
鎮西学院高等学校

国公立大学合格者数

4年連続30名超！！国公立大学32名2017年度入試

九州大学 3年連続 現役合格！！
広島大学 3年連続 現役合格！！ 熊本大学 3年連続 現役合格！！
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公務員コース
2017年より新コース開設！！

グローバルイングリッシュコース
2018年新設予定！！

国
公
立
大
学
に

合
格
し
た

卒
業
生
た
ち
！！

TOPIC
S

VOL.21 2017年 5月25日



少人数クラス編成で徹底指導！
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）
合宿や補習など課外の取り組みが充実！
受験対策と部活動の両立ができる！

ONLINEによる英会話
海外姉妹校への短期留学
海外の大学への直接進学

対馬市消防
大分市消防
長崎県警
神奈川県警
海上保安学校
一般曹候補生
自衛官候補生
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公務員・自衛官
（最終合格）

一般進・商業科からの

キリスト教学校教育同盟校推薦制度
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　など多数！！ 
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）

大学進学受験推薦入学制度
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

学力奨学生合格のめやす

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1０万円を入学時に
支給します。さらに、東大を目指すS奨学生は、

「英語をしゃべれる」だけでなく
「英語を使える」人材の育成!!

グローバルイングリッシュ コース

公務員 コース一般進学 コース

私は中学生の頃、第一志望を鎮西学院か
公立かで悩んでいました。しかし、オープンスクー
ルに何度か参加する度に「鎮西に入りたい」と
いう気持ちに傾いてきました。国公進の少人
数制と手厚い指導をして頂けるというのが
決め手でした。中学時代、塾に通っていなかった
ので、高校の授業についていけるか少し不安を
持っていましたが、補習や学習会がたくさん
あり、「これなら苦手科目を克服できる」と思った
のも鎮西を選んだ理由でした。進路を決めた時、
周りの友達から「どうして私立に行くのか？」と
聞かれましたが、新しい友達もでき、毎日楽しく
過ごせており、鎮西に入学して良かったと実感
しています。

鎮西学院に入学して
国公立大学進学コース１年

川上春乃 （西諫早中出身）さん

国公立大学進学 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！
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！ 

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。

Ⅰ類（25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（25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

一般進学コースの●●

25人×1クラス25人×2クラス

15人×1クラス

34名
現役合格！！

福岡大学
（スポーツ科学部）
伯野海人 くん

（西諫早中出身 ボクシング部）

国士舘大学
（２１世紀アジア学部）
山本大輝 くん

（西諫早中出身 柔道部）

中央大学
（法学部）

梅本鈴太郎 くん
（吾妻中出身 バレー部）

駒澤大学
（仏教学部）
江口大雅 くん
（西彼中出身 陸上部）
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在学生よりメッセージ

2017年新設！！

2018年新設！！e-learning「すらら」を
用いた授業がある！
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
ものを自由に選べ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！） 

STUDENTS FIRST!
あなたの夢、叶えます！！
勉強も部活も学校生活も、 夢に向かって楽しもう！！

少人数クラスで
一人ひとりを
徹底指導！

国公立大学進学コースの●●特色

特色

文武両道
頑張りました！！

夢に向かって
頑張ります！！

1

2

全員にタブレットを貸与！

スポーツ推薦で合格した
一般進学コースの生徒たち

公務員に合格した生徒たち
鎮西学院の
国公進で
東大を
目指そう！

35人×4クラス

諫早市役所 1名・・・・・・・・・・・・・・・



http://www.chinzeigakuin.ed.jp/詳しくはコチラから検索！ 鎮西学院 検索検索

〒854-0082  長崎県諫早市西栄田町1212-1  TEL.0957-25-1234
FAX.0957-25-1237  E-mail:prdept@chinzeigakuin.ed.jp鎮西学院高等学校

