
日本総合教育専門学校

になろう先生 ！
保 育 士

幼稚園教諭

小学校教諭



　今、夢の実現へ第一歩を。
次世代を担う皆さんへ

 日本総合教育専門学校   校 長　 髙木 　三 朗

社会福祉法人　せるふねっと２１　理事長 松本　秀藏
学校法人　松本学園

●高度な専門知識、技術の習得に努める教育
●創造的で自立できる能力開発に努める教育
●人のために何ができるかという心を育む人
　格教育
●目標とする資格の取得に努める教育
●理性と道徳心を身につけ実践に努める教育

日本総合教育専門学校で真の実力を…

   「子弟の教育」という時代の要請から誕生した松本学園は、地域の皆さまの暖かな支えにより、70 有余年に渡り歴

史を積み上げることができました。

　私たちは、限りなく続く歴史の中で、この時代に生を受け、公教育という場で次世代の発展を担う子ども・生徒・

学生の教育に日々携わられることの責任の重大さを自覚しています。

　松本学園のグループの活動領域が広がるにつれ、更に自己の研鑽に励み、変革を積極的に受容してゆくことが大切

です。

　私たちは、次の日本を担う子ども・若者の人間形成に関与するという重大な責務を担うことを誇りとし、与えられ

た使命を果たすために最善を尽くします。

   「子弟の教育」という時代の要請から誕生した松本学園は、地域の皆さまの暖かな支えにより、70 有余年に渡り歴

史を積み上げることができました。

　私たちは、限りなく続く歴史の中で、この時代に生を受け、公教育という場で次世代の発展を担う子ども・生徒・

学生の教育に日々携わられることの責任の重大さを自覚しています。

　松本学園のグループの活動領域が広がるにつれ、更に自己の研鑽に励み、変革を積極的に受容してゆくことが大切

です。

　私たちは、次の日本を担う子ども・若者の人間形成に関与するという重大な責務を担うことを誇りとし、与えられ

た使命を果たすために最善を尽くします。

　学校法人松本学園の「いのち生きる力の芽を育む」という建学精神は脈々と今に引き継がれ、幼児教育保育機関と

しての社会的役割を果たして参りました。

　本校、日本総合教育専門学校は、平成１９年に社会に有為な幼児教育者の育成を目指し開校しました。松本学園の

長い歴史の中で培ってきた幼児教育のノウハウを附属幼稚園・保育園・認定こども園での多くの実習体験は、今後、

保育教諭として第一歩を踏み出すあなたたちの先生としての資質を大きく開花させてくれるものと信じています。

　小学校教諭・幼児教育者の確保は正に今の時代に求められています。卒業生の就職率は 100％です。また、本校教

育活動に対する学生の満足度は極めて高い 98％です。

　いま、全国的に保育士・教諭不足が深刻化しています。保育士不足の背景には、さまざまな要因がありますが、幼

児教育者養成校であるわたしたちが、その解消の一助としてできる最大のことは、ひとりでも多くの保育者を世に送

り出すことです。子どもの貧困対策の必要性が乞われる昨今ではなおのこと、経済的な理由で進学や資格取得を断念

される方にも資格取得を十分検討いただけるようにと考えました。

　70 余年にわたる本学園の幼児教育・保育の歴史に培われた現場第一義の豊富な経験とカリキュラムで夢実現への

第一歩を踏み出してみませんか。

　学校法人松本学園の「いのち生きる力の芽を育む」という建学精神は脈々と今に引き継がれ、幼児教育保育機関と

しての社会的役割を果たして参りました。

　本校、日本総合教育専門学校は、平成１９年に社会に有為な幼児教育者の育成を目指し開校しました。松本学園の

長い歴史の中で培ってきた幼児教育のノウハウを附属幼稚園・保育園・認定こども園での多くの実習体験は、今後、

保育教諭として第一歩を踏み出すあなたたちの先生としての資質を大きく開花させてくれるものと信じています。

　小学校教諭・幼児教育者の確保は正に今の時代に求められています。卒業生の就職率は 100％です。また、本校教

育活動に対する学生の満足度は極めて高い 98％です。

　いま、全国的に保育士・教諭不足が深刻化しています。保育士不足の背景には、さまざまな要因がありますが、幼

児教育者養成校であるわたしたちが、その解消の一助としてできる最大のことは、ひとりでも多くの保育者を世に送

