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　今、夢の実現へ第一歩を。

日本総合教育専門学校で真の実力を…

次世代を担う皆さんへ

　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。

   「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。

 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

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

●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

教
育
理
念

実
践
目
標
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との併修制度

　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。　　

松
本
学
園
グ
ル
ー
プ
と
は

日本総合教育専門学校の学びの特色
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

「専門学校」と「大学・短期大学」に 同時入学をします。

□ 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

日本総合教育専門学校

□テキストによる学習

□レポート提出、科目終了試験

「専門学校」と「大学・短期大学」を 同時卒業

様々な資格・免許を 取 得 可 能 ！！
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取得できる資格・免許一覧
こども学科 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

こども学科 幼児教育学科

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



こども学科

取得できる学位

取得できる資格 ・ 免許

●東京福祉大学短期大学部卒業　●専門士

●保育士　●幼稚園教諭 2種　●社会福祉主事任用資格

　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。

　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。

　

　

平成 29 年 3月こども学科（卒業生）

附属園での実習風景

3 年課程

40名（男女）
１学年 定員
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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

こども学科の

POINT



こども学科卒業までのストーリー
一年次 二年次 三年次

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。

附属幼稚園・保育園・
認定こども園で 1日実習

×2（発展）

附属幼稚園・保育園・
認定こども園で 1日実習

×2（応用）

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
×4（観察・基礎）

　私は 2年前にこども学科を卒業し、附属

園の長洲しおかぜこども園で勤務をしてい

ます。3年間専門学校で身に付けた知識、

技術が今になって活きていると実感するこ

とが多くあります！日本総合教育専門学校

は少人数制でマンツーマンの指導を受ける

ことができ、実習も多く経験できるため、

卒業後もスムーズに現場で働き始めること

ができました！

 　ピアノに不安を抱えている人もいるか

と思いますが、大丈夫です。私もピアノ初

心者で入学をしましたが、先生方の手厚い

指導のおかげで卒業をする頃には自信を

持って弾けるようになりました。

先生を目指しているそこのあなた！

ぜひ日本総合教育専門学校に！

　私の将来の夢は子どもと触れ合う仕事に

就くことです。その夢を叶えるためにこの

学校に昨年入学しました。

　日頃の授業で体を動かしながら勉強する

ことが多いため、子どもの気持ちをより理

解することが出来、実習に活かすことが出

来ます。とても楽しく自分から勉強をしよ

うとやる気が出る学校です。

　また、私はバスケットボールサークルに

入っており、勉強に疲れた時は体を動かし

て気持ちをリフレッシュしています。

　専門学校体育大会などもあり、学習面だ

けでなくそうした面でも充実した日々を

送っています。

平成 29 年 3月こども学科（卒業生）

KTC おおぞら高等学院出身
幼保連携型認定こども園
長洲しおかぜこども園勤務

こども学科２年（在校生）

尚絅高等学校出身

丸山 萌村本 奈々さん

目標

実習
卒
業
・
就
職

幼稚園・認定こども園
で 10日間の実習

９月

６月

２月
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確実に
ステップ
アップ♪

先輩からのメッセージ

11月

11月



取得できる学位

取得できる資格 ・ 免許

●東京福祉大学保育児童学部卒業　●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　●児童指導員任用資格
●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

　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。

　

　

　

模擬授業風景

幼児教育学科
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4 年課程

30名（男女）
１学年 定員

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

幼児教育学科の

POINT



幼児教育学科卒業までのストーリー

一年次 二年次 三年次 四年次

目標

実習
卒
業
・
就
職10月

６月
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楽しく
学べる
4 年間♫

　私は小学校教諭になりたいと思いこの学

校に入学しました。４年間で、小学校教諭

になるために必要な各教科の指導技術や知

識を、模擬授業など実践的な学習を通して

身に付けました。

　そして教育実習では児童の前に立ち、４

５分間授業を行うことで、より一層児童に

勉強を教えていきたいと強く思いました。

　教員採用試験対策では多くの先生が指導

をしてくださいました。今年から小学校に

勤務しています。先生方のおかげで夢を実

現することができました。

　先生方が親身にサポートしてくれるた

め、４年間安心して学校生活を送ることが

できました！皆さん、ぜひ日本総合教育専

門学校に来てください。

　私は熊本西高校を卒業して、子どもと関

わる仕事に就くために、この学校への進学

を決めました。幼児教育学科は、保育士資格・

幼稚園教諭免許に併せ小学校教諭免許も取

得できます。

　幼児教育の知識をもつ小学校教諭、小学

校教育を理解している保育士・幼稚園教諭

を目指すことができるのは、日本総合教育

専門学校ならではの魅力だと思います！

　また、学校生活は先生と私たち学生との

関係がとてもよく毎日が充実しています！

私は、こんなにいい学校は他にはないと思っ

ています！　

　夢に向かって一緒に頑張っていきましょ

う！！待ってます！！

平成 31 年 3月幼児教育学科（卒業生）

必由館高等学校出身
須恵小学校勤務

幼児教育学科 2年 ( 在校生 )

熊本西高等学校出身

白石　季里永田　貴裕さん

先輩からのメッセージ

附属の学童保育で
1日実習×3児童養護施設や障害者施設

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

２月

こども達との関わり方を
学び理解する。

９月
幼稚園・認定こども園か
小学校で 10日間の実習

附属保育園・認定こども園
で 12日間の実習

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年次に身に着けた
スキルを定着させ、
応用力を身につける。

