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尚絅大学 メールアドレス

　E-Mail:univ@shokei-gakuen.ac.jp

尚絅大学 Web ページ

　http://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学卒業式

☆学科説明　☆模擬授業　☆個別相談

☆キャンパスツアー　　☆昼食 （無料）

【問い合わせ】入試センター

TEL:096-338-8840   http://www.shokei-gakuen.ac.jp/

オープンキャンパスに参加できない文化言語学部希望者はミニオープンキャンパスへ

ミニオープンキャンパス　8/9(土)10:00 ～ 12:00

オープンキャンパス

　平成１９年度　尚絅大学・尚絅大学短期大学

部 ・ 尚絅大学短期大学部専攻科の卒業式が

３月１４日午後２時３０分から熊本県立劇場演劇

ホールで行われました。

　開式、 式歌斉唱のあと、 大学 ・ 短期大学部

の各代表に卒業証書、 専攻科代表に修了証

書、 学業成績優秀者３名に表彰状及び楯が

授与されました。

　朝からの雨も、 式終了後には上がり、 在校

生から花束を贈られ、 笑顔で式場を後にしま

した。

7/20(日) ,21 (月)10 :00 ～ 15 :00

 　厳しい就職の選考を勝ち抜いて多数の卒業生が自分の希望した進路である教職員、 公務員、

企業そして大学院へと巣立っていきました。 特に今期は難関の都市銀行などを含む金融機関へ

多数就職し、 進学でも国立大学大学院に合格しました。

・ 教職員 ： 大矢野高等学校、 天草養護学校、 阿蘇北中学校、 尚絅学園(含臨採）

・ 公務員 ： 熊本県(臨）

・ 企業 ： 郵便局会社、 みずほ銀行、 中央三井信託銀行、 宮崎銀行、 ＪＡバンクうき、 肥銀ビ

ジネス、 鶴屋、 紀伊國屋書店、 ファイブフォックス、 呉服のほそ川、 メガネトップ、 大宝堂、

ネッツトヨタ、 ＢＭＷジャパン、 富田薬品、 東横イン、 光通信、 マインドソフト、 リクルート、 ヒュー

マン、 サンカラー、 中央出版、 ひぐち、 立岩、 ＪＡ玉名、 ＪＡ鹿本、 青磁野リハビリテーショ

ン病院、 山本歯科医院、 城南プロパンガス商会、 内外旅行、 地の塩社など

・ 大学院 ： 福岡教育大学大学院

９５％を超えた今春卒業生の就職率!

  尚絅大学文化言語学部は、 第２回日本語検

定の大学部門で最優秀団体賞を頂きました。

日本語検定は、 「敬語を正しく使うことができ

る」 「四字熟語の正確な意味を理解している」

といった日本語の正しい運用能力を測定する

試験であり、 今回は全国で２万名余りが受検

しました。 また、 TOYOTA、 富士通など多く

の企業が、 この検定試験を活用し、 日本語

運用能力を高める努力をしています。

  この日本語検定には、 ４１大学が団体として

参加し、 その中で、 見事、 尚絅大学文化言

語学部は、 最優秀団体賞を取ることができ、

熊本日日新聞４月１１日の夕刊にもこの受賞が

取り上げられました。 本年度も、 再度最優秀

団体賞が頂けるよう努力を続けて参りたいと思

います。

日本語検定の大学部門で最優秀団体賞

　式後、 学部 ・ 学科に分かれ、 謝恩会 ・ 卒

業パーティーが開催され、 写真撮影をしたり、

恩師の先生方や友人達と学生生活の思い出

話に弾んだりと卒業を名残惜しんでいました。

新４年生　内定速報
　昨年の秋から自己分析や企業研究を入念に

準備し、 履歴書 ・ エントリーシートの記入のノ

ウハウ、 適正試験の対策、 模擬面接を重ね、

準備万端整えて就職活動を開始し、 今年に

入って貸切バスで福岡まで合同説明会に参

加しました。

　個別企業説明会、 書類審査、 筆記試験、

面接試験の難関を乗り越え、 ４月中旬には、

早くも内定した学生が現れました。

新４年生の主な内定企業 （４月 11 日現在）

・ 東海東京証券 （総合職）

・ 日本マクドナルド （総合職）

・ 慈恵病院 （正規職員）

・ コスモス薬品 （総合職）

・ イノス （総合職）

・イッティージャパン株式会社（サプライヤー職）

・ 福岡県子ども治療センター （総合職）

・熊本県社会保険診療報酬支払基金(医療事務)