り出すことです。子どもの貧困対策の必要性が乞われる昨今ではなおのこと、経済的な理由で進学や資格取得を断念

される方にも資格取得を十分検討いただけるようにと考えました。

　70 余年にわたる本学園の幼児教育・保育の歴史に培われた現場第一義の豊富な経験とカリキュラムで夢実現への

第一歩を踏み出してみませんか。

髙木　三朗

松本　秀藏

●思いやりがあり、心豊かで温かく、　　
　健やかなこどもを育む指導者の育成
●優しい心を持ち、相手の考え方や立　
　場を尊重し、愛情を持って福祉に貢　
　献できるリーダーの育成
●創造性を持ち、技術を磨き、個性を　
　伸ばし、地域社会に貢献できる人材　
　の育成
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　松本学園は、終戦まもない昭和 20 年 10 月に発足した「マツモト服装研究所」
にその端を発します。その後玉名女子専門学校として、実践教育重視は、今日まで引
き続き、私たちの底流に脈うっています。
　昭和 31 年の「玉名女子専門学校附属幼稚園」設立により始めた幼児教育課程、平
成 14 年の「社会福祉法人せるふねっと 21」設立による保育環境の提供、平成 19 年
の本、「日本総合教育専門学校」設立による高等教育課程への参入。そして、平成 21 
年に開設した「たまな若者サポートステーション」によるキャリア支援受託事業など、
今後も幅広い年代を対象とした教育およびキャリア支援機関としての役割を担う存在
でありたいと願っています。　　

２２

東京福祉大学の講師として認定された県下の大学・短大の
先生方をはじめ、 保育現場経験の豊富なベテランの先生方による

指導。 卒業後すぐに保育現場で役立つ実践的なスキルを学びます。

東京福祉大学
 保育児童学部 or 短期大学部日 本 総 合 教 育 専 門 学 校

取 得 で き る 資 格 ・ 免 許 一 覧取 得 で き る 資 格 ・ 免 許 一 覧
こども学科こども学科 こども学科こども学科

こども学科こども学科

こども学科こども学科

幼児教育学科幼児教育学科 幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

幼児教育学科幼児教育学科

保育士資格

幼稚園教諭一種免許状

幼稚園教諭二種免許状

小学校教諭一種免許状

東京福祉大学保育児童学部卒業学位

東京福祉大学短期大学部卒業学位

社会福祉主事任用資格

児童指導員任用資格

児童福祉司任用資格（実務一年後）

身体障害者福祉司任用資格

知的障害者福祉司任用資格

東京福祉大学との併修制度
日本総合教育専門学校の学びの特色

基本・専門科目の学習
各種資格の取得
社会人としてのキャリア教育
オリジナル教科の学習・体験

テキストによる学習

レポート提出、

科目終了試験

と に  同時入学 同時入学「専門学校」 「大学・短期大学」「大学・短期大学」

と に  同時卒業「専門学校」 「大学・短期大学」「大学・短期大学」

様々な資格・免許を 取 得 可 能 ‼
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東京福祉大学短期大学部卒業  専門士
取得できる資格 ・ 免許

取得できる学位

保育や幼児教育に関する専門的な知識を身につけ、
即戦力として活躍できる保育士・幼稚園教諭を養成

（男女）
保育士  幼稚園教諭 2 種  

社会福祉主事任用資格

３３

3 年課程

1学年定員40名

充実した内容の
3年制カリキュラム。

保育現場での
豊富な実習体験で
保育士・幼稚園教諭
を養成します。

東京福祉大学短期
大学部こども学科との
併修により、 保育の実践

技術やこどもの発達に関する
知識に加え充実した福祉、
心理系科目が学べます。

こども学科のポイント 附属の幼稚園・保育園に
よる実習を多く体験することで、
手遊びやピアノの演奏技術や
幼児体育など、 保育現場での
実践に必要な基礎的な技術が
しっかり身につきます。
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附属園での実習風景



