
◎発行所／鎮西学院高等学校　〒854-0082 長崎県諫早市西栄田町1212-1　TEL0957-25-1234　◎印刷所／諫早印刷株式会社

九州大学・横浜国立大学など国公立大学に49名が合格�
関西学院大・西南学院大など私立大学に166名が合格�
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国公立大学に合格した卒業生たち

進学だより
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今、鎮西学院の

進学がスゴイ!!



あなたの夢、叶えます！

国公立大学進学コースの特色 30人×
２クラス

Ⅰ類
【30名】

勉強中心で３年後は
難関国公立大学を
目指すコース

Ⅱ類
【30名】

勉強と部活動を両立
させて国公立大学を
目指すコース

❶少人数クラス編成で徹底指導�

❷朝テスト（あさたん）で単語力UP�

❸難関大対策講座パワーアップセミ
ナー（19：00～20：30）を開講している�

❹セミナーハウス（個別指導学力強化センター）で
少人数学習合宿ができる�（１泊200円）

❺受験前は教師がついて20：30まで自学ができる�

❻もちろん、勉強と両立でやりたい部活動もできる�

卓球、野球、陸上、バレーボール、
サッカー、柔道、剣道、テニス、
バスケットボール、バドミントン、
ボクシング、水泳

吹奏楽、書道、コーラス、写真、
インターアクト、ESS、演劇、家庭、
理科、文芸新聞、琴

現役で東大、京大、阪大、九大の全学部、および、
国立大学医学科合格者に対して、大学入学サポー
ト制度があります。

鎮西学院の国公進で
東大を目指そう！
学力Ｓ奨学生は、入学助成金として20万円を入学時に
支給します。さらに、東大を目指すＳ奨学生は、

❶東大合格プロジェクトチームを組み、
1,100回個別指導を行います。

❷予備校受講料支給制度があります。

鎮西学院に入学して
国公立大学進学コース 1年

日 高 璃 子 さん（雞知中出身）

　私は初め、公立高校に進学しようと思っていました。しかし、鎮西のパンフ
レットを見て「この学校なら親元を離れてもしっかり勉強に打ち込めそう！」と
思い、鎮西学院への進学を決意しました。国公進のクラスは勉強が大変ですが、
クラスがとても明るいので苦しいことも楽しく乗り越えられます。寮でも、毎日
の学習で先生方から親身になって勉強を教えてもらえます。
　今私は、とても恵まれた環境にいると思います。今後、国公立大学進学を目指
し、一日一日努力を積み重ねていきたいと考えています。

STUDENTS FIRST!
国公立大学を目指すなら
鎮西学院の国公立大学進学コースで決まり�

国公立大学進学コース

現在、在籍者がいる部活動
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一 般 進 学 コ ー ス

一般進学コースの特色 40人×
４クラス

❶ e-learning「すらら」を用いた授業がある�

❷朝の学び直しの時間で基礎力UP�

❸公務員講座を受講できる�

❹保育･音楽、異文化理解、経済基礎、　　　　　　
福祉基礎など８講座から興味のある　　　　　　
ものを自由に選んで受ける講座制授業がある�

❺放課後、自由に利用できる専用の学習室がある�
（担当教師が必ずいます�）

国公立大学に合格した
一般進学コースの生徒たち

公務員に合格した生徒たち

部活動との両立を果たして合格しました�

19時～20時30分の公務員講座を受講して合格しました�

高知工科大学
（マネジメント学部）

高 見　 聡 くん
（加津佐中出身）

鹿屋体育大学
（体育学部）

宮 崎 　 望 さん
（西諫早中出身）

長崎県立大学
（国際交流学科）

須 崎 真 世 さん
（小長井中出身）

勉強も部活動も思いっきりできるのが鎮西学院です�
楽しい学校生活を送りながら、

自分の希望進路を鎮西学院で叶えよう�

それぞれの
誠実な努力が
結果を出す！！

すばらしい
未来を掴むのは
君の意志だ！！

学力奨学生合格のめやす
特別入試（併願試験）の場合

国英数300点満点

条件／国公立大学進学コースに在籍し、国公立大学を目指す生徒。

◎Ｓ奨学生 270点以上　　◎Ａ奨学生 250点以上

◎Ｂ奨学生 230点以上　　◎Ｃ奨学生 210点以上

大学進学受験推薦入学制度
①キリスト教同盟校推薦制度

鎮西学院高校から優先的に入学できる学部をもつ大学

◎国際基督教大学　◎青山学院大学　◎明治学院大学

◎関西学院大学　　◎西南学院大学  など約30大学

②長崎ウエスレヤン大学　学院内推薦制度
入学金５万円（通常25万円）授業料52万円／年（通常65万円）

◦一般公務員　14名（最終合格）

　大村市役所　　１名　長崎県警　　３名
　海上保安学校　１名　佐賀県警　　２名
　県央消防　　　１名　大阪府警　　２名
　対馬市消防　　１名　神奈川県警　２名
　警視庁　　　　１名

