
同窓会だより
〈各同窓会の名簿データ整理へのご協力のお願い〉
会員組織の強化のために皆様の情報提供をお願いしたいと考えております。
下記の連絡先までご連絡をお願いいたします。

　今年度は花桜会規約に基づき役員改正があり、
7月より新体制でスタートいたしました。花桜会
会員の皆様が来校・来会しやすい魅力ある会に
していこうと思っております。
　平成25年度より開催されているホームカミング
デイも7月16日（日）に開催され、今年で5回目を
迎えました。そこで、花桜会企画として記念講演会
を計画し、熊本県立劇場館長兼理事長の姜尚中氏
を講師に迎え「懐かしい未来の熊本」と題し講演
を行いました。沢山の同窓生・地域の方が来校
され、優しい口調とユーモアのあるお話に皆さん
喜んでいただきました。

　大学同窓会の主な活動内容は、総会開催、
「華甲（還暦）を祝う会」を行っております。
今年6月17日還暦を迎えた二期生と、卒業生の
皆様とで第2回目を迎えました。
　また、平成29年11月19日、大学学園祭と共に
５回目を迎えるホームカミングデイが開催され、
九品寺、武蔵ヶ丘両キャンパスで生活科学部の学生
さんの手作りクッキーと温かいコーヒー、先生方
との交流会など大学と連携して実施いたしました。
　卒業生の皆様の同窓会活動へのご参加を心
よりお待ちしております。

尚絅学園花桜会 大学同窓会短期大学部同窓会
〈大学同窓会活動〉〈短期大学部同窓会活動〉〈尚絅学園花桜会活動〉

花桜会本部事務局
TEL・FAX.096-372-3400

尚絅大学同窓会
TEL.090-4347-9621（石原）

尚絅大学短期大学部同窓会
TEL.080-1726-6688

ホームページ開設
http://shokei-kaokai.com

花桜会

ホームページ開設
http://shokeitandaihanasakura.jp

尚絅短大花さくら

ホームページ開設
http://shokei-dosokai.com/

尚絅大学同窓会

平成30年度 入試日程のお知らせ

【問い合わせ先】尚絅高等学校　尚絅中学校　　〒862-8678　熊本市中央区九品寺2丁目6-78　TEL.096-366-0295　FAX.096-372-8341

【問い合わせ先】尚絅大学・尚絅大学短期大学部入試センター　　〒862-8678 熊本市中央区九品寺2丁目6-78　TEL.096-273-6300　FAX.096-273-6781

【125周年記念育英奨学寄附金】の報告とお願い
　本学園の育英奨学金制度の充実を図るため、寄附金募集活動を平成25年5月より行っています。皆様より、ご寄附いただいた寄附金は、
現行の制度に加え、更に新設及び改正を行い、経済的理由により修学に困難がありつつも、優れた学生・生徒に対して、これを奨励・支援して
いくための育英奨学資金として主に活用されます。
　ここに、平成29年6月から平成29年11月15日までの寄附の応募状況及び、寄附者ご芳名を掲載させて頂きます。多方面のたくさんの
方々からご寄附いただきましたことを、心より厚くお礼申し上げます。今後とも、より多くの皆様のご協力ご支援を賜り、学生・生徒のための
育英奨学資金の充実を図りたく、よろしくお願い申し上げます。

寄附者芳名録 平成２９年６月～平成２９年11月15日現在

寄 附 金 内 訳
個人・法人・企業等
７件/￥１,９００,０００

現旧役員・教職員
１件/￥１００,０００

合計
８件/￥２,０００,０００

卒 業 生・現 旧 役 員 教 職 員・個 人・法 人・企 業

ご寄附をいただきました方々のご協力に感謝し、ご芳名を掲載させていただきます。

（順不同）

（１）個人 1口5,000円（何口でも結構ですし、設定金額以外でも有難くお受けいたします。）
（２）法人・団体 １口の金額は定めておりません。

寄附金

・寄附者ご芳名の発表は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、ご寄附のお申し込みの際にあらかじめ同意された方のみを掲載しています。匿名を希望された方でご芳名
 発表の変更をご希望の場合は、学園事務局までご連絡ください。なお、申込書の掲載希望欄に□印の記入のない場合にはすべてご芳名発表とさせていただきました。
・名簿整理には慎重を期しておりますが、万一、まちがいがありました場合はご連絡ください。

　多くの卒業生と共に短大同窓会も64周年を
迎え同窓生の皆様には感謝申し上げます。
　5月の総会、毎年恒例の研修旅行では朝倉市
を訪れ、歴史を学びました。11月19日（日）の
ホームカミングデイも還暦の方々にご参加頂き、
恩師との交流もあり40年振りの再会に懐かしい
ひとときを過しました。今後とも皆様のご参加を
お待ち致します。

※なお、それぞれ税の優遇制度を設けておりますのでご利用いただけます。　※寄附金募集に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
学校法人尚絅学園学園事務局経理課（窓口平日９：００～１７：００）  〒８６２-８６７８ 熊本県熊本市中央区九品寺２丁目６-７８  
TEL．０９６-３６４-０１１６（代表）  FAX．０９６-３６３-６５２０　E-mai l :ke ir i@shoke i -gakuen .ac . jp