実習 卒
業
・
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　私は昨年度こども学科を卒業し、 4 月から附属園であるおおくら
の森保育園で勤務をしています。
　日総で過ごした時間で多くのことを経験することができ、 本当にか
けがえのない 3 年間になりました。 学園祭ではグループの長を経験し
人をまとめることの難しさを学びました。
　その経験は今、 保育士として働くなかで活きています。 少人数制
の日総、 そして先生たちの支えがあったからこそ、 このようなことを
経験するきっかけがあり、 最後までやり遂げることができたのだと思い
ます。
　楽しいことばかりでなく、 夢を諦めようと思った時もありました。 し
かし、 熱く背中を押してくださる先生方、 同じ夢を持ち相談し合
える仲間たちのおかげで、 クラス全員夢をかなえることができました。
　3 年間、 本当にあっという間でした。 ぜひ、 みなさんも日本総合
教育専門学校に来て素敵な 3 年間 ・ 4 年間を過ごしてください！

　　私が本校へ入学して 2 年が経ちます。 入学当初は色んな不安でいっ
ぱいでした。
　しかし、 個性豊かな同級生に、 面白く優しい先輩方のおかげで毎日楽
しく充実した学生生活をおくることが出来ています。
　日総の魅力は学費が他校より安いというのももちろんですが、 先輩方、
先生方が凄く優しく接してくださり、 年齢関係なくみんな仲が良く、 温
かい雰囲気の学校であることが一番の魅力だと思います。
　ピアノも幼少期に習っていたものの、 最初は不安でしたが、 先生が優し
く丁寧にマンツーマンで教えてくださるので、 今では自信を持って実習に臨
むことが出来ています。
　保育士や幼稚園教諭や小学校教諭を目指していて、 どこの学校へ行
けばいいのか迷っている方は、 オープンキャンパスも定期的に行っている
のでぜひ参加してみてください。 ４４

こども学科卒業までのストーリー
一年次 二年次 三年次

目標
こども達との関わり方を

学び理解する。

講義や実習を通し、
教育・保育に関する

理解を深める。

就職に向け実践的な力を

身につける。

幼稚園・認定こども園

で 10 日間の実習

附属幼稚園・保育園・

認定こども園で

３日間の実習

各自希望園・希望施設での

自主実習 (任意 )

保育園・認定こども園

か児童養護施設等で

12 日間の実習

附属保育園・認定こども園

で 12 日間の実習附属幼稚園・認定こども園

で 10 日間の実習

児童養護施設や障害者施設

で 12 日間の実習

附属幼稚園・保育園・

認定こども園で 1日実習

×２（観察・基礎）

６月

９月

11月

11月

２月

こどもたちとの

出会いを通して

様々な力を

身につけよう！

こども学科（令和 3年卒業生）
尚絅高等学校出身

おおくらの森保育園勤務

丸山　萌さん
こども学科３年生 ( 在校生 )

北稜高等学校出身

福田　伊吹

センパイからのメッセージ



取得できる資格 ・ 免許

取得できる学位

（男女）

５５

4 年課程

1学年定員30名

幼児教育学科のポイント

01

02

03

レベルの高い 4年制
カリキュラム。

質の高い保育士・幼稚
園教諭・小学校教諭を

養成します。

東京福祉大学保育児童
学部との併修により、
多様な保育ニーズに

対応できる保育者・教育者
を養成します。

4年間の在学期間で、
附属の幼稚園・保育園を

中心として、 保育現場や教育
現場での体験学習や実習を
より多く経験することが

できます。

4 年間の学習によって、より専門的な知識を身につけ、
質の高い保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を養成幼
児
教
育
学
科 模擬授業風景