◦自衛官　　　30名（最終合格）

　一般曹候補生　９名
　自衛官候補生　21名

公務員・自衛官

44 名
過去最高!!e-learning「すらら」の学習風景



合 格
おめでとう� 2015年度 国公立大学合格者49名
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詳しくはコチラから検索！ http://www.chinzeigakuin.ed.jp/鎮西学院 検索検索

九州大学
文学部

藤山　めぐみ さん （大村中出身）
今年から導入された九大２次試験の世界
史対策も、毎日遅くまで先生に指導して
頂き900字の論述も落ち着いて書いて合
格することができました。

合格

広島大学
法学部

中島　葵 さん （小長井中出身）
スキマ時間を無駄にせず、１年生の時か
らコツコツと演習を積み重ねて合格を勝
ち取ることができました。

合格

長崎大学
教育学部　幼稚園

中道　明日望 さん （諫早中出身）
友人たちと色々な大学のパンフレットを
見たり、将来について語り合う中で、進
路実現に向けての意識が高まりました。

合格

長崎大学
工学部

山下　晃弘 くん （小浜中出身）
登下校に毎日２時間かかっていたので、
英単語や公式を覚えたり、リスニングの
CDを聞いたりして時間を有効に使って
いました。

合格

佐賀大学
文化教育学部

松原　千尋 さん （愛野中出身）
センター試験では力が出せずに後悔しま
したが、前期試験では100％の力を出し
切って合格を勝ち取ることができました。

合格

山口大学
工学部

南　寛大郎 くん （北諫早中出身）
センターテストでは大失敗をして、前期日程
で第一志望に合格することは出来ませんでし
た。しかし、後期で山口大に合格し、中期
の岡山県立大にも合格することが出来ました。

合格

宮崎大学
農学部

石井　希 さん （致遠館中出身）
受験勉強の途中、何度もくじけそうにな
りましたが、鎮西の先生方はいつも気に
かけて下さり、励ましてくれました。

合格

長崎県立大学
看護栄養学部　看護学科

小野　紗季 さん （諫早中出身）
吹奏楽の奨学生として一般進に入学。２
年から国公進に編入しました。鎮西でな
ければ部活動も思いっきり出来、進路希
望を叶えることはできなかったと思います。

合格

長崎県立大学
経済学部

田渕　成美 さん （玖島中出身）
鎮西は先生方が１人１人を気にかけてく
ださるとてもいい学校だと思います。多
くの人のお蔭で勝ち取った合格を無駄に
せず、大学生活を充実したものにします。

合格

北九州市立大学
経済学部

田中　郁 さん （喜々津中出身）
センター試験が終わって、まず過去問を
見て傾向を調べました。その後、分野ご
との問題集を使って先生に添削指導して
もらい、合格することが出来ました。

合格

横浜国立大学
教育人間科学部

森本　優花 さん （東部中出身）
私が学んだのは受験は団体戦だというこ
とです。辛い時も周りに同じように頑張
る友人、気にかけて下さる先生方、家族
などたくさんの人が支えてくれました。

合格

熊本大学
教育学部　小学校

黒板　真由子 さん （玖島中出身）
高校に入学する前の春休みに大学調べを
して志望校を決定していました。吹奏楽
との両立は大変でしたが、進路希望を実
現できて幸せです。

合格

長崎大学
教育学部　中学音楽

嶋本　なつみ さん （三重中出身）
片道１時間半の通学は大変でした。部活
動（吹奏楽）も朝早くから夜遅くまでや
り抜き“粘り”で合格をつかみとること
ができました。

