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海上保安学校学生
長崎県警察
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鎮西学院高等学校

公務員に合格した生徒たち

特 色

一般進学コース

公務員コース

私立大学合格
2018年度入試

25人×1クラス

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！
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35人×4クラス

全員にタブレットを貸与！
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！
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138名

国公立大学合格者数

5年連続
30名超！！

国公立大学合格

32名
2018年度入試

長崎大学 薬学部・熊本大学 医学部
広島大学 総合科学部など
長崎大学 薬学部・熊本大学 医学部
広島大学 総合科学部など

グローバル・イングリッシュコース開設！

特 色

青山学院大学・法政大学・明治学院大学・西南大学・関西学院大学・立命館大学など



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

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3万2千円（通常16万円）授業料５3万6千円（通常６7万円）
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夢に向かって
頑張ります！！

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、
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2018年
開設！

勉強も部活も
学校生活も、

夢に向かって楽しもう！！

合言葉は『飛躍』 ２０１8年度入試
国公立大学

合格者

32名

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

特 色

25人×2クラス

学力奨学生合格のめやす 大学進学受験推薦入学制度

在学生よりメッセージ
鎮西学院に入学して
国公立大学進学コース１年 関 愛夏 さん（小浜中出身）

私は幼い頃から海外に興味があり、中３の５月に担任の先生から、
鎮西学院にグローバルイングリッシュコースができると聞き、
すぐに進路の選択肢の一つとして考えました。オープンスクール
に参加しGEコースの特色について知ると、ますます鎮西学院
に入りたいという気持ちが大きくなりました。自分が一番好きな
英語を高校で専門的に学べる機会はとても貴重で、毎日楽しく
学んでいます。来年は短期留学やホームステイなど、学んだ
英語を実践する場があり、とてもわくわくしています。

在学生よりメッセージ
鎮西学院 GEコースに入学して
グローバル
イングリッシュコース１年 中村 友哉 くん（佐須奈中出身）

少人数クラスで
一人ひとりを
徹底指導！

鎮西学院の
国公進で
東大を
目指そう！

特 色
今年度より朝補習を実施せず、
全員スクールバスで
登下校可能になりました!
少人数クラス編成で徹底指導！
難関大学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！
もちろん、勉強と両立で
やりたい部活動もできる！ 
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国公立大学
進学コース

グローバル
イングリッシュ
（GE）コース

鎮西学院のオープンキャンパスに参加し、学校に流れる
落ち着いた雰囲気と明るい先輩方の姿に胸を打たれ、
すぐに「ここだ！」という直感を抱きました。さらに、先生
方から手厚い個別指導をしていただけると知り、入学の
決意を固めました。国公立大学進学コースでは夕方補
習や土曜補習、放課後学習会など充実した学習プログ
ラムが組まれており、丁寧な指導のもとで質の高い
学習ができていることを実感しています。新しい友達も
でき、とても良い環境で充実した日々が送れています。
鎮西学院に入学して本当によかったです！

「英語をしゃべれる」だけでなく
「英語を使える」人材の育成!!

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
英検・TOEIC対策指導
プログラミングも学べる

1
2
3
4
5

15人×1クラス

勉強と部活の両立をし
たいと思い、鎮西学院に
入学しました。２年生から
は学習時間を確保する
ため寮生活を始め、毎日
平日２時間半の学習会に
取り組みました。受験に
関しては得意教科を伸
ばす作戦を実践しました
が、予習や小テストなど
をおろそかにしないこと
が大切だと思います。

長崎大学 環境科学部

榊 真由 さん　（山里中出身）

高１のときから長崎大学
薬学部を志望し、そのた
めに部活動と勉強を両
立させながら頑張って
きました。教科担当の先
生から丁寧な添削指導
をしていただき、第１志
望の大学に合格するこ
とができました。本当に
感謝しています。

長崎大学 薬科学科

吉岡 響 さん　（飯盛中出身）

高３では、家族よりも長
い時間をクラスのみん
なと共に過ごし、塾や予
備校生にも負けないく
らいの学習時間と先生
方の手厚いご指導を受
け、自分の自信になりま
した。私が合格すること
ができたのは一人の力
ではないのだと感じて
います。

宮崎公立大学 人文学部国際文化学科

鬼塚 理央 さん　（森山中出身）
私は前期試験で失敗し
てしまいましたが、あき
らめず後期試験に向け
て気持ちを切り替え何
とか合格を勝ち取るこ
とができました。暗記科
目は特に時間や努力を
要すると思うので早め
に取り組み、自分なりの
学習スタイルを確立す
ることが大事だと思い
ます。

佐賀大学 教育学部小中連携教育コース

清水 将貴 さん　（東部中出身）

高３になり皆が勉強を
本格的に進めていく中
で私が意識したのは、他
の人がしていない時間
も学習に取り組むこと
でした。日常生活の中で
の隙間時間を無駄にせ
ず、大事に使うことを心
がけました。

熊本大学 医学部保健学科

小田 恵李花 さん　（北諫早中出身）

合格おめでとう！！


