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長崎方面より
● ＪＲ長崎駅より車で約３０分
● 県営バス「網場・春日車庫行」・
  長崎バス「潮見町行」乗車、
　「日見公園前」下車徒歩約1分

諫早方面より
● ＪＲ諫早駅より車で約４０分
● 県営バス「長崎駅行」乗車、
　「網場道」下車、徒歩約3分
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友達とともに過ごす思い出の時間School Life 平成31年度　学校案内

附 属 高 等 学 校
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総附ってどんな学校? 
いろんなコーナーで楽しもう！

総附のクラブを体験しよう！!

総附受験ワンポイントアドバイスと
クラブ体験がドッキング！

文化祭や修学旅行は、高校生活の中で、最も楽しい思い出となるメインイベント!!
他にも総附ならではの行事もあります!!

● 入学式
● 1学期始業式
● 基礎学力試験
● フレンドリーセミナー
● 歓迎遠足

4月
● 第1回定期考査

5月
● 高総体
● オープンスクール①
● 第2回定期考査

6月 7月
● ペーロン体験
● スポーツ大会
● 1学期終業式
● 夏季補習
● 三者面談
● 地域ボランティア清掃

8月
● 夏季補習
● 平和学習
● オープンスクール②
● 2学期始業式

9月
● 体育祭
● 文化祭

10月
● 第３回定期考査
● オープンスクール③

11月
● 生徒会役員改選
● 総大特別推薦試験
● 第4回定期考査

12月
● 送別スポーツ大会
● 地域ボランティア清掃
● 2学期終業式

1月
● 3学期始業式
● センター試験

2月
●  2年修学旅行
● 1・2年総合学習
  発表会

3月
●  卒業式
● 第5回定期考査
● 弁論大会
● 地域ボランティア清掃
● 3学期終業式



総附で夢を育て、
自分の可能性を
発見しよう！

個性の尊重
課外活動も充実!!

生活サポート
親しみやすい先生ばかり!!

系統的教育
大学の授業を先取り!?

長崎総合科学大学附属高等学校では、以下の3つの大きな教育理念のもと、学問はもち
ろん、身の回りに存在する様々な問題に生徒が自ら挑み、考え、行動できるよう、大学と
連携した特色ある教育を行っています。

3つの柱
T h r e e  i d e a s

学校生活のクラブ活動を中心に、一人ひとりの
個性を伸ばす取り組みをしています。自分たちの
頭で考え、自分たちの手で実行する力を育て、自
分の可能性を発見する機会を作っています。

学校生活のなかで生まれてくる生徒の日々の不
安や悩みに、教員とカウンセラーが寄り添い、サポ
ートします。明るく楽しい学級づくりや人間関係の
アドバイスなどを行っています。

長崎総合科学大学の先生を迎え、大学の勉強に関
連する特別授業「高大連携授業」を行います。高
校の授業だけでは味わえない学ぶ楽しさ、発見の
喜びを知ることで、学習意欲を高めていきます。

　昨年度、本校サッカー部は全国高校総体に続き、第96回全国サッカー選手権で全国ベスト８という過去を超える成績を収めることができま
した。また、高卒Jリーガーも誕生し、2020年の東京オリンピックで日本代表に選出されることを期待しています。
　この春の九州高校野球長崎県大会決勝で、大逆転勝利で初優勝、最後まで総附ナインの勝負を諦めない戦いぶりに応援団一同感動し
ました。3年前の秋の大会に続き、2回目の九州大会出場になりました。
　野球部に続いて、今年もバレーボール部、ヨット部、NiAScience部など部活動において生徒が輝くことを切に願っています。
　また、長総大工学部や総合情報学部への進学を中心に進路指導にも力を注ぎます。「チーム総附」を合い言葉に、一人ひとりの夢の実現
に向けて勉学に部活に今年も頑張ります。

生徒が輝く学校
長崎総合科学大学
附属高等学校

校長  田原 章吾
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入学後に習熟度を考慮してつくられるクラスです。国公立・有名私大進学を目標
としています。授業は、他のクラスに比べて英語・数学の授業時間を増やし、
さらに放課後に補習時間を設け、より一層の学力向上を目指しています。

特進クラスの生徒は、ほとんどが部活生です。強化指定クラブの生徒も多数
所属しており、意識の高い仲間と勉強でも部活でも、上位を目指して頑張っ
ています。

国公立大学・有名私立大学を目指す！

文武両道を目指す！

特進クラスでは、強化指定クラブの部員やそれ
以外のクラブの部員がお互いに高めあいながら
日々の生活を送っています。勉強面では、７時間
授業や補習を受けながら学力向上を目指してい
ます。大学進学や学力向上を目指している人は、
ぜひ特進クラスに入ってみてください。

