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　わが母校は創立130周年を迎えました。
　『創立130周年』この言葉に尚絅の歴史と重みを感じます。尚絅学園の歴史と伝統を守り、支えてこられました先輩方に尊敬の
念を抱くとともに、受け継いだバトンを次に繋いでいきたいと思います。卒業生として、学園のさらなる発展を願っております。 K.N
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表紙／ALT英語授業・高大連携（韓国語・中国語）
　尚絅高等学校では、異文化や日本文化の理解を基底に、グロー
バル化に対応できる人材を育成するため、英語に加えて中国語・
韓国語の学習にも力を入れております。総合コース１年の英語の
授業では、外国人教師２名と日本人教師1名によるティーム
ティーチングを行っており、日常的にも外国人教師と触れあう環境が
整っています。また高大連携授業の中国語・韓国語講座では、
歴史・民俗・風土を知り、より深く多角的に学ぶことができます。

期日／平成31年1月１６日（水）～１月２０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41回 尚絅大学書道展

内容／文化言語学部文化言語学科の在学生と教員の作品約30点を展示予定。
漢字各書体及び仮名の創作や臨書、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）

期日／平成31年１月１９日（土）～１月３１日（木）　
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13回 尚絅大学新春書展

内容／文化言語学部文化言語学科の在学生と教員の作品を約10点展示予定。
今年は「燎（りょう）」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。多くの方々の心に響き渡るような作品が展示されます。

期日／平成31年２月１３日（水）～２月１７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38回 尚絅大学卒業書作展

内容／文化言語学部書道コース4年生10名と教員の作品を約40点展示予定。漢
字各書体及び仮名の創作や臨書、漢字仮名交じり書、刻字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。

期日／平成31年２月２６日（火）～３月３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） （熊本市中央区千葉城町2-18）

第29回 尚美展

内容／大学美術部と短大美術部、その他学生、卒業生、教職員による油彩、水彩、
写真、陶芸、立体作品などを展示しています。

尚絅高等学校総合コースALT英語授業・高大連携（韓国語・中国語）

期日／平成31年1月１３日（日）　
時間／9：30～12：40（9：00開場）
場所／尚絅大学九品寺キャンパス 大学1号館10階ホール
　　 （熊本市中央区九品寺2丁目6 -78）

〈尚絅学園 創立130周年記念事業〉

尚絅食育推進シンポジウム
～こどもの未来を拓く保育・食育を目指して～

※上記写真は、すべて昨年開催の様子です。

内容／第１部　基調講演 9 :30～10 :45
　　　　【テーマ】食育と保育をつなぐ～こどもをまん中においた現場での実践～
　　　　【講演者】濱名　清美氏（認定こども園 武庫愛の園幼稚園園長、栄養士）

第２部　研究報告 11:00～11:30 「幼児を対象とした尚絅食育推進プロジェクト」
第３部　パネルディスカッション  11:35～12:40
　　　　「保育現場における子どもの食改善の取組みと課題」
※参加申込について詳しくはＨＰにて掲載します。

INFORMATION



～学び～

～食～

～子育て支援～

～ボランティア～

　尚絅ボランティア支援センターでは、九品寺キャンパス・武蔵ヶ丘キャン
パスにて、ボランティア登録説明会を実施しました。当日は、ボランティア
災害保険の説明・ボランティア募集を探す方法などの説明がありました。

■ボランティア登録 説明会

地域連携・社会貢献

　天草地区漁業士会と、平成３０年６月に「食育推進活動実施に関する
協定」を結びました。７月には、調理体験を通して地域の食文化への
理解を深めることを目的に郷土料理教室を開催し「魚のさばき方」や
「熊本漁師飯」を教えていただきました。

■郷土料理教室

　東海大学九州キャンパスとの包括協定に基づく連携プロジェクト
の一環として、東海大学＆尚絅大学『農食サイエンスカフェ』を開講
しました。「農」と「食」に関する専門分野から身近なテーマを選んで
わかりやすく解説する公開講座です。１０月から１２月にかけて全９回
開講されました。

■東海大学&尚絅大学
　農食サイエンスカフェ

　保育関係者や子育てに関心のある市民の皆様に向けた、保育や
子育ての質の向上を目指した学びの場として「公開シンポジウム」
（主催：尚絅子育て研究センター）と「サマーセミナー」（主催：幼児教
育学科）を毎年開催しています。
　今年も８月に同時開催し、多くの方に参加いただきました。

