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期日／平成30年1月10日（水）～1月14日（日）
時間／平日9：30～18：30／土・日9：30～17：15
場所／熊本県立美術館分館（展示室2、3）
　　　（熊本市中央区千葉城町2-18）

内容／文化言語学部書道コース在学生と
教員の作品約50点を展示予定。漢字各書
体及び仮名の臨書、創作、倣書や篆刻、
刻字、水墨画、漢字仮名交じり書など、
さまざまな分野の作品が展示されます。
（併催／卒業生作品展 約30名出品予定）

内容／文化言語学部書道コース在学生と
教員の作品を約15点展示予定。今年は
「奏（かなで）」をテーマに、学生一人ひと
りが言葉や形、表装で表現しています。
漢字仮名交じり書を中心に、絵の具を使用
した色彩豊かな作品もあります。

第40回 尚絅大学書道展
期日／平成30年1月16日（火）～1月31日（水）
時間／10：00～19：00（最終日は17：00まで）
場所／上通り 長崎書店内ギャラリー
　　　（熊本市中央区上通町6-23）

第12回 尚絅大学新春書展

期日／平成30年2月27日（火）～3月4日（日）
時間／10：00～19：00（最終日は17：00まで）
場所／熊本県立美術館 分館（展示室2）
　　　（熊本市中央区千葉城町2 -18）

第28回 尚美展
期日／平成30年1月23日（火）～1月28日（日）
時間／平日9：30～18：30／土・日9：30～17：15
場所／熊本県立美術館 分館（展示室3）
　　　（熊本市中央区千葉城町2 -18）

第37回 尚絅大学卒業書作展

後

塞

　熊本に早くも初霜が降りた。窓を開けるとすっと冷たい風が入り思わず身震いをしてしまうが、校舎の外から聞こえる学生の
笑い声を聞くと、ほっと温かく幸せな気持ちになる。昨年の熊本地震から1年半が過ぎ、復旧工事も後半を迎え校舎に被さって
いたシートも少なくなり、懐かしい顔を見ることができた。熊本地震で得られた教訓を胸に刻みつつ、これからもこの校舎で
学生の笑い声が絶えることのない日々が続くことを心から願う。 A.K

内容／文化言語学部書道コース4年生
15名と教員の作品を約40点展示予定。
漢字各書体及び仮名、漢字仮名交じり
書の作品が展示されます。4年間の
集大成として、大作に挑んでいます。

内容／文化言語学部文化言語学科
美術部と短期大学部幼児教育学科
美術部、その他の学生、卒業生、教
職員による油彩、水彩、写真、陶芸、
立体作品などが展示されます。

INFORMATION



高度な日本語運用力及び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む日本社会に貢献できる人材を育成します。

《設置概要》 ■名称／現代文化学部 文化コミュニケーション学科 ■修業年限／4年 ■開設時期／2018（平成30）年4月 ■入学定員／75名　
■収容定員／300名（75名×4学年） ■取得学位／学士（文学） ■設置場所／尚絅大学武蔵ヶ丘キャンパス（熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北2丁目8-1）

興味のある分野と希望する進路・学びに応じて、「情報メディア文化」
「観光文化」「日本・東アジア社会文化」「文芸文化」の4つの領域から
2つを組み合わせて、「文化」に関する専門的な能力を育成します。

チームワークを活かして、他者と協働的に
問題を解決する能力を育成します。

すべての学びの基礎となる日本語運用力と
実践的な外国語運用力を育成します。

　本学が包括連携協定を締結している菊陽町と文化言語学部が
長年連携している大津町の夏祭りに参画しました。参加者として
ではなく、祭りの運営側に関わることで、地域の課題を探究し、
地域における自分を俯瞰することを目標に行いました。武蔵ヶ丘
キャンパス近隣校区の定例会議の話し合いがきっかけとなり
行われた「虹の森地区の夏祭り」では、美術部の学生達の作品
展示や様々な出し物を披露するなどして地域住民の方々から好評
を博しました。また、今年で4回目の取り組みとなる「大津町の地蔵
祭り」では授業と連携し、東熊本青年会議所が運営する「お化け
屋敷」のサポートを行い、熊本の地域理解につながりました。

