
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。

　学園は、創立130周年を迎え、記念シンポジウ
ムを計画され「基調講演」「パネルディスカッショ
ン」が行われました。花桜会では同じ5月13日(日)
にホームカミングデイを計画し、同窓生からご寄
付頂いたお茶道具の展示、茶席を設けて皆様を
お迎えいたしました。また「卒業10年・20年記念
同窓茶話会」も計画、卒業生は久しぶりに会った
先生や友達と話が弾んでいました。
　1899年に同窓会が設立され、来年度は120周
年を迎えます。「記念同窓会」を計画致しますので
是非ご出席ください。お待ちいたしております。

　2018年は私たち大学同窓会にとりましても
とても記念すべき年でした。尚絅学園の創立
130周年のお祝いにも参加させていただき、合
わせて大学創立43年、同窓会創立39周年を迎
えました。2019年には同窓会創立40周年を迎
えます。40周年の記念行事として大同窓会を
開催いたします。合わせて、4回卒の華甲のお祝
いの会を行います。昭和57年卒業の皆さま万
障繰り合わせ頂きご参加下さい。3000名を超
える卒業生の皆さまに声をかけていきます。

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31（2019）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

「尚絅学園創立130周年記念募金」～教育・研究の施設、設備充実のための募金～の報告とお願い
　創立１３０周年を機に、平成３０年４月より本学園の教育・研究の施設、設備充実を図るため寄附金募集活動を行っています。皆様
より、ご寄附いただいた寄附金は本寄附金募集の趣旨に則り活用させていただきます。
　ここに、平成３０年４月から平成３０年１０月末日までの寄附の応募状況及び、寄附者ご芳名を掲載いたします。
　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
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　今年で同窓会創立65周年を迎えます。尚絅
学園130周年記念行事が5月13日に開催されま
したので同時に学内ホールでの同窓会総会、講義
室でのホームカミングデイも懐かしい思い出を
語り合いました。10月15日には世界遺産の天草
の教会を訪れ、恒例の俳句作りも秋の車窓から
名作揃いでした。三科合同で和気藹藹と楽しく、
チームワーク良く、行事を遂行できました事、感謝
申し上げます。今後も会員の皆様のご協力とご
参加をお待ちしています。

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31年01月09日（水） ～ 1月15日（火）

平成31年02月01日（金） ～ 2月06日（水）

選考日

0１月23日（水）

02月13日（水）

合格発表

01月28日（月）

02月18日（月）

入学手続締切

03月14日（木）

02月04日（月）

02月25日（月）
及び

03月14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30年12月05日（水） ～
 平成31年1月08日（火）

選考日

0１月13日（日）

合格発表

01月15日（火）

入学手続締切

01月25日（金）

第
3
回

特待生（専願）

専願生
平成31年01月16日（水） ～ 2月22日（金） 02月24日（日） 02月26日（火） 03月01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＠公式アカウント
入試情報やオープンキャンパス、学園祭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。
尚絅での学生生活をもっと身近に感じてもらえるよう、尚絅のイベントや授業の様子をタイムラインから
「キャンパスレポート」で配信しています。ぜひ友だち登録をしてください。

平成31年01月08日（火） ～ 1月25日（金） 02月02日（土） 02月12日（火） 02月22日（金）

平成31年02月12日（火） ～ 2月25日（月） 03月04日（月） 03月11日（月） 03月22日（金）

平成31年01月08日（火） ～ 1月25日（金） 個別試験は課さない 02月12日（火） 02月22日（金）

平成31年02月12日（火） ～ 2月25日（月） 個別試験は課さない 03月11日（月） 03月22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31年03月01日（金） ～ 3月08日（金） 03月12日（火） 03月15日（金） 03月22日（金）

平成31年01月08日（火） ～ 1月25日（金） 個別試験は課さない 02月12日（火） 02月22日（金）

平成31年02月12日（火） ～ 2月25日（月） 個別試験は課さない 03月11日（月） 03月22日（金）

情報処理士、秘書士、上級秘書士（医療事務）、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（国家資格）、社会福祉主事（任用資格）、フードサイエンティスト
◆幼児教育学科 幼稚園教諭二種免許状、保育士資格（国家資格）、社会福祉主事（任用資格）

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31年01月08日（火） ～ 1月25日（金）

平成31年02月12日（火） ～ 2月25日（月）

選考日

02月03日（日）

03月05日（火）

合格発表

02月12日（火）

03月11日（月）

入学手続締切

02月22日（金）

03月22日（金）

自己推薦入試（総合生活学科・食物栄養学科）

【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31年03月01日（金） ～ 3月08日（金）

平成31年01月08日（火） ～ 1月25日（金）

平成31年02月12日（火） ～ 2月25日（月）

平成31年01月08日（火） ～ 1月25日（金）

平成31年02月12日（火） ～ 2月25日（月）

選考日

03月12日（火）

02月02日（土）

03月04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15日（金）

02月12日（火）

03月11日（月）

02月12日（火）

03月11日（月）

入学手続締切

03月22日（金）

02月22日（金）

03月22日（金）

02月22日（金）

03月22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

日時：2019年6月8日（土） 午前11時受付開始
場所：ザ・ニューホテル熊本（旧ニューオータニ熊本）

［お問い合わせ先］学校法人尚絅学園 学園事務局総務部経理課 寄附金担当
 〒862 - 8678 熊本市中央区九品寺2丁目6番78号 【TEL】096 -364 - 0116 【FAX】096 -363 - 6520 【E-mai l】keir i@shokei -gakuen.ac .jp

□申込及び振込方法、税制上の優遇措置について、詳しくは尚絅学園のホームページをご覧ください。

寄附者芳名録 平成30年 4月1日～平成30年10月31日現在

寄 附 金 内 訳
個人・法人・企業等
19件 / ￥5,993,502

現旧役員・教職員
3件 / ￥550,000

合計
22件 / ￥6,543,502

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）

光多制服株式会社様 株式会社イシヌキ様 有限会社アース・グリーン様 株式会社尚絅サポートセンター様

大森産業株式会社様 一冨士フードサービス株式会社様 出田電業設備株式会社様 瀧本株式会社福岡支店様

有限会社クリエート産業様 有限会社さかき印刷様 有限会社芋生工務店様 池満　淵様

志岐　千鶴子様 徳本　直子様 田代　昭子様 野村　惇子様

嶋田　博子様 伊豆　英一様 森下　ひろ子様 森　正人様

森　眞理子様 脇田　葵様

0 5 0 6

寄附者芳名録／同窓会だより 入試日程


