
 

 

開 催 日 開 催 時 間 内          容 

７月２９日（金） ９：３０ ～ １２：００ 

【模擬授業体験・部活動体験入部見学】 

・文理選抜コース授業・会社経営体験・アニメーション 制作 

※申し込みは、各中学校を通じてお申し込みください。 

９月１１日（日） ８：５０ ～ 

【体育大会】 

※ 一般の方の入場はできますが、説明会等は行いません

のでご了承ください。 

９月２４日（土） ９：３０ ～ １２：００ 

【模擬授業体験・部活動体験入部見学】 

＜保護者対象＞入試説明会 

※申し込みは、各中学校を通じてお申し込みください。 

１１月 ６日（日） ８：５０ ～ １２：００ 

【オープンスクール開催】 

ＷＡＫＵ！わく！広場(文化祭) 

専大玉名ふれあいフェスティバル見学!! 

＜生徒対象＞おもしろ体験授業 

＜保護者対象＞入試説明会（会議室） 

 

 

 

 

 

開催日 開催場所 開催時間 内容 

７月１０日（日） ホテル日航熊本 ５階 ９：３０ ～ １５：３０ 
私立高等学校合同説明会 

※ 生徒・保護者を対象に行います。 

１０月 ３日（月） 阿蘇中学校 １１：１０ ～ １１：４０ 
阿蘇地区私立高等学校合同説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

１０月 ４日（火） 天草教育会館 １２：１５ ～ １２：３５ 
天草地区私立高等学校合同説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

１０月 ６日（木） 菊陽中学校 １０：２０ ～ １０：４０ 
菊池地区私立高等学校合同説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

１０月１１日（火） 玉名市民会館 １５：００ ～ １５：５０ 
荒尾玉名地区私立高等学校合同説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

１０月１３日（木） 
コッコファーム 

「たまご庵」会議室 
１５：００ ～ １６：２０ 

菊池・鹿本・山鹿地区生徒募集要項説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

１０月２２日（土） 菊池文化会館 １３：３０ ～ １５：３０ 
「進学情報展」私立高等学校合同説明会 

※ 生徒・保護者を対象に行います。 

１１月１０日（木） 豊野公民館 １１：００ ～ １１：３０ 
宇城地区私立高等学校合同説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

１１月１１日（金） 火の国ハイツ １０：１０ ～ １０：３５ 
熊本市地区私立高等学校合同説明会 

※ 先生方を対象に行います。 

 



 

開催日 開催場所 開催時間 内容 

６月２３日（木） 玉南中学校 １３：３０ ～ １５：３０ 
「上級学校を知ろう～ようこそ先輩～」 

・先輩からの学校生活での様子 など 

６月２９日（水） 荒尾海陽中学校 １３：４０ ～ １５：３０ 
「上級学校を知ろう～ようこそ先輩～」 

・先輩からの学校生活での様子 など 

７月 ７日（木） 米野岳中学校 １３：２５ ～ 
「第１回高校説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 など 

８月２６日（金） 有明中学校 １３：５０ ～ １５：５０ 
「上級学校を知ろう～ようこそ先輩～」 

・先輩からの学校生活での様子 など 

８月３０日（火） 腹栄中学校 １４：００ ～ １６：００ 
「卒業生を囲む会」 

・先輩からの学校生活での様子 など 

９月１４日（水） 植木北中学校 １４：００ ～ １４：１５ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

９月２８日（水） 三加和中学校 １５：３３ ～ １５：５５ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

９月２９日（木） 菊水中学校 １４：１５ ～ １４：３０ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

９月２９日（木） 玉陵中学校 １４：５５ ～ １５：１５ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１０月 ６日（木） 五霊中学校 １５：１０ ～ １５：３０ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１０月２６日（水） 荒尾第四中学校 １４：３０ ～ １４：５０ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１０月２６日（水） 南関中学校 １３：５５ ～ １４：１０ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１０月２７日（木） 玉南中学校 １４：３０ ～ １４：４５ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１１月 ２日（水） 天水中学校 １４：３０ ～ １５：００ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１１月 ８日（火） 玉東中学校 １４：２０ ～ １４：４０ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

    



１１月１５日（火） 玉名中学校 １４：００ ～ １４：１５ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

１１月１６日（水）             荒尾第三中学校 １３：２５ ～ １５：４０ 

「校内進路説明会」 

・本校職員からの学校概要説明 

・先輩からの学校生活での様子 など 

 

体験日 中学校名 体験時間 内容 

５月２５日（水） 白光中学校 １０：００ ～ １５：００ 学校概要説明・授業体験等 

６月 １日（水） 玉南中学校  ８：３０ ～ １６：００ 学校概要説明・授業体験等 

６月１５日（水） 天水中学校 １２：３０ ～ １６：００ 学校概要説明・授業体験等 

７月 ７日（木） 岱明中学校 ８：３０ ～ １６：００ 学校概要説明・授業体験等 

今年も多くの合同説明会に参加いたします。  

決定しましたものから随時掲載していきます。  専修大学玉名高等学校 入試広報担当：大賀 

〒869-0293 熊本県玉名市岱明町野口１０４６ 

http://www.senshu.ac.jp TEL 0968-72-4151 