■公開シンポジウムと
　サマーセミナーの開催

　菊陽町と菊陽町地産地消推進協議会では、
特産であるニンジンを使ったリキュールを
現在開発しています。菊陽町との連携事業の
一環として９月に、
ニンジンリキュール
の試飲と検討会を
九品寺キャンパス
で行いました。

■ニンジンリキュール

味千拉麺
本店にて
11月20日～
3月31日販売

　食品研究サークルと重光
産業㈱（味千拉麺）とのコラ
ボ企画でヘルシーメニューを
開発しました。菊陽町特産物
の人参を使ったヘルシーメ
ニュー「キャロットのコンフィ
チュールセット～女子大生の
考えたにんじんの楽しみ方
～」が販売されています。

■味千ラーメン店とのコラボ
　「ヘルシーメニュー」の開発

■平成30年度「公開講座」の開講

第18回公開シンポジウム第18回公開シンポジウム 第33回サマーセミナー第33回サマーセミナー

　総合生活学科生で構成するフラガール’sが御幸病院15周年記念
イベントに出演しました。たくさんの利用者の方にご覧いただき、
有意義な時間となりました。これからも地域とのふれあいを大切にし、
様々な活動を行っていきます。

■フラガール’ｓがイベントに参加しました！

　附属こども園には、子育て支援室として「どんぐりルームころころ」
があります。参加費無料で地域に開かれています。未就園児の保護
者の皆さんが幼児教育学科の専門スタッフに気軽に子育て相談を
行ったり、お誕生会、季節の行事、運動等を親子で楽しんでもらったり
する場になっています。　

■子育て支援室どんぐりルームころころ

　第１回の熊本城マラソンから連続で7回、本学の総合生活学科と
高校生がボランティアとして参加しています。総合生活学科はフル
マラソン完走者がフィニッシュする二の丸公園でランナーへの給水や
メダルの授与、記録証の発行などを行い、高校生は給水所の給水係
としてランナーに声援を送り大会を盛り上げました。平成３１年２月の
第８回大会にも参加予定です。

■熊本城マラソンボランティアで
　ランナーを激励！

　中学・高校生が１１月に世界難民の子どもたちを支援する“届けよう、
服のチカラ”プロジェクトに参加しました。ファーストリテイリング（ユニ
クロ・ジーユー）の主催で出張授業を受講後、ボランティア同好会と
生徒会が中心となって、子ども服４箱分を回収し主催者へ送りました。

■2018年度“届けよう、服のチカラ”
　プロジェクトへ参加

　子育て支援活動として、幼児教育学科の
専門研究Ⅱ（子育て支援）のゼミ生とコラボ
した「ハロウィンパーティー」と調理体験を
通して親子・家族で交流を深めてもらう「ぼ
ちぼちCafé」を１０月に開催しました。
　かわいい仮装をしたこども達とキャンパ
ス内の広場を駆け回った後、「ぼちぼち
Café」でごはんと味噌汁を食べながら楽し
くホッとできる時間を共にしました。

■ハロウィンパーティー＆
　ぼちぼちCaféを開催

お菓子をもらいに広場へGO！お菓子をもらいに広場へGO！ ぼちぼちCaféぼちぼちCafé

ゼミ生企画の
ハロウィンパーティー
ゼミ生企画の
ハロウィンパーティー

　大津町内の「地蔵祭」で青年会議所が運営する
『お化け屋敷』と、韓国料理を提供する『屋台』の
運営に参加しました。学生がキムチチャーハンを
作り屋台で販売したところ、二日連続で完売に
なるほど大変好評でした。また、お化け屋敷に参加
した学生は、『お化け』に扮してたくさんの地域
住民を楽しませていました。

■大津「地蔵祭」に参加

　尚絅学園のそれぞれの設置校は、その特色を活かし、さまざまな取り組みを行なっています。大学・短期
大学部では研究や学修成果を、中学・高校ではボランティア活動等を通して、地域の自治体や産業界等と
連携したり、地域との交流を深めることで積極的に社会貢献に努めています。