高度専門士

保育士 幼稚園教諭1種 小学校教諭1種 （希望者）
社会福祉主事任用資格

児童福祉司任用資格 （実務1年後）
身体障害者福祉司任用資格 知的障害者福祉司任用資格

児童指導員任用資格

東京福祉大学保育児童学部卒業 



実習 卒
業
・
就
職
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センパイからのメッセージ

幼児敎育学科卒業までのストーリー

目標 こども達との関わり方を

学び理解する。

講義や実習を通し、

実践力を身につける。

就職に向け現場で

求められる能力を

完成させる。

1・2年次に身につけた

スキルを定着させ、

応用力を身につける。

一年次 二年次 三年次 四年次

２月

附属幼稚園・認定こども園

で 10 日間の実習

６月

各自希望園・希望施設

での自主実習 (任意 )

附属幼稚園・保育園・

認定こども園で

３日間の実習

附属幼稚園・保育園・

認定こども園で 1日実習

×2（観察・基礎）

児童養護施設や障害者施設

で 12 日間の実習

10月

附属保育園・認定こども園

で 12 日間の実習
６月

保育園・認定こども園か

児童養護施設等で

12 日間の実習

幼稚園・認定こども園か

小学校で

10 日間の実習

どんな先生に

なりたいかな？

将来を見据えて

1 つずつ目標を

クリアしていこう！

幼児教育学科（令和３年卒業生）

有明高等学校出身
南関第二小学校勤務

日高　彰さん
幼児教育学科２年 ( 在校生 )

くまもと清陵高等学校出身

片山　凜

　私はオープンキャンパスに参加した時の、 先輩と先生方が楽しそう
にされている雰囲気と、 取得できる資格の多さに魅力を感じ日総を
受験することを決めました。
　不登校の経験がある私は、入学した当初 「毎日学校に通えるかな」
という不安がありました。 ですがそのような不安はすぐになくなりました。
担任制で少人数制ということもあり、 分からないこと ・ 困ったことは
すぐに先生に聞いて不安を解消することができます。
　私は今、 日総で出会った先生方、 先輩、 後輩、 みなさんのおか
げで、 自分らしく楽しい学校生活を送ることができています。
　新型コロナウイルスの影響で、 実習が延期になるなどありましたが、
毎日ピアノを練習したりレポートを作成したりと、 少しずつ夢に向かっ
て頑張っています！
　少しでも保育 ・ 福祉 ・ 教育関係のお仕事に興味をお持ちの方は、
ぜひ日総に遊びに来られてみてください！
　オープンキャンパスでお待ちしています！

　私が、 この学校で 4 年間過ごして強く感じたことは 「頼っていい
場所がある」 ということです。 幼稚園教諭、 小学校教諭の免許を
主として取ることができるという魅力に加え、 悩んだ時、 ちょっとし
た辛いことがあった時、 色んな人が気づいてくれてました。
　この学校らしさといえば、 誰でも仲良くなれると言うところです。
　私は今年度から南関第二小学校の 1 年生の担任として働いてい
ます。 仕事が全く分からない時、 放課後に日総に行くと、 いろんな
先生方に相談に乗っていただきました。 学校を卒業しても関わり合
えるのはこの学校の強さであると思います。
　教育者、 保育者になりたい人はもちろん。 大学どうしようかな、
上手く授業ついていけるかな、 友達出来るかな、 など色々悩んでい
る人は是非 1 度オープンキャンパスや時間のある平日に、 日総に足
を運んでみてはいかがですか？きっと素敵な出会いがあります！