一般財団法人未来会 代表理事　山田 盛秋様

森 眞理子様

尚絅学園 花桜会様

光多制服株式会社様

髙田 晶子様

尚絅大学短期大学部同窓会様

森 正人様

株式会社新星電気 代表取締役　山本 盛重様

募集人員
【特進コース】  30名
【総合コース】290名

入試区分

特待生（専願・併願）

専願生

特技特待生（専願）

一般生

出願期間

平成30年01月10日（水） ～ 1月16日（火）

平成30年02月02日（金） ～ 2月07日（水）

選考日

0１月23日（火）

02月14日（水）

合格発表

01月26日（金）

02月16日（金）

入学手続締切

03月15日（木）

02月05日（月）

02月26日（月）
及び

03月15日（木）

募集人員／80名

入試区分

第
2
回

特待生（専願・併願）

専願生

一般生

出願期間

平成29年12月06日（水） ～ 1月09日（火）

選考日

0１月14日（日）

合格発表

01月16日（火）

入学手続締切

01月26日（金）

第
3
回

特待生（専願）

専願生
平成30年01月17日（水） ～ 2月23日（金） 02月25日（日） 02月27日（火） 03月02日（金）

★オープンキャンパスやオープンスクールに参加できなかった方は、個別見学していただくこともできます。
　事前に各問合せ先までお電話ください。

尚絅大学・尚絅大学短期大学部LINE＠ 開設しました
入試情報やオープンキャンパス情報など本学に関するさまざまな最新情報を
LINEでお届けします。ぜひ友だち登録をしてください。

平成30年01月09日（火） ～ 1月26日（金） 02月03日（土） 02月13日（火） 02月23日（金）

平成30年02月13日（火） ～ 2月26日（月） 03月05日（月） 03月12日（月） 03月23日（金）

平成30年01月09日（火） ～ 1月26日（金） 個別試験は課さない 02月13日（火） 02月23日（金）

平成30年02月13日（火） ～ 2月26日（月） 個別試験は課さない 03月12日（月） 03月23日（金）

《取得免許・資格》栄養士免許、管理栄養士国家試験受験資格、栄養教諭一種免許状、食品衛生監視員（任用資格）、食品衛生管理者(任用資格）

【生活科学部栄養科学科】
募集人員／70名
編入学定員／10名

入試区分

一般入試《第1回》

一般入試《第2回》

大学入試センター試験利用入試《第1回》

大学入試センター試験利用入試《第2回》

出願期間 選考日 合格発表 入学手続締切

平成30年03月01日（木） ～ 3月09日（金） 03月13日（火） 03月16日（金） 03月23日（金）

平成30年01月09日（火） ～ 1月26日（金） 個別試験は課さない 02月13日（火） 02月23日（金）

平成30年02月13日（火） ～ 2月26日（月） 個別試験は課さない 03月12日（月） 03月23日（金）

情報処理士、秘書士、上級秘書士（メディカル秘書）、社会福祉主事（任用資格）
介護職員初任者研修課程資格、レクリエーションインストラクター

《取得免許・資格》◆総合生活学科 ◆食物栄養学科 栄養士免許、社会福祉主事（任用資格）
◆幼児教育学科 幼稚園教諭二種免許状、保育士

募集人員／310名　
【総合生活学科】  80名　
【食物栄養学科】  80名　
【幼児教育学科】150名

入試区分

一般入試《第1回》

一般入試《第2回》

大学入試センター試験利用入試《第1回》

大学入試センター試験利用入試《第2回》

出願期間

平成30年01月09日（火） ～ 1月26日（金）

平成30年02月13日（火） ～ 2月26日（月）

選考日

02月04日（日）

03月06日（火）

合格発表

02月13日（火）

03月12日（月）

入学手続締切

02月23日（金）

03月23日（金）

自己推薦入試（総合生活学科のみ）

【現代文化学部
  文化コミュニケーション学科】 
募集人員／75名

入試区分

自己推薦入試

一般入試、編入学試験《第1回》

一般入試、編入学試験《第2回》

大学入試センター試験利用入試《第1回》

大学入試センター試験利用入試《第2回》

出願期間

平成30年03月01日（木） ～ 3月09日（金）

平成30年01月09日（火） ～ 1月26日（金）

平成30年02月13日（火） ～ 2月26日（月）

平成30年01月09日（火） ～ 1月26日（金）

平成30年02月13日（火） ～ 2月26日（月）

選考日

03月13日（火）

02月03日（土）

03月05日（月）

個別試験は課さない

個別試験は課さない

合格発表

03月16日（金）

02月13日（火）

03月12日（月）

02月13日（火）

03月12日（月）

入学手続締切

03月23日（金）

02月23日（金）

03月23日（金）

02月23日（金）

03月23日（金）

《取得免許・資格》司書、社会調査士、プレゼンテーション実務士、観光ビジネス実務士、日本語教師（大学認定）

ID：@shokei-univ
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寄附者芳名録／同窓会だより 入試日程