尚絅地域連携推進センター

地域住民との交流による学びの実践

　尚絅子育て研究センターでは、保育現場のみなさんとともに
共同研究を通して学び合いの場をつくっています。8月６日（日）
に行われた第17回公開シンポジウムでは、講師の今井和子先生
（子どもとことば研究会代表・元立教女学院短期大学教授）を
お迎えし、0，1，2歳児の保育をテーマに284名のみなさんと学び
合うことができました。
　また、毎月、定例で乳児保育研究会を開催しています。今年
度は、食事・睡眠・排泄・遊びの各テーマにそって実践報告をして
いただき、共同研究を行ってい
ます。メンバーのみなさんは、
この成果をすぐに保育に活かし
て実践を深めていらっしゃい
ます。今後も、保育の向上にむ
けて楽しく学び合える場を提供
し続けていきたいと思います。

尚絅子育て研究センター

保育の向上にむけた学び合いをしています！

2018年4月、文化言語学部文化言語学科から、
現代文化学部文化コミュニケーション学科へ

　昨年4月14日、16日に発生した熊本地震及び度重なる余震に伴い、本学園の施設設備に甚大な
損害が発生し、約3ヶ月にわたり被災状況調査を実施しました。その後、順次復旧工事を行って
おり、すべての復旧工事が今年度中に完了する予定です。

平成28年熊本地震に伴う本学園の復旧工事は、平成29年度中に完了予定

　平成29年10月15日（日）にＮＨＫの番組やイベントを公開
収録する「ＮＨＫ公開復興サポート明日へin熊本」が、本学
園九品寺キャンパスにて開催されました。
　当日は雨にもかかわらず、3 , 6 8 4名の方に来場いただき、
番組収録観覧等、多彩なイベントにご参加いただきました。
来場いただきました皆さまに御礼申し上げます。

「NHK公開復興サポート明日へｉｎ熊本」が本学園キャンパスで開催されました

平成30年4月より尚絅シャトルバス運行開始予定!! 料金無料

　このたびの平成28年4月14日以降に発生した地震により、数多くの皆様にご心配をいただき、お見舞と激励のお言葉並びにご支援の
お申し出を頂戴し、心より御礼申し上げます。
　熊本地震で被災した本学園の学生・生徒・園児への就学支援や、校舎等の修復といった教育・研究環境の原状回復等を目的として
開始しました『学校法人尚絅学園　熊本地震復興支援募金』に対し、数多くの皆さまから温かいご支援を賜りました。平成29年
11月15日までにお寄せいただいた支援募金についてご報告申し上げます。
　なお、今後も就学支援や復興活動費用として継続して活用させていただきたく、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

 〈支援募金 問合わせ先〉 学校法人尚絅学園 学園事務局総務部経理課（平日9:00～17:00）  
〒862-8678 熊本市中央区九品寺2丁目6-78  TEL.096 - 364 - 0116　FAX.096 - 363 - 6520　E-mail：keiri@shokei-gakuen.ac.jp

学校法人尚絅学園　熊本地震復興支援募金について

学校法人尚絅学園熊本地震復興支援募金受け入れについてのご報告

〇支援募金総額・・・・18,798,904円（47件） （平成29年11月15日現在）

尚絅食育研究センター

熊本元気塾講演会
　熊本元気塾は熊本市、熊本流通団地協同組合、公益社団法人
熊本法人会の共催で開催され、平成29年8月に尚絅食育研究
センター運営委員2名が講演を行いました。
　第一部 尚絅大学生活科学部准教授川上育代担当、演題は
「『おいしさ』を科学する～生存に欠かせぬ感覚＝味覚～」、第二部
尚絅大学短期大学部講師秋吉澄子担当、演題は「どちらを
選ぶ？～食べたいものと健康に良いもの～」でした。
　幼児期から高齢者までの食育に関する情報に熱心に耳を
傾けてくださった市民の皆様の意識の高さを感じることができ、
尚絅食育研究センター活動の励みとなりました。

　大きな災害等を体験した
熊本・兵庫・福岡と宮城の学
生ボランティアが交流し、助
け合うことで「今後の復興お
よびまちづくり」の担い手を
育てるための機会とすること
などを目的とした「みやぎ招へいプログラム」が11月2日から3日間、
東北学院大学（仙台市）をメイン会場に行われました。
　本学短期大学部総合生活学科1年の嘉耒うらんさん、松野
はるかさんの2名が参加し、「各大学活動報告」「石巻復興ワーク
ショップ」「南三陸町視察」等の交流プログラムを体験しました。