９月



科目名科目区分

一般教養科目

現代社会の
理解

文化や言語の理解

専門基礎教育

こどもの理解
・発達支援

文章表現
情報機器の操作Ⅰ

健康科学
健康・スポーツ

人権教育（こどもの人権を含む）
法学（憲法を含む）
ボランティア論
ジェンダー論

保育原理
こども家庭福祉

社会福祉
保育士・教師論

教育原理
障害児保育

こどもの食と栄養
こどもの保健
こどもの健康と安全
幼児理解

発達心理学Ⅰ
発達心理学Ⅱ
教育心理学

アメリカの文化と言語Ⅰ

科目名科目区分 科目名科目区分

保育・子育て
支援の実践と
展開

保育の内容
・方法

図画工作Ⅰ
図画工作Ⅱ
幼児体育
音楽基礎Ⅰ
音楽基礎Ⅱ
こどもの音楽Ⅰ
こどもの音楽Ⅱ
保育内容総論

保育内容（言葉）
保育内容（環境）
保育内容（人間関係）
保育内容（表現）
保育内容（健康）
乳児保育Ⅰ
乳児保育Ⅱ
カリキュラム論
保育表現技術演習

専門演習Ⅰ　　　
専門演習Ⅱ
保育実習事前指導Ⅰ（保育所・施設）
保育実習事後指導Ⅰ（保育所・施設）
保育実習事前指導Ⅱ（保育所）
保育実習事前指導Ⅲ（施設）
保育実習事後指導Ⅱ（保育所）
保育実習事後指導Ⅲ（施設）
保育・教職実践演習
保育実習Ⅰ（保育所・施設）
保育実習Ⅱ（保育所）
保育実習Ⅲ（施設）

子育て支援の
理解と方法

教育

就職科目

こども家庭支援の心理学
社会的養護Ⅰ
社会的養護Ⅱ

子育て支援
臨床心理学
こども家庭支援論

就職対策講座Ⅰ（独自科目）
就職対策講座Ⅱ（独自科目）
就職対策講座Ⅲ（独自科目）
実践演習Ⅰ（独自科目）
実践演習Ⅱ（独自科目）
実践演習Ⅲ（独自科目）
声楽Ⅰ（独自科目）
声楽Ⅱ（独自科目）
声楽Ⅲ（独自科目）

幼児教育方法論
教育法規
教育相談（カウンセリングを含む）
国語 (書写を含む）
特別ニーズ教育論
教育実習指導（初等）Ⅰ
教育実習指導（初等）Ⅱ
教育実習（初等）Ⅰ
教育実習（初等）Ⅱ

こども学科 主な履修科目

７７

日本総合教育専門学校

0

保育士、 幼稚園、
小学校、 短大卒業、

大学卒業の資格を取得
本校では、保育士、幼稚園教諭免許、小学校教諭免許の資

格取得と同時に、こども学科では短大卒業、幼児教育学科

では大学卒業の学位が取得できます。本校は、東京福祉大

学に認定された講師が講義を行うため、東京福祉大学に行

く必要はなく、すべて本校で受講できます。

本校の就職率は高い水準を保っています。活躍分野として

は、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、児童養護施設、

障害児施設などがあります。毎年、多数の求人がきますので、

必ずあなたの希望する就職先が見つかるはずです。

　「学校生活、授業、実習…不安がいっぱい…」

そんな声に応えるため、本校では全学年、担任制をとって

おります。勉強面、健康面、メンタル面、キャリア支援など、

学校生活を送るうえでは大小様々な悩みが生じてきます。

また、学年によっても悩みの内容は変わってきます。

　それらの悩みに丁寧に対応できるようマンツーマンで指

導しています。いろいろな悩みも友人、担任と一緒に乗り

越えていきましょう。

「資格が欲しいけど経済的に不安が…」、そんな声に応える

ため、本校では特待生制度を設けています。

　特待生として入学すると、なんと入学金は 0円！

その他授業料等の諸経費についても幼児教育者養成校最安

レベルの学納金となっております。

担任制での徹底サポート

魅力的な学納金！特待生
制度利用で更にサポート

　※教科書代金も含まれております。

こども学科
幼児教育学科

365,000
320,000

265,000
220,000

200,000
200,000

前期学納金 後期学納金　 東京福祉大学
併修費

日本総合教育専門学校
ならではの高い就職率

特待生は入学金 円

01 03

02
04

主な就職先
・敬愛保育園・つばさ東保育園・ゆうすい保育園
・緑ヶ丘保育園・城山幼稚園・荒尾四ツ山幼稚園
・たまきな幼稚園・松橋幼稚園・植木中央幼稚園
・ＩＱキッズスクール・須恵小学校・南関第二小学校
・本町小学校・熊本天使園・なぎさこども園・菊水学園
・生活支援センターきらきら・おおくらの森幼稚園
・おおくらの森保育園・長洲しおかぜこども園