合格

長崎大学
環境科学部

松下　華恋 さん （橘中出身）
高校入学後、地道な努力のつみ重ねで成
績が大幅にアップしました。

合格

佐賀大学
文化教育学部

久保山　紗季 さん （真城中出身）
日々の小テストを必ず一度で合格するよ
うに心がけていました。その積み重ねが
実力アップにつながっていったと思いま
す。

合格

大分大学
工学部

中原　弘将 くん （真城中出身）
３年秋までは、物理も化学も50点ほど
でしたが、残り１カ月で伸びました。こ
れも担任の先生（理科）の熱い指導が
あったからだと感謝しています。

合格

琉球大学
工学部

荒木　悠太郎 くん （飯盛中出身）
公立高校の受験に失敗して鎮西学院に入
学しました。中学時代に苦手だった英語
は、鎮西の先生の指導で大きく伸ばすこ
とができました。

合格

長崎県立大学
経済学部

阿比留　基 くん （豊玉中出身）
なかなか成績が上がらず、国公立大学を
諦めようかと考えた事もありました。し
かし、センター試験では自己ベストの結
果を出せ、合格することが出来ました。

合格

埼玉県立大学
保健医療福祉学部

松浦　由季 さん （諫早中出身）
小論文は担当の先生が毎日添削して下さ
いました。また、面接ではどの先生も快
く指導を引き受けて下さり、たくさん練
習して試験に臨むことができました。

合格

北九州市立大学
外国語学部

荒木　祥子 さん （喜々津中出身）
時間があれば近くの図書館にこもって勉
強していました。そのおかげで、学習時
間を質、量ともに充実させることができ
ました。

合格

広島大学
医学部　作業療法専攻

山口　朱里 さん （飯盛中出身）
私を合格に導いてくれたのは、毎日20：
30までの放課後学習会でした。私たち
のために毎日遅くまで指導して下さった
先生方には感謝しています。

合格

熊本大学
工学部

平松　翔吾 くん （明峰中出身）
センター試験は緊張から大失敗。しかし、
志望校を変えたくはなかったので私大も後
期も出願せず、退路を断つつもりで前期
にチャレンジ。逆転することができました。

合格

長崎大学
教育学部　中学英語

林田　結 さん （西諫早中出身）
10年後の自分を想像しながら、気持ちを
切らさないようにしていました。合格までの
道のりで何度も挫けそうになりましたが、い
つも救ってくれたのは鎮西の先生方でした。

合格

長崎大学
多文化社会学部

奥村　琴子 さん （北諫早中出身）
夢を目標に変え、卒業後も多くの仲間や先生
方に支えられて自分の将来に向けてのスタート
地点に立つことができました。諦めることなく目
の前のことに全力を尽くして頑張っていきます。

合格

佐賀大学
経済学部

中村　あかり さん （北諫早中出身）
高校３年の後半から受験のプレッシャー
で体調を崩してしまいました。しかし、そ
んな私に担任の先生をはじめ多くの先生
は、絶えず声を掛け励ましてくれました。

合格

宮崎大学
工学部

石丸　滉大 くん （北諫早中出身）
野球部に所属しており、受験勉強を始めた
のは夏の甲子園予選が終わってからです。
その後は、朝早く登校して学習したり、休
み時間なども勉強して合格を勝ち取りました。

合格

琉球大学
工学部

荒木　澪奈 さん （北諫早中出身）
物理は苦手でしたが、どうしても工学部
に進学したいと考えていました。担任で
ある物理の先生に鍛えてもらい、問題を
解ける喜びを知ることができました。

合格

長崎県立大学
経済学部

前田　達郎 くん （西諫早中出身）
部活動（柔道）も３年間、続けることが
できました。大学卒業後は、警察官にな
りたいと思っています。

合格

下関市立大学
経済学部

波多　未久 さん （西諫早中出身）
小論文のアイデアが思いつかない私に先生は
あえてそれを教えず、慣れるまで指導して下さい
ました。試験の前日に先生から注意するポイン
トを書いたメモを頂いたことが励みになりました。

合格

水産大学校
海洋機械工学科

森枝　晋 くん （西諫早中出身）
生徒会活動に一生懸命になり、なかなか
勉強に集中することが出来ませんでし
た。しかし、そんな自分でも先生方は見
捨てずに指導して下さいました。

合格

他　長崎大学１名、鹿屋体育大学１名、長崎県立大学３名、高知工科大学１名、岡山県立大学３名
　　職業能力開発総合大学校１名、水産大学校１名、防衛医科大学校１名、防衛大学校７名合格

過去
最高


