語について、４技能を測る外部検定試験を利用する場
合は、記述式試験を受験又は免除できる選択制とします。また、
記述式試験を受験する場合は、外部検定試験の得点と比較し、
高得点の方を採用します。

・一般選抜（総合問題）では、小論文を含む総合的な記述式試験
及び調査書において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び
主体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し
選抜します。

・大学入学共通テスト利用型選抜では、国語と国語以外の１教科
１科目及び調査書において知識・技能、思考力・判断力及び主
体的かつ多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選
抜します。

・学校推薦型選抜では、小論文、調査書、推薦書及び面接におい
て知識・技能、思考力・判断力・表現力、知識・技能と共に主
体的かつ多様な人々と協働して学ぶ能力等を総合的に評価し選
抜します。

・総合型選抜では、体験授業、面接、自己申告書等及び調査書に
おいて知識・技能、思考力・判断力・表現力や主体的かつ多様
な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・総合型選抜（自己推薦型）では、自己推薦書、面接及び調査書
等において知識・技能、思考力・判断力・表現力及び主体的かつ
多様な人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・社会人選抜では、社会人経験を２年以上有している方を対象に
して、小論文及び面接において社会人としての実績や経験に基
づく知識・技能、思考力・判断力・表現力や主体的かつ多様な
人々と協働して学ぶ態度等を総合的に評価し選抜します。

・外国人留学生選抜では、作文及び面接において基礎的な日本語
能力及び日本で学習する意欲等を総合的に評価します。
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※試験会場
　　九品寺キャンパス：現代文化学部、　生活科学部、短期大学部 総合生活学科・食物栄養学科
　　武蔵ヶ丘キャンパス：短期大学部 幼児教育学科
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全ての入試
（ただし、第１回・第２回・第３回総合型選抜の
幼児教育学科は武蔵ヶ丘キャンパスとなります）

第１回・第２回・第３回総合型選抜
幼児教育学科のみ

【本学試験会場】①

【本学試験会場】②

【福岡市試験会場】
学校推薦型選抜・第１回一般選抜（全学科）　
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鹿児島中央駅
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鹿児島中央駅前

24

ホテルタイセイアネックス

21

【宮崎市試験会場】
学校推薦型選抜・第１回 一般選抜（全学科）

【鹿児島市試験会場】
学校推薦型選抜・第１回 一般選抜（全学科）

※入試及び試験会場に関する問い合わせは本学入試センターに直接お問い合わせください。☎096ｰ273ｰ6300（直通）
九品寺キャンパス以外の試験会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

ホテルタイセイアネックス

鹿児島市中央町4-32

徒歩3分
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◆出願用所定用紙（綴込）
第１回・第２回総合型選抜
（現代文化学部・生活科学部／短期大学部 総合生活学科・食物栄養学科）
　自己申告書①　（現代文化学部・生活科学部・短期大学部 総合生活学科・食物栄養学科）
　活動記録書②　（現代文化学部・生活科学部）
　志望動機③　　（現代文化学部・生活科学部）　
　志望動機・活動記録書④　（短期大学部 総合生活学科・食物栄養学科）
　
総合型選抜 短期大学部 幼児教育学科自己申告書・自己推薦書２枚　⑤－１・⑤－２
（第１回・第２回自己申告書・第３回自己推薦書共通）

第３回総合型選抜（自己推薦型）自己推薦書　⑥
（現代文化学部・生活科学部／短期大学部 総合生活学科・食物栄養学科）

学校推薦型選抜用推薦書

入学検定料振込用紙（計１枚）
入学志願票（大学用１枚・短期大学部用１枚）
出願書類提出用宛名用紙（角２封筒貼付用）
受験票等送付用宛名ラベル



https://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/nyushi

募集要項 2023

受験生のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、入試選抜の
方法が変更となる場合があります。
変更の際は本学ホームページ等を通じ、周知いたします。
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