就職率

100％



科目名科目区分 科目名科目区分 科目名科目区分

一般教養科目

現代社会の理解

文化や言語と理解

専門基礎教育

文章表現
情報処理演習Ⅰ
健康・スポーツ
教養基礎演習Ⅰ
教養基礎演習Ⅱ
人体の構造と機能及び疾病

心理学概論
法学概論
日本史
福祉と教育
国際社会と日本

こどもの理解
・発達支援

教育学概論
教育心理学
保育の心理学
保育の心理学Ⅱ

子どもの保健
障害児療育
幼児理解
乳児保育
乳児保育Ⅱ子どもの健康と安全

子どもの食と栄養

子育て支援の
理解と方法

子ども家庭支援論
子ども家庭支援の心理学
子育て支援

社会的養護Ⅰ
社会的養護Ⅱ
臨床心理学

人権教育
法学（憲法）

ジェンダー論
法学概論

アメリカの文化と言語Ⅰ

保育原理
児童・家庭福祉論
社会福祉入門

社会福祉
保育者論

保育の内容
・方法

保育内容（健康）
保育内容（人間関係）
保育内容（環境）
保育内容（言葉）
保育内容（表現）
幼児体育
図画工作Ⅰ
図画工作Ⅱ

音楽　
音楽Ⅱ
音楽実践演習
音楽実践演習Ⅱ
保育内容総論
保育内容総論Ⅱ
保育カリキュラム論

保育実践演習
保育児童基礎演習
保育児童学概論   

保育・子育て
支援の実践
と展開

保育実習事前指導Ⅰ（保育所・施設）
保育実習事後指導Ⅰ（保育所・施設）
保育実習事前指導Ⅱ（保育所）
保育実習事前指導Ⅲ（施設）
保育実習事後指導Ⅱ（保育所）
保育実習事後指導Ⅲ（施設）
保育実習Ⅰ（保育所・施設）
保育実習Ⅱ（保育所）
保育実習Ⅲ（施設）

教育科目 教育方法論 算数
体育
教育法規
教育実習（初等）Ⅰ
教育実習（初等）Ⅱ

教職実践演習（幼稚園）
教育実習指導（初等）

国語（書写を含む）
生活

教育相談（カウンセリングを含む）

小学校科目

音楽科指導法　　　
図画工作科指導法
体育科指導法
算数科指導法
生活科指導法
道徳の指導法
国語科指導法（書写を含む）
総合学習な学習の時間の指導法
教職実践演習（小学校）

理科指導法
理科    
家庭
特別活動の指導法
教師論
教育課程論
外国語
外国語の指導法

家庭科指導法
社会
社会科指導法

　　　　　