尚絅ボランティア支援センター

「みやぎ招へいプログラム」に参加しました

公開シンポジウム講演講師の今井和子先生 多くの皆様にご参加いただき大盛況でした！

毎月、乳児保育研究会を開催しています。

九品寺キャンパスは平成29年12月完了予定。武蔵ヶ丘キャンパスは平成30年3月完了予定。

●九品寺キャンパスと武蔵ヶ丘キャンパス間の往復
●両キャンパスと最寄駅の往復
●登下校の送迎（北部ルート・南部ルート）

●授業・講義での送迎
●部活動・クラブ活動での送迎
※停車する場所等は随時見直し予定です  ※乗車には一定の条件があります
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　平成2 9年 9月2 2日（金）に九品寺キャンパス、2 3日（土）に
武蔵ヶ丘キャンパスにて、全学部・全学科を対象に夏季キャリア
ガイダンスを開催しました。
　「社会人への準備支援セミナー」と題し、熊本市ビジネス体験
講座や熊本県中小企業家同友会様の講演、ストレスマネジメント
講座等を行いました。その他、企業63社の学内合同企業説明会や
ＯＧ職場説明会、模擬面接・グループディスカッション講座、マナー・
メイク講座など、学年に合わせたプログラムで学生の卒業後の理想
の進路・就職の実現をサポートしました。また、進路確定している
学生には「社会人基礎力講座」を実施
しました。
　平成28年度卒業生は全学部・学科
で就職率100%となり、今後も就職に
強い尚絅の維持に努めてまいります。

平成29年度
夏季キャリアガイダンス開催 　運動会のおけいこの合間に年中組は栗拾いをしました。栗の森に入ると、大きい栗やつやつやした

栗を見つけていました。年長組は学園内にある（旧幼稚園跡地）柿の木にたわわに実った柿をちぎりに
出かけました。運転手の先生にお願いをして、木に登ってちぎってもらいました。また今年は、初めて
畑で落花生を栽培し収穫をしました。土の中から落花生が出てくると「いっぱいくっついている」
「これは雪だるまに似ている」と、いろいろなつぶやきが聞かれました。子どもたちは根っこに落花生が
ついていることを初めて知ったようでした。園庭にある「ざくろ」の木に実が幾つかなっていました。
もぎ取り食べてみた子どもたちは、「甘酸っぱいね」「桃の味に似ている」と、友だちと会話をしながら、
味わっていました。姫りんごも赤く色づいていて、食べている子どももいました。子どもたちは木の
変化にもよく気づいています。実がなっていることを発見すると、食べられるかどうかの話題になって
いきます。園内の環境には魅力的な所がたくさんあり、いろいろな果物や、さつま芋、落花生等の
収穫を楽しんだり味覚を味わったりしています。豊かな経験ができるような環境の充実に取り組んで
参りたいと思います。

秋の収穫を楽しんでいます

　平成29年11月18日（土）、19日（日）
九品寺キャンパス、武蔵ヶ丘キャン
パスにて第65回尚絅祭を開催し
ました。今年は「C o n n e c t i n g  
Pe op l e」をテーマとして各キャン
パスで工夫を凝らしたステージ発表やバザーなど様々なイベント
を企画し、ゲストライブなど大変盛り上がりました。

第65回尚絅祭

　平成29年8月28日（月）から9月1日（金）の5日間、尚絅公開講座
を開講しました。この講座は、地域に開かれた大学をめざして学修
の機会を提供し、生涯教育の振興に貢献することを目的として本
年度で28回目の開講となります。受講者の方にも大変好評でした。

平成29年度尚絅公開講座を開講

　平成29年7月16日（日）夏らしい青空の下、本校校舎で中高の
文化祭を開催しました。昨年同様来場者約1,400名となり大盛況
となりました。午前10時から一般公開され、各クラスが工夫を
凝らし、高校1年生は遊技場、高校2年生は仕入れ販売、高校
3年生は調理や仕入れ販売などを行いました。アリーナでは
ダンスや歌などの発表も行われ、会場全体で一緒に楽しむことが
できました。また同時開催で第5回ホームカミングデイも行われ、
同窓生が多く足を運びました。