附属幼稚園・保育園・
認定こども園で 1日実習

×2（応用）

附属幼稚園・保育園・
認定こども園で 1日実習

×2（発展）

附属幼稚園・保育園・
認定こども園で 1日実習

×2（基礎）

附属幼稚園・保育園・
認定こども園で 1日実習
×4（観察・基礎）

保育園・認定こども園か
児童養護施設等で
12日間の実習

６月



日本総合教育専門学校

　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。

　「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。

　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。
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・あけぼの幼稚園・荒尾四ツ山幼稚園
・たまきな幼稚園・松橋幼稚園・ＩＱキッズスクール・須恵小学校
・山北小学校・本町小学校・熊本天使園・菊水学園・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

文化や言語の理解

専門基礎教育

こどもの理解
・発達支援

子育て支援の
理解と方法

保育・子育て
支援の実践と
展開

教育

就職科目

保育の内容
・方法

文章表現
情報機器の操作Ⅰ

健康科学
健康・スポーツ

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

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

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

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）

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

アメリカの文化と言語Ⅰ

こども学科 主な履修科目

特待生は入学金0円
　※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
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つの5 POINT
保育士、 幼稚園、
小学校、 短大卒業、
大学卒業の資格を取得1point 3point

2point 担任制での

徹底サポート
4point

魅力的な学納金！
特待生制度利用で
更にサポート

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



　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。

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

保育の内容
・方法

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

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   

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

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

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

幼児教育学科 主な履修科目
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5point 松本学園グループで身につける確かな実践力

学童保育

●学童クラブ　ピッコロ

子育て支援センター

●森の広場ログさんち

●チャレンジ友遊学舎

●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

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



幼児教育学科 2年 ( 在校生 )
御村　瑠斎　開新高等学校出身

幼児教育学科 2年 ( 在校生 )
髙向　由奈　北稜高等学校出身

　私の将来の夢は、子どもたちにたくさんのことを教えることができる教育

者になることです。そのためにこの学校で勉強を頑張っています。

　大変なこともありますが、同じ夢を持つ仲間たちと共に日々楽しく学校生

活を送っています！また不安や悩みがあると親身になって聞いてくれる先生

や先輩方がいるため、充実した学校生活を送ることができます！　さらにサー

クル活動や学生自治会活動も、充実しており、毎日が楽しいです！

　また、多くの資格・免許が取得できること、短大、

大学卒業の学位が取得できることも日総の

魅力だと思います。ぜひ皆さんも私たちと

一緒に夢を叶えてみませんか？

　私がこの学校を選んで決め手となった一番の理由はオープンキャンパスです！

　オープンキャンパスに参加してまず思ったことは、学校の雰囲気が良いという

ことです。

　学生と先生たちの壁がなく、とても親しみやすい雰囲気だと感じました。入学

してからもその印象と変わることなく、本当に過ごしやすくて楽しい学校です。

　進路選択で迷ってる皆さん！

是非オープンキャンパスに参加して下さい。

　皆さんが参加してくれるのを楽しみに

待っています！
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楽しい 7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！

夏には学生自治会企画で 1日旅行や BBQが行われます！
去年は大型バスで糸島の海に行きました！
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、
音楽室が楽しい雰囲気に包まれます♪サークル活動も充実していますよ☆

夏

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！

春

バレーボール

バスケットボール

あそびのサークル
～feliz～



幼児教育学科 2年 ( 在校生 )
結城　琉　鹿本商工高等学校出身

平成 31 年 3月こども学科 ( 卒業生 )
古閑　鈴奈さん　岱志高等学校出身

あけぼの幼稚園勤務

　私は昨年度こども学科を卒業し、荒尾市のあけぼの幼稚園で勤務をしています。

　この専門学校は、素敵な保育者、教育者になるために必要な知識や技術を十分

に学ぶことができる学校です。

　先生方との距離が近いのも魅力の一つです。プライベートな話も絶えません。

　私はここに来て、楽しいことも辛いことも共有できる仲間たちと出逢うことが

できました。自治会活動も充実しており、みんなで笑って泣いて、一生の思い出

ができます。

　たくさんの人に支えられ、3 年間の学生生活を

終えて、無事夢を叶えることができました。

　是非、そんな素敵な日本総合教育専門学校

で皆さんも学んでみませんか？

　私は幼稚園教諭、小学校教諭になりたいという夢を持っています。そこで

見つけたのが日本総合教育専門学校でした！

　オープンキャンパスに行き、学校の雰囲気が良かったこと、先輩や先生方

の接し方がとても優しく楽しそうだと思いました！

　自分のなりたい夢への勉強をするならこの学校に行きたいと思い入学しま

した！入学して、やはり先生方や先輩方はとても優しく、とても楽しい学校

だと思います！

　保育の仕事に就きたい！子どもが好き！と思う

方は是非、一度学校の雰囲気を見に来て下さい！

　オープンキャンパスで待っています！！
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楽しい 7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！

フットサル 音楽部

軽音部

バドミントン

冬

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！

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！秋



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

C M
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会場 時間

内容

６/ ７/
（日）１６ ７/

（日）２１

８/
（土）２４ １０/

（土）１９ １１/
（土） ２ １１/

（土）１６

１２/
（木）２６

６/
（土） ８

１/
（土）１８ １/

（金）３１ ２/
（土）１５ ２/

（金）２８

９/
（土） ７

（土） ６ ８/
（木） １

学校概要紹介・施設見学
学費、資格・免許取得また就職状況等

2020 年度入学説明

※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！

学園祭開催日

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！
Twitter　 Instagram

＠nisso6666 ＠nisso6666

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

第６回 第７回 第８回 第９回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

JR 玉名駅から

徒歩５分

受 験 料 半 額 免 除
日本総合教育専門学校 10：00～12：30

オープンキャンパス参加特典

（受付９：30）

U


