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硬式野球
プログラム

提 携
佐賀県内初！

佐賀県の専門学校で野球と勉強を両立！！

佐賀魂とは

日本野球連盟所属、佐賀県杵島郡江北町を本拠地とする社会人硬式野球クラブチーム２０２３年４月（令和５年） 始動



硬式野球プログラムとは
ＣＯＤＯ外語観光専門学校の学生として平日は学びながら、休日は社会人
硬式野球チームの『佐賀魂』に所属し活動していきます。
２年の在学中は、学校が選手としての活動をサポートしながら、卒業時は専門士の称号
を持って就職します。また選手として企業へ就職する道も開けます。

★充実した練習環境

岸川勝也 特別コーチ

★元プロ選手からの指導

～経歴～
佐賀北高校から南海ホークスに入団
読売ジャイアンツ、横浜ベイスターズでもプレー
コーチとしても読売ジャイアンツで９年間指導
2019年から佐賀魂の特別コーチに就任
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《 活動実績 》

2019年

都市対抗野球大会 中九州予選突破

九州地区予選出場

2021年

九州クラブ野球選手権大会

苅田ビクトリーズ（旧日産自動車九州）に勝利

2019年

ドイツナショナルチームとの親善試合

※東京オリンピック出場を目指した

ナショナルチームと嬉野で試合を

行いました

【年間活動スケジュール】
※２０２２年度

● ４月 都市対抗野球大会 中九州予選

● ５月 都市対抗野球大会 九州地区予選

● ６月 全日本クラブ選手権 中九州予選

● ７月 全日本クラブ選手権 九州地区予選

● ８月 全日本クラブ選手権 本選

● ９月 九州クラブ野球選手権大会 中九州予選

●１０月 九州クラブ野球選手権大会 本選

【花山球場】
佐賀魂の本拠地となる球場です。
バッティングマシンやブルペンも豊富で野球に打ち込めます。
毎週末は練習や対外試合を行っています。

場所：杵島郡江北町（最寄り駅：肥前山口駅）

学校からのサポート

例えば、
①チームでの活動費負担（部費等）
②花山球場までや、遠征時の移動

などがあります。



プロ野球

社会人野球

大学野球

高校野球

～ＣＯＤＯ外語観光専門学校で野球をするメリット～

（Ⅰ）２年間で高いレベルを経験できる

佐賀魂

ココ！

企業チームと同じ立ち位置で戦っていくため、より高いレベルの
野球を大会や練習試合を通して経験できます。

（Ⅱ）卒業後の就職が安心！

ＣＯＤＯ外語観光専門学校で学びながら野球に打ち込むことで、卒業後の進路の幅が広がる

①
一 般 就 職

【ＣＯＤＯ外語観光専門学校の就職実績】
★佐賀県内
・松浦通運（株） ・九州薬品工業（株）
・西九州観光開発（株） ・嬉野温泉旅館 など多数

★佐賀県外
・（株）エフ・イー・ティーシステム
・東横イン福岡天神 ・指宿シーサイドホテル など多数

②
企業チームへの挑戦

③
独立リーグへの挑戦

２年間でレベルアップし、

❶硬式野球部を持つ企業

❷軟式野球部を持つ企業

への就職の道を切り開きます

※佐賀県内は軟式野球も盛んで、県内大手企業
が軟式野球部を持っています

・四国アイランドリーグplus
・ルートインBCリーグ
・九州アジアリーグ など

日本全国にある独立リーグへの挑戦も可能

佐賀魂ではこれまで３名の選手が
独立リーグに合格し挑戦しています

佐賀魂HP



１．学生生活

体幹トレーニング
筋力トレーニング
ができます！！

社会人として必要
なＰCスキル、語学

力、ビジネスマナー
を身に付けます

休憩時間や昼休み
は校内でランチや、
ロビーで友達と一
緒にトークタイム♪

CODOホール

２．学科紹介 ～学びの特色～

ＩＴ（情報ビジネス）学科

取得を目指す資格
●プレゼンテーション作成検定試験

●情報処理技能検定試験

●文書デザイン検定試験

●MOS

●G検定 など

IT業界だけでなく、全ての業界でも

必要とされるPCスキルや、ビジネス

で必要な知識を幅広く学ぶことが

できます。佐賀県内はもちろん、全国

規模の企業へも就職をしています。

観光学科
・アジア言語コース
・国際観光ビジネスコース
・ホテルマネジメントコース

語学力を付けたい！ 観光ビジネスを学びたい！

ホテルへ就職したい！

観光学科の３つのコースが、あなたの得意分野を

伸ばします。これまで多くの学生を観光分野へ

就職させたカリキュラムから自分に合ったコース

を探してみましょう。

取得を目指す資格
●サービス接遇検定

●ホテルビジネス実務検定

●日本の宿おもてなし検定

●TOEIC ●TOPIK

●HSK ●G検定 など

～平日の１日の流れ～ ～１週間のスケジュール～

１限目 9：00～10：30

２限目 10：40～12：10

昼休み 12：10～13：00

３限目 13：00～14：30

放課後 １４：３０～
●基礎トレーニング
●実戦練習

１7：00～
●アルバイト
●自己啓発

ができます

月曜日 授業

火曜日 授業+放課後練習

水曜日 授業

木曜日 授業+放課後練習

金曜日 授業+放課後練習

土曜日 球場練習、試合

日曜日 試合

※イメージ

他にも
鳥栖市民球場などの
施設を使いながら
練習していきます



３．学費について

● 硬式野球プログラム奨学金制度
実技試験（セレクション）に応じて奨学金のランク判定致します。

奨学金ランク １年次 ２年次

Aランク
【授業料全額免除】 + 【入学金１０万円減免】 【授業料半額免除】

160,000円 435,000円

Bランク
【授業料半額免除】 + 【入学金５万円減免】 【授業料２０万円免除】

535,000円 560,000円

Cランク
【授業料１５万円免除】 【授業料５万円免除】

７６０,０００円 710,000円
※学費については授業料のほかに入学金、教育充実費があります。詳しい内訳は募集要項をご参照下さい

❶実技試験（セレクション）に参加

❷セ レ ク シ ョ ン の結果通知

❸ 入 学 試 験 を 受 験

合否結果通知

４．受験の流れ
実技試験は花山球場で実施いたします
（住所） 佐賀県杵島郡江北町上小田2747

10月から始まる入学試験を受験します
※日程は募集要項をご覧ください

１週間～２週間で結果をご連絡します

実技試験（セレクション）は

毎週土日実施可能
＜実施内容＞
●打撃練習 ●守備練習
●投球練習 ●実戦練習

チームの練習に一緒に参加をして、
あなたの実力を見せてください

お問い合わせの方は

【携 帯】 080-3187-7968
【学 校】 0942-85-8671
【E－Mail】 moriyama@codo.ac.jp

担当：森山

プログラムの詳しい内容や、学校生活、授業内容
など、気軽にお問い合わせください。

（注）奨学金制度は定員がありますので、充足次第終了となります。

資料請求➡



〒841-0014 佐賀県鳥栖市桜町１４６１番地
TEL ： （0942）85-8671 ／ FAX ： （0942）85-8672
E-mail ： info@codo.ac.jp
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