就職科目
声楽Ⅰ
声楽Ⅱ
声楽Ⅲ
声楽Ⅳ
実践演習Ⅰ
実践演習Ⅱ
実践演習Ⅲ
実践演習Ⅳ

卒業研究
就職対策講座Ⅰ
就職対策講座Ⅱ
就職対策講座Ⅲ
就職対策講座Ⅳ

幼児教育学科 主な履修科目

８８

つの5 P O I N T
松本学園グループで身につける確かな実践力

子育て支援センター

森の広場ログさんち

おおくらの森幼稚園
おおくらの森保育園

幼稚園 ・ 保育園総合施設

学童保育

学童クラブ　ピッコロ
チャレンジ友遊学舎

幼保連携型認定こども園
（旧長洲幼稚園、 長洲保育所）

長洲しおかぜこども園

　松本学園グループには幼稚園・保育園・認定こども園・学童保育など、こども達に関わることのできる施設がそろっています。
　おおくらの森幼稚園・おおくらの森保育園ではクヌギ林や木材を使ったアスレチックなど、自然に恵まれた環境を活かした、
教育・保育を行っています。
　長洲しおかぜこども園は、2018 年 4月に長洲幼稚園と長洲保育所を一元化し開園した幼保連携型認定こども園です。こども・
子育ての支援施設として、地域を支えています。学童保育は玉名市内に二つの施設を運営しています。多くの小学生が放課後の
時間を楽しく過ごしています。小学校教諭を目指す学生にとって、学童保育で行う実習は貴重な経験となります。
　また、様々な世代の生活支援機関として、松本学園グループは、たまな若者サポートステーション、熊本県子ども・若者総合
相談センター等を受託しています。
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　私には、幼いころから「小学校教諭になる」という夢がありました。高校
3 年時には県外の大学も視野に入れ進学を考えていました。
　そんな時に当時の担任の先生から玉名に小学校教諭の免許が取れる学校が
ある、と教えて頂き、早速オープンキャンパスに参加をしました。オープンキャ
ンパスでは、先生方が暖かく迎えてくださり、通学方法等の相談もしっかり
と話を聞いてくださいました。
　入学して学校生活を送っていると、すぐに先生方だけでなく先輩方もとて
もフレンドリーで、学校全体が本当に暖かい場所なんだと感じました。
　学生主体の自治会活動など、楽しいイベントもたくさんあります！誰もが
主役になり、一人ひとりが輝く。これが何よりも日総の魅力だと思います！
　皆さん、是非入学をして 3 年間、4 年間を日総で楽しく過ごしてください !
　まずはオープンキャンパスでお待ちしております！

Club Activities
楽しい９つのサークルが活動中！

サークルに入って

学生生活をより一層楽しもう！

楽しい９つのサークルが活動中！

サークルに入って

学生生活をより一層楽しもう！

仲間と過ごすかけがえのない時間。仲間と過ごすかけがえのない時間。

Voice 先輩から、 日本総合教育学校の魅力を紹介します。先輩から、 日本総合教育学校の魅力を紹介します。

バレーボール 野球 バスケットボール

Campus Life

９９

新入生歓迎運動会や附属園での劇発表、
イベントが盛りだくさんの春！
毎年新入生もすぐに学校生活に慣れ、
楽しい日総 LIFE のスタートです！

夏には学生自治会企画で 1日旅行や
BBQが行われます！
大型バスで天草の海に行ったり、
年に 2回行われる声楽発表会では
学生たちのパフォーマンスもあり、
楽しいことが盛りだくさんの夏です！

　私は、子どもの成長を支援できる人材になりたいと思っているときに、
担任の先生から日本総合教育専門学校を紹介していただき、オープンキャ
ンパスに参加しました。
　オープンキャンパスは少人数で、聞きたいことがたくさん聞けて、学
校の雰囲気、先生方、先輩方への関わりやすさ、また大学の学位取得に
加え、たくさんの資格、免許をとることができることに魅力を感じこの
学校を選びました。
　入学してすぐは、不安でしたが、授業が始まり学校に行き始めると、
先生方の手厚い支援があり、学校にも行くのが楽しみになり、友達もた
くさんできました。今、学生生活の 1 年間が終わり、学校にも慣れ毎日
楽しい日々を送っています。私が友達になるので安心して来て下さい！
　いっしょに夢を叶えましょう！まってます

幼児教育学科４年 ( 在校生 )
堀田 裕貴　御船高等学校出身

幼児教育学科２年生 ( 在校生 )
鳥羽瀬未有　天草拓心高等学校出身

　♡



勉強だけじゃない楽しい思い出がキャンパスの中で生まれています。勉強だけじゃない楽しい思い出がキャンパスの中で生まれています。

フットサル ダンス 音楽部 軽音部 バドミントンあそびのサークル
〜feliz〜

1010

11 月には日総メインイベントである
学園祭が開催されます！
これまで以上に学生たちの絆も深まります☆
毎年大盛り上がりの学園祭『悠飛祭』
是非皆さんも来てはいよ～！
玉名のまつり『大俵ころがし』にも参戦！
今年は優勝目指して頑張るぞー！

今まで家族のように過ごしてきた卒業生と
お別れの季節です。寂しさもありますが、
卒業生との思い出がドンドン濃くなる季節
でもあります！学生自治会活動では
「お別れ運動会」が開催され、日総は最後の
最後まで大盛り上がり♪
2月には卒業学年による音楽劇発表会も行われ
卒業式では夢を叶えて社会に羽ばたく卒業生の
門出を祝います！

