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２０１6年度　私立大学合格者 １３8名

２０１6年度　国公立大学合格者 ３1名

国公立大学
に合格した

卒業生たち

少人数制授業や放課後学習会を通して、自分の
中に知識や理解が蓄積されていく楽しさを知り
ました。鎮西学院だからこそ、合格を勝ち取れた
と思います。

寄辺　悠太郎 くん

九州大学

（長田中出身）

理学部　生物学科合格

毎朝４時に起きて学習し吹奏楽も勉強も全力で
やり切りました。鎮西学院の先生方は本当に熱
心に指導して下さり、とても感謝しています。

入江　実月 さん

横浜国立大学

（諫早中出身）

理工学部　化学生命系合格

得意教科は、できるだけ多くの問題を解きまし
た。苦手だった英語も、毎日の添削指導で受験
期には自信の持てる得意科目になりました。

山口　克幸 くん

広島大学

（飯盛中出身）

工学部　第二類合格

苦手科目も教科の先生方は完璧にサポートして
くださいます。苦手だった小論文が２次試験本番
では最も自信のある解答科目となりました。

井手　京香 さん

熊本大学

（森山中出身）

文学部 コミュニケーション情報学科合格

小論文は、過去問と類似問題を使って何度も練
習しました。書き直しが続いて自信をなくしてい
る時も、友人や先生方の励ましが大きな力になり
ました。

下田　菜生 さん

熊本大学

（長田中出身）

文学部　総合人間学科合格

現役時代、第一志望だった熊本大学に合格でき
ました。諦めずに努力して本当に良かったと思
います。

大嶌　大生 くん

熊本大学

（南有馬中出身）

理学部合格

不安要素だった入試の集団討論も、先生や級友
と練習を重ねたことで落ち着いて参加出来まし
た。鎮西の先生方は一人ひとりを全力でサポー
トして下さいます。

上村　心 さん

長崎大学

（有家中出身）

医学部　理学療法合格

放課後・休日学習会、学習合宿、そして3年間続
けた部活動（吹奏楽）は、受験当日不安でいっぱ
いの私に自信を与えてくれました。頑張ってよ
かった！

松井　郁乃 さん

長崎大学

（玖島中出身）

教育学部　中学音楽合格

ＡＯ入試の最終合格を知ったときは、１８年生き
てきた中で一番うれしい瞬間でした。得意の音
楽と表現を活かして、大学でも頑張りたいです。

水口　貴絵 さん

長崎大学

（高来中出身）

教育学部　幼稚園合格

仲間同士で模試の結果を競い合い、前向きに切
磋琢磨を続けたことで点数を伸ばしセンター試
験本番では目標点数を上回ることができまし
た。

山下　和正 くん

長崎大学

（小浜中出身）

経済学部合格

１年間の留学を終えて、高3の夏休みに帰国。
受験勉強と並行してＴＯＥＩＣやＧＴＥＣにも挑戦
しました。得意の英語で見事志望校合格を勝ち
取りました。

森　まどか さん

長崎大学

（真城中出身）

多文化社会学部合格

センター試験の悔しさと公立高校不合格をバネ
に2次試験対策に挑みました。勉強に集中できる
環境においてくれた親や先生方に感謝の気持ち
でいっぱいです。

南　功大郎 くん

長崎大学

（北諫早中出身）

環境科学部合格

2次対策では、過去問を解いた後、自分なりの分
析を大事にしました。浪人も覚悟の上でのチャレ
ンジでしたが、前期試験で見事合格することが
出来ました。

佐倉　康太郎 くん

長崎大学

（明峰中出身）

工学部合格

センター試験は目標点に届きませんでしたが、２
次試験、得意の書道に勝負をかけました。書道も
小論文も面接も、先生方のアドバイスが力になり
ました。

中島　巖 くん

福岡教育大学

（諫早中出身）

教育学部　中等書道合格

勉強ばかりの生活から解放され、大学生になれ
て幸せです。心配をかけた親や先生方に恩返し
が出来る様に頑張ります。

高畑　晋之輔 くん

茨城大学

（小長井中出身）

農学部　地域環境科学科合格

入学時イマイチな成績だった私が、前期試験で
合格しました。毎日目の前の課題に取り組み続
けて、高校3年間で力をつけてきたのだと思い
ます。

大石　聡志 くん

長崎県立大学

（愛野中出身）

地域創造学部　公共政策学科合格

約１か月で自作の面接対策ノートを3冊作りまし
た。合格を知ったとき、それまでの苦悩や挫折は
この大学で夢を叶えるためだったのだと思えま
した。

寺田　知恵 さん

高知県立大学

（南串中出身）

社会福祉学部合格

一般進学コースに在籍。卓球部の引退後から受
験勉強を始めました。夏の雲仙学習合宿で数学
Ⅲを集中して教えて頂き、前期日程で合格する
ことが出来ました。

一ノ瀬　傑 くん

高知工科大学

（西有家中出身）

システム工学部合格

小テストも模擬試験も、とにかく結果にこだわり
ました。効率よく学習することを心がけたこと
で、自分流の学習スタイルを確立できたと思い
ます。

塩津　祥太 くん

北九州市立大学

（北諫早中出身）

経済学部合格

高３の秋から入寮し学習時間確保に努めました。
級友たちと励まし合いながらスランプを乗り越
え、センター試験では見事国語の９割超えを達
成しました。

中村　香花 さん

尾道市立大学

（有家中出身）

芸術文化学部　日本文学科合格

面接指導や小論文の添削指導をしてくださる先
生方の存在が心の支えでした。先生方の励まし
があったからこそ、最後まで頑張り抜くことが出
来ました。

金子　将大 くん

職業能力開発総合大学校

（国見中出身）

総合課程　機械専攻合格

キリスト教を学びながら「なりたい自分」を目指
せる大学、それが私にとっての国際基督教大学
です。感謝の気持ちを胸に大学の学びも充実さ
せていきます。

川原　陽菜子 さん

国際基督教大学

（片淵中出身）

教養学部合格

明治大学　理工学部合格 立命館大学　理工学部合格 関西学院大学　人間福祉学部合格

青山学院大学進学を目標に、サッカーも学習も
３年間全力で取り組みました。小論文は難問でし
たが、先生方の添削指導で力をつけて合格でき
ました。

高水　誠也 くん

青山学院大学

（滑石中出身）

経営学部合格

どんなに成績が伸びなくとも、第一志望の獣医
師を変えることはありませんでした。ようやくそ
のスタートラインに立てたことを嬉しく思いま
す。