中高文化祭

火災の避難訓練の紹介をします

尚絅大学　尚絅大学短期大学部

尚絅中学校　尚絅高等学校　平成29年9月22日（金）パークドーム熊本にて、尚絅中学・
高等学校体育祭が行われました。今年は「威風堂々～誇り高く
有るために～」をテーマに、4つの団に分かれて勝利を目指した
戦いが繰り広げられました。中高生が一緒になり一人一人が
競技や応援に一生懸命に取り組み、各団、各学年で一致団結した
生き生きとした姿を見せてくれました。各学年のマスゲームの
演技もあり、特に高校3年生の扇の舞は、先輩方から受け継いで
きた伝統の舞を披露するということで緊張もあったようですが、
感動の一ページとなったようです。

体育祭

　平成29年11月11日（土）に県立劇場にて第20回尚絅コンサートを開催しました。
『本校の一人でも多くの生徒を、この晴れの舞台に立たせたい』という思いのある舞台も
今年で節目の20回目を迎えました。書道部の発表から始まり、エレクトーン、育友会・
花桜会コーラス、合唱、バレエなどが行われました。その中でも卒業生のヴァイオリン
独奏、エアロビックの披露は大変素晴らしく、美しい音色にうっとりしたり、キレのある
パフォーマンスに感動させられました。最後はギターマンドリン部と2、3年音楽選択者
によるハレルヤ合唱で幕を閉じました。様々な才能を持った在校生や卒業生が多い
ことを実感した一日となりました。

第20回尚絅コンサート

　第5回目を迎えたホームカミング
デイに同窓生約300名という多くの
方々に来校いただきました。講演会
では「懐かしい未来の熊本」と題し、
姜 尚中氏に講演頂きました。また，花桜会主催の手作り作品の
販売、喫茶コーヒー、会員の作品展示も行われました。卒業生紹介
「私は今…」の掲示物を見ながら、懐かしい思い出を振り返り、
しばしの学生気分を楽しまれたようです。同時開催として、平成
10年3月卒業生20名が「卒後20年同窓会」を九品寺大学レストラン
で行いました。久々の同窓生と恩師との再会に、時間が経つのを
忘れて語らい、再々会を誓う機会ともなったようです。

　平成29年11月19日（日）尚絅大学・尚絅大学短期大学部九品寺
キャンパス及び武蔵ヶ丘キャンパスにおいて、第５回ホームカミング
デイを開催し、同窓生、元教職員の皆様、在学生のご家族や地域の
皆様等多数ご来場いただき、盛況のうちに終了しました。
　武蔵ヶ丘キャンパスでは、尚絅大学短期大学部名誉教授長﨑
あや子先生・幼児教育学科非常勤講師北本智子先生による演奏会
（組曲「動物の謝肉祭」より等）、九品寺キャンパスでは、尚絅大学
名誉教授（元生活科学部長）上田勝先生による講演会「尚絅短大
から専攻科、そして大学まで～
想い出の37年間～」が行われ、
同窓生、市民の皆様から多くの
ご参加をいただき、好評を博し
ました。
たくさんのご来場、ありがとう
ございました。

　こども園では、火災や地震、不審者等の避難訓練を実施しています。避難訓練では毎回
いろいろな状況を想定して、どのような訓練にするか計画を立てておこなっています。
子どもたちは、訓練をおこなうなかで、ハンカチで口を押える・走らないで早歩きをする・
しゃべらない・押さない・もどらないなどを覚えています。非常ベルが鳴っても落ち着いて
行動が出来るようになってきました。先日は、大学グラウンドに避難した後、水を飲んだり、
乾パンを食べたりして災害時の過ごし方も体験しました。職員は、災害が発生した時に
備え、園児の命を守り安全に避難誘導する力を高めることや避難訓練を通して職員の
協力体制の在り方を確認し冷静に対応できるよう取り組んでいます。

上田勝先生による講演会（九品寺） 大学さくらカフェ（九品寺）

長﨑先生・北本先生による演奏（武蔵ヶ丘）

お帰りなさい、尚絅へ

SHOKEI  HOMECOMING DAY

第５回
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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