　私は小学校の時の担任の先生に憧れて日本総合教育専門学校に入学し
ました。講義はクラスのみんなと楽しく体を動かしたり、休み時間も先
輩後輩関係なく学年の壁を越えて楽しむことも出来ます！
　また実習を松本学園グループの施設で行うので手厚い指導もして下さ
り、現場で多くのことを学べるのは日総の強みだと思います！
　先生や先輩とも距離が非常に近く進路の相談は勿論、日常の会話など
とても先生達とも楽しく会話ができ楽しく学校生活を送ることができま
す！
　まだ自分の夢が決まってない方、決まっていてもどこにしようか迷っ
ている方、固い夢がありしっかりと学習を行い、多くの経験を積みたい
と思っている方も是非日本総合教育専門学校で、素晴らしい日々を過ご
し楽しい学生生活を僕らと一緒に送りましょう！
　皆さんのご入学をお待ちしております！

幼児教育学科２年生 ( 在校生 )
松井智暉　鹿本高等学校出身

こども学科 ( 令和２年卒業生 )
池本雅さん　専修大学玉名高等学校出身岱明幼稚園勤務

　私は一昨年こども学科を卒業し、玉名の岱明幼稚園に勤務しています。日総
で過ごした 3 年間はあっという間に過ぎ、毎日が本当に充実していました。
　「日総のいいところはどこ？」と聞かれたら迷わず答えられることがあります。
それは、「自然と職員室に人が集まってくるところ」です。先生には勉強のこと
や実習について、就職のことはもちろん、時にはプライベートなことも相談に
乗ってもらいました♪少人数制ということもあり、先生方とマンツーマンで関
わることのできる時間が多くあります。そのおかげで安心して 3 年間学校に通
うことができました！
　時には壁にぶつかることもありましたが、夢のためにサポートしてくださる
先生方、同じ夢に向かって頑張る仲間たちのおかげで
「保育士になる！」という夢を叶えることができました！
皆さんの「夢」を叶える環境が日総にはあります！
　保育・教育関係の仕事に興味をお持ちの皆さん、ぜひ日本総合教育専門学校
に遊びに来て下さい！私の大好きな先生方、後輩たちが優しく学校説明をして
くれると思います！
　夢に向かって頑張ってください！応援しています！



日本総合教育専門学校
〒865-8550 熊本県玉名市中 4番地
TEL:0968-74-6666

http://www.matsumoto-gakuen.ac.jp/vocational_school

お申し込み・お問い合わせ専用QRコード

FAX:0968-74-3100

学校概要紹介・施設見学学校概要紹介・施設見学
《学費、資格・免許取得・就職状況等》《学費、資格・免許取得・就職状況等》

2022年度入学説明2022年度入学説明

オープンキャンパスの参加申し込み・
お問い合わせはこちらからアクセス！

学校の最新情報をお届けします！

＠nisso6666

＠nisso6666

第１回

10：00～12：3010：00～12：30 （受付９：30）（受付９：30）

第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

第８回 第１０回 第１１回 第１２回

個別に対応させていただきますので、希望の時間を
Mailや SNSまたは電話にてご連絡下さい。

19 ： 00〜20 ： 30 10 ： 00〜12 ： 00

OPEN CAMPAS
オープンキャンパス

6/5

８／６

10/16 11/20 12/23 1/15

土 日土

土

第７回

9/25 土 土 木 土

第１３回 第１４回

2/12 2/25土 金

金 ９/５日 １／３０日

火 土日6/20 7/3 7/25 8/3 8/28

第９回

水
11/3

学園祭開催日

※オープンキャンパス日以外でも随時学校見学は受け付けております！

参加特典
オー
プンキャンパス

受 験 料

半額
免   除

夜の
オープンキャンパス 進学個別

相談会
普段見られない夜の学校を見学できるチャンス！

会場会場 日本総合教育専門学校日本総合教育専門学校
時間時間
内容内容

JR 玉名駅から

徒歩５分

Twitter　

Instagram