第１回　エントリー　７月１日～８月２９日

　　　　授業体験・面談　　９月　７日（日）

ＡＯ入試
第２回　エントリー　９月９日～１０月６日

　　　　授業体験・面談　１０月１１日（土）



　3 月 24 日 （月） ～２７日 （木） の３泊４日の

日程で韓国のソウル ・ 城南市で行われた 「韓

国伝統文化体験の旅」 に、 本学の学生１０名

（文化言語学部８名、 生活科学部２名） が参

加しました。

　２４日に阿蘇くまもと空港を出発した一行は、

約１時間あまりで韓国の仁川国際空港着。

　その夜は、 近くの鐘路屋台通りで本場のキ

ムチや真っ赤な料理を食べました。 翌日は、

韓国文化の家で 「伝統楽器 （四物ノリ）」 と 「仮

面踊り」 の講習を受けましたが、 韓国の先生

から 「飲み込みが早い」 とほめられました。 貿

韓国伝統文化体験の旅
易センターのショッピングモールを見学した後、

韓国で日本語を勉強している市民たちとの食

事会に参加しました。 ３日目は、 伝統工芸で

ある 「飾り結び」 でかわいい印鑑入れを作っ

たり、 キムチ ・ チヂミ ・ 焼肉の講習も受けたり

しました。 午後、 城南市にある乙支大学で韓

国の学生 40 名と交流会を持ちました。 その

後、 ３班に分かれて市場に行って買い物した

り、 学生の家で韓国料理を作ったりしながら、

韓国の生の生活に触れることができました。

　知り合った韓国の学生とは電話やメールのや

り取りを通じて今でも交流が続いています。

図書館めぐりの旅
　今年５年目を迎える図書館ツアー。 春休み

を利用し２月 27 日～ 29 日(２泊３日)に 22 名

の学生 ・ 教員で東京の図書館を見学し、 い

ろいろな研修を受けました。 大都市での研

修としては、 これまでで最も多い参加者とな

りました。

（司書課程 ・ 司書教諭課程）

慶応義塾大学旧図書館 成蹊大学図書館 三鷹の森ジブリ美術館

　平成１９年度より新

たにスタートしたモ

ンタナ大学 （米国）

への５ヶ月間の留

学 （７月中旬～１２

月中旬） に参加し

た文化言語学部 ・ 英語コミュニケーションコー

スの学生６名が、 昨年１２月に帰国しました。

　現地では大学の寮に入り、 ルームメイトはも

ちろんアメリカ人の学生です。 最初はなかな

か上手くコミュニケーションが取れなかった学生

たちも、 おおらかなアメリカの雰囲気の中で、

フレンドリーなルームメイトたちとすぐに打ち解

けあったようです。 モンタナ大学には世界中

モンタナ大学留学第１期生６名帰国
"It was really fun!!"

からたくさんの留学生が集まっており、 本学の

６名はそうした学生たちとも親しく交わり、 文字

通り国際的な視野を身につけました。 また、 帰

国時のロサンゼルス研修旅行では、 アメリカ

の大都市の雰囲気を堪能したようです。 学生

たちの今後の活躍が楽しみです。

見学場所

慶応義塾大学三田メディアセンター、 成蹊大

学図書館、 国際子ども図書館、 国立国会図

書館、 東京都立図書館、 ジブリ美術館、 神

保町古書店めぐり

尚絅大学 メールアドレス

　E-Mail:univ@shokei-gakuen.ac.jp

尚絅大学 Web ページ

　http://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学入学式
　平成２０年度　尚絅大学 ・ 尚絅大学短期大学部合同の

入学式が、 ４月７日午前１０時３０分から、 多数の来賓、

保護者を迎え、 熊本県立劇場演劇ホールにおいて挙行

されました。

　式は、 学長式辞のあと、 文化言語学部文化言語学科

の入学生代表德山碧さんが、 さわやかに希望に燃えた

力強い宣誓を行い、 その後も、 来賓の心温まる祝辞を

いただく等、 厳かな中にも整然と進められました。

　朝からの激しい春雨も式が終る頃には上がり、 保護者

共々晴れやかに式場を後にしました。

　また、 新入生の一部については、 午後から寮生活の

第一歩となる入寮式が、 九品寺寮 ・如蘭学寮 （楡木） で

それぞれ行われました。