馬場　智 くん

北里大学

（諫早中出身）

獣医学科合格

他　山口大学１名、長崎県立大学３名（計４名）、北九州市立大学１名（計２名）、
　　神戸市外国語大学１名、山口東京理科大学１名、防衛大学校３名 合格

など

合格おめでとう！！
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VOL.20　2016年 5月30日進学だより
２年連続  九州大学に現役合格!!
３年連続  横浜国立大学に現役合格!!
３年連続  国公立大学合格者３０名超!!

２年連続
現役合格！！

横浜国立大学  ３年連続現役合格！！
広島大学 　　 ２年連続現役合格！！
長崎大学 　　 2年連続7名合格！！
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・・・・・・・・

九州大学国公立大学31名
1名
文学部
2015

1名
理学部
2016

国公立大学合格者数

３年連続30名超！！
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STUDENTS FIRST!あなたの夢、叶えます！
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！！

●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。
●予備校受講料支給特待制度があります。

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、

1

2

鎮西学院の国公進で
東大を目指そう！

勉強中心で３年後は難関国公立大学を
目指すコース

●少人数クラス編成で徹底指導！
●朝テスト（あさたん）で単語力UP!
●難関大対策パワーアップセミナー
　（19：00～20：30）を開講している！
●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）
●受験前は教師がついて
　20：30まで自学ができる！
●もちろん、勉強と両立で
　やりたい部活動もできる！ 

1

2

3

4

5

6

国公立大学進学コース
特色国公立大学進学コースの

３０人×２クラス

Ⅰ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Ⅱ類（３０名）

鎮西学院に入学して
国公立大学進学コース１年

　私は中学生のとき、勉強への意欲がなくなり成績が下がった時期がありました。初めは
公立高校を目指していた私も、「高校で勉強についていけなくなったらどうしよう」と不安は
募るばかりでした。そんな時「鎮西学院の国公進クラスは、少人数のクラスで先生方がよく
面倒をみてくださる」という話を聞いて、鎮西学院へ進学することを決めました。
　実際に通ってみて、国公立大学を目指すことの厳しさを日々痛感しています。しかし、同じ
目標を持った仲間と切磋琢磨しながら、明るく楽しい学校生活を送ることができています。
　これからも常に高い志をもって頑張りたいと思います。

道 下  慶 乃 （長田中出身）さん

●全員にタブレットを貸与！1
●e-learning「すらら」を用いた授業がある！
●朝の学び直しの時間で基礎力UP!
●公務員講座を受講できる！
●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！
●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！） 
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一般進学コース
特色一般進学コースの

4０人×4クラス

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

◎B奨学生 230点以上

◎A奨学生 250点以上

◎C奨学生 210点以上

大学進学受験推薦入学制度
●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 

●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）

1

2

学力奨学生合格のめやす

北九州市立大学
（外国語学部英米学科）

嶋 崎 佳 郎 くん
(滑石中出身　卓球部)

長崎県立大学
（経営学部経営学科）

大 窪 寧 之 くん
(岩屋中出身　バレー部)

長崎県立大学
（経営学部経営学科）

古 賀 洋 之 くん
(飯盛中出身)

長崎県立大学
（地域創造学部実践経済学科）

國 分 翔 輝 くん
(豊玉中出身　野球部)

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！！

公務員に合格した
生徒たち

公務員・自衛官
（最終合格）

◎自衛隊航空学生（航空要員）
　固定翼のパイロット！！
◎国家一般職
◎刑務官　◎警視庁
◎長崎県警・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２名
◎大阪府警・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２名
◎神奈川県警・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３名
◎一般曹候補生・・・・・・・・・・・・・・・・・・５名
◎自衛官候補生・・・・・・・・・・・・・・・・28名

全て一般進・商業科
からの

現役合格！！

それぞれの
誠実な努力が
結果を出す！！

今、夢に向かって
頑張っています。

国公立大学に合格した
一般進学コースの生徒たち

すばらしい
未来を掴むのは
君の意志だ！！

44名

一人ひとりの力を伸ばす

少人数クラスでの

徹底指導体
制！！

タブレットでの学習風景

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！

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。

など約30大学