２０１7年度入試  私立大学合格者 116名２０１7年度入試  私立大学合格者 116名
長崎大学 経済学部 都留文科大学 文学部 下関市立大学 経済学部

東京理科大学 理学部 上智大学 外国語学部 中央大学 総合政策学部

国公進の授業は分かりやすい上、面白さも
あり、非常に楽しかったです。勉強するという
ことに関して、県内のどの高校にも劣らない
環境が整えられています。

柳澤  直人 くん

九州大学

（西諫早中出身）

理学部  化学科

つまずいた部分を復習すること以上に力を
付ける方法はありません。思うように成績が
伸びず不安になることもありましたが、最後まで
先生方を信じて頑張りました。

佐伯  翼 くん

広島大学

（西部中出身）

法学部 法学科 夜間コース

高２では理系クラスに、高３からは文系クラスに
在籍。センター試験は７００点を超え、第一志望に
合格できました。

阿比留  瀬奈 さん

長崎大学

（飯盛中出身）

医学部 保健学科 理学療法専攻

とにかく問題を解くこと。理科は解説の丸写し。
この苦労により、効率的に点が伸びました。
ある程度伸びたら停滞しますが、この時期に
腐らず続けることが大切です。

白石  曉飛 くん

鹿児島大学

（仁田中出身）

教育学部 数学専修

推薦入試では学力より人格的な部分を重視
する大学も少なくないので、学力に加え、普段
から人と接して自分の考えをはっきり言える
ようにしておくことが大切です。

原  銀次 くん

九州工業大学

（時津中出身）

情報工学部 機械情報工学科

スタディサプリを活用し、1日1本は動画を見ると
決めていました。私には、誰かの説明を聞いて
勉強するという方法が合っていたので、良かった
と思います。

菅  夏海 さん

福岡教育大学

（愛野中出身）

教育学部 初等教育学科

寮の学習やクラスでの放課後学習など、充実
した学習環境のおかげで勉強に集中することが
できました。毎日遅くまで一緒に勉強した仲間や
両親に感謝です。

林  萌香 さん

長崎県立大学

（南中出身）

経営学部 国際経営学科

なかなか志望校を決められず受験に対しての
不安もありましたが、高校での勉強を通して
英語に自信がついたことで「英語をつかえる」を
目標に頑張ることができました。

濱    有加 さん

北九州市立大学

（飯盛中出身）

外国語学部 国際関係学科

鎮西学院は英語検定対策が手厚く、私は在学
中に準1級を取得できました。隣接した大学で
受検できる上、先生が快く指導して下さった
から成し得たと思います。

尾崎  成美 さん

東京外国語大学

（玖島中出身）

言語文化学部 ロシア語学科

1「授業の予習」、2「先生方に積極的に質問
すること」、3「勉強しなければならない環境を
作ること」。この３つを意識して、最後まで頑張り
ました。

宮本  侑汰 くん

熊本大学

（吾妻中出身）

工学部 マテリアル工学科

少人数のクラス編成や進路について親身に
なって考えてくださる先生方が多く、部活も
勉強も両方頑張れる環境だったので目標に
向かって本気で頑張ることができました。

森芳  春菜 さん

長崎大学

（愛野中出身）

環境科学部

自分が進学したい大学が決まると、その大学に
合格するために必要なことが分かるため、勉強に
取り組みやすくなります。だからなるべく早目に
決めた方がいいです。

宮﨑  陽菜乃 さん

鹿児島大学

（愛野中出身）

理学部 地球環境科学科

「置かれた場所で咲きなさい」という言葉に
励まされ、鎮西で頑張ってきました。先生方に
していただいた口頭試問や面接の練習は、
本番で大きな心の支えとなりました。

篠塚  俊彦 くん

九州工業大学

（小浜中出身）

情報工学部 システム創成情報工学科

進路のことで悩むこともありましたが、仲間や
先生方のおかげで目標であった看護師への
第一歩を踏み出すことができました。努力できる
環境だったことに感謝しています。

野本  百慧 さん

長崎県立大学

（橘中出身）

看護栄養学部 看護学科

英検やＴＯＥＩＣ、ＧＴＥＣなど外部検定も積極的に
受検しました。個別指導や添削指導など先生方
の熱心な指導についていくことで、自然と大学
入試に対応出来る力も身についたと思います。

奥村  想一朗 くん

長崎県立大学

（北諫早中出身）

経営学部 国際経営学科

徹底した指導のおかげで英語の力を伸ばす
ことができました。センター試験後の志望校に
合わせた個別指導のおかげで自信を持って
受験に臨むことができました。

永田  美樹 さん

北九州市立大学

（吾妻中学校）

外国語学部 国際関係学科

塾や予備校に通わず国公立大学に進学でき
たのは、放課後学習と先生方の個別指導の
おかげだと思います。質問に行くと、理解できる
まで丁寧に教えてもらえました。

江島　佳歩 さん

広島大学

（明峰中出身）

理学部 化学科

無事合格できたのは、目標に向け全員が一丸
となって努力するクラスの環境、生徒のことを
考えた先生方の丁寧なご指導、私を支えてくれた
全ての方々のおかげです。

坂口  結人 くん

長崎大学

（諫早中出身）

教育学部 小学校教育コース

厳しい現実に落ち込むこともありましたが、最終
的に努力は無駄ではないんだと思いました。
そばで支えてくれる人がいることに感謝し、大学
生活を送っていきます。

柴田  朱莉 さん

佐賀大学

（諫早中出身）

教育学部 学校教育課程幼小連携教育コース

高校入学当初から、国立大学で建築学を
学びたいと考えていました。ようやくその学びを
スタートできることを嬉しく思います。

塚元  大地 くん

大分大学

（北諫早中出身）

理工学部 創生工学科

先生を好きになると勉強のやる気が出ます。
私は本当に先生方が大好きで、成績が良いと
褒められるので頑張れました。周囲の人に
恵まれ、充実した3年間でした。

田中  結実 さん

福岡教育大学

（愛野中出身）

教育学部 初等教育学科

英語は「問題を解く、分からない単語を抜き
出す、覚える」を繰り返すことで、自信を持って
受験することができました。模試の結果に
一喜一憂しないことが大切です。

松岡  葵 さん

長崎県立大学

（南串中学校）

経営学部 経営学科

「あきらめない」をモットーにただひたすら目標に
向かって努力を続けました。

中川  信 さん

福岡県立大学

（千々石中出身）

看護学部 看護学科

国公進は勉強と部活動の両立が難しいと思い
ますが、かけがえのない仲間がたくさんでき、
最後までやり抜く力も身に付きます。部活動を
辞めずに頑張って良かったです。

力田  千聖 さん

宮崎公立大学

（愛野中出身）

人文学部 国際文化学科

合格おめでとう！！
２０１7年度入試  国公立大学合格者 32名２０１7年度入試  国公立大学合格者 32名
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