お化け屋敷に行列お化け屋敷に行列

お面をつけて
お化け役
お面をつけて
お化け役

屋台で「キムチチャーハン」を販売屋台で「キムチチャーハン」を販売

　西日本高速道路サービス・ホールディングス（株）九州支社、九州産交
リテール（株）との三者の連携によって、本学の学生が考えたレシピ
２品が九州自動車道宮原サービスエリアで販売されています。
メニューは、『あか牛とトマトのすき焼き丼』（上り線）と『あか牛ビビンバ
丼』（下り線）です。

■あか牛コラボメニューの開発

11月9日から
2月末まで
販売予定

●武蔵ヶ丘キャンパスで現代文化学部・文化
言語学部の主催による「第１１回 現代文化
学部・文化言語学部 公開講座」が１０月・
１１月に計４日間開催され、延べ２１４名が
受講しました。
　今回は「現代社会と文化」をテーマに、
７講座が開講されました。秋晴れの天候に
恵まれ、好評のうちに閉講式を終えました。

●九品寺キャンパスで９月３日（月）から９月７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、生涯学習の振興に貢献
することを目的として本年度で２９回目の開講と
なります。延べ５６６名が受講し大変好評でした。

高校生約１００名参加！高校生約１００名参加！
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　平成３０年９月２１日（金）九品寺キャンパス、２４日（月）武蔵ヶ丘
キャンパスにて全学部・全学科を対象とし「平成３０年度 夏季キャリ
アガイダンス」を開催しました。企業研究や社会人としての基礎力
向上を目的としており、各学年各段階に応じた多彩なプログラムで
学生をサポートしています。平成２８年度・平成２９年度ともに
全学部・全学科で２年連続就職率１００％となりました。今後も
学生の希望する進路・就職の実現に努めていきます。

平成30年度　
夏季キャリアガイダンス開催

　平成３０年９月２３日（日）水前寺競技場にて、体育祭が行われ
ました。今年は「桜梅桃李～花開け尚絅乙女たち～」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。
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、
先輩から受け継いできた伝統の舞を披露し、感動の１ページと
なりました。

　秋の芋掘りは、季節を感じることのできる子ども園の代表的
な行事のひとつです。年長組は１０月２５日（木）カントリーパーク
へ行き、自分たちで６月に植えた芋を掘り出しました。子ども
たちは出てきた芋の大きさに大興奮でした。園で枯葉を使って
焼き芋にするのも楽しみにしています。

　平成３０年１０月２０日（土）に県立劇場にて第２１回尚絅コン
サートを開催しました。書道部の発表から始まり、育友会・花桜会
コーラス、合唱、バレエなどの発表があり、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。

　平成３０年７月１４日（土）と１５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。今年度から始まった前日祭ではダンスや歌の発表も
行われ、当日の来場者も約１,３００名となり大盛況となりました。

合同会社説明会　尚絅アリーナ開催　94ブース参加

　昨年度から幼児教育学科や熊本大学の教育学部と連携し、
４歳児と５歳児を対象に運動能力テストを実施しています。
その結果を分析して、遊びや環境づくりに役立てています。

　平成３０年１１月２４日（土）・１１月２５日（日）に九品寺キャンパス、
武蔵ヶ丘キャンパスにて第６６回尚絅祭を開催しました。今年は
「百花繚乱～継承～」をテーマに各キャンパスでステージ発表や
食バザー、ゲストショーなど大変盛り上がりました。

　学食レシピコンテストも５回目を迎えました。今年のテーマは
「トマト」です。熊本県はトマトの生産が日本一！県産トマトを
使った「担々麺」「あんかけ丼ぶり」「太平燕」等の入賞メニュー
が１１月末から１２月に学食で提供されます。

尚絅ガールズ
トマトレシピコンテスト

ライスバーガートマトでさっぱり！！栄養満点トマト担々麺 揚げ野菜のトマトラーメン

タイピーin(エン)トマトあんかけたまトマ丼

グランプリ 優秀賞 優秀賞

優秀賞 優秀賞

キャリア・デザイン講座Ⅱ「社会人への準備」
支援セミナー（ストレスマネジメント講座）

キャリア・トレーニング　模擬面接

9月 第66回 尚絅祭11月 前日祭・文化祭7月

体育祭9月 第２１回 尚絅コンサート10月

運動能力テスト11月芋掘り遠足10月

11月～
12月
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イベントリポート イベントリポート



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