特進クラス ３年 佐田 夏実 
（長崎市立東長崎中学校出身）

ＳＨＲ
朝の読書

８：3５
授業

（１～４時間目）

８：５０～１２：４０
昼休み

１２：４０～１３：２０
授業

（５・６時間目）

１３：２５～１５：１５
清　掃

15：15～１５：25
７時間目

１５：３０～１６：２０
補　習

１６：３０～１７：２０
下　校
１８：３０

登　校
８：１５

特進クラスの生徒の一日（例）

特別進学クラスは明るく活発な生徒が多く、部
活動，勉強の両立を頑張っています。授業内容
もハイレベルな教科が多くなりますが、仲間同士
で教え合い、切磋琢磨して成長できるクラスで
す。経験豊富な教師陣も進路実現に向けた万
全のサポートを行っています。

2年担任　山中 卓也

在校生のコメント

特進クラス担任より

進路に応じたクラス編成

1年次 2年次 3年次

普 通 普 通 普 通

特進クラス
特進文系 特進文系

特進理系 特進理系

「僕、私」に合った学び方

特進クラス 国公立・私大進学を目指し、文武両道を実現 !

長崎県

高校新
人大会

8連覇!
!

主将／3年 奥村 幸司（大阪市立大宮中学校出身）

私たちは、日本一を目標として常に高い意識で
練習に取り組んでいます。また、毎日学校や寮
で生活を共にする仲間と、お互いを高めあうこ
とのできる素晴らしい環境が整っています。サッ
カーの技術はもちろん、人として大きく成長す
ることができる部活動です。私たちと一緒に、
夢に向かって頑張りましょう！

〇長崎県高等学校新人体育大会…優勝
〇長崎県高等学校総合体育大会…優勝
〇全国高等学校総合体育大会…ベスト8
〇高円宮杯U-18サッカーリーグ　プリンスリーグ九州…2位
〇全国高等学校サッカー選手権大会長崎県予選…優勝　
〇全国高等学校サッカー選手権大会…ベスト8
〇長崎県1部リーグ…2位　2部リーグ…2位

お互いを高めあいながら
人として大きく成長することができます！

〇第140回九州高校野球長崎県大会…ベスト16
〇第141回九州高校野球長崎県大会…ベスト８
〇長崎地区高校野球新人大会…3位
〇第142回九州地区高等学校
　野球長崎県大会…優勝（初優勝）

監督 小嶺忠敏
サッカー部は、全国大会優勝
17回を経験した小嶺忠敏監督
（長崎総合科学大学特任教授）
による指導を行っています。

主将／3年 西本 光貴
（長崎市立西浦上中学校出身）

創新寮 友生寮

サッカー部員のための男子寮「創新寮」と野
球部員とバレーボール部員のための男子寮
「友生寮」の２つの寮があり、県内外から入学
した生徒たちが、文武両道を胸に毎日の生活
を送っています。

「風」という自然の力を利用して行うヨット競技
は、なかなか体験することができません。恵まれ
た環境のもと、インターハイ出場を目指し、日々
精進しています。

〇長崎県高等学校総合体育大会
　・学校対抗…第2位
　・４２０級男子　澄川・本村ペア…第2位
　・SR級男子　 井戸響生…第2位
　・九州大会出場 主将／3年 澄川 楽人 

（長崎市立橘中学校出身）

〇長崎地区高等学校男女バレーボール春季大会…3位
〇長崎県高等学校男女バレーボール
　春季選手権大会…ベスト８
〇長崎県高等学校総合体育大会
　バレーボール競技…ベスト８
〇長崎地区高等学校男女バレーボール　1年生大会…準優勝
〇長崎県バレーボール協会長杯
　長崎県高等学校男女バレーボール選手権大会…ベスト８
〇長崎地区高等学校新人体育大会バレーボール競技…3位
〇第70回　全日本バレーボール高等学校選手権大会長崎県大会…ベスト８

主将／3年 佐々木 智哉
（諫早市立飯盛中学校出身）

部員のための男子寮も完備
強化指定クラブ

生徒の個性を引き出す大きな取
組としてサッカー・

野球・ヨット・バレーを「強化指定
クラブ」とし、

「スポーツ特待生」の受け入れ
を行っています。

▶寮についてのお問い合わせは本校まで

バレー部は、県大会優勝を目標として、「感性・感謝・
感動」のスローガンのもと、全員が「挑戦する者だけが
人生を変えられる」という思いで日々の練習に取り組
んでいます。「自分を変えたい人、自分を磨きたい人
は、是非一緒に頑張りましょう。

平成29年度の成績

● 写真　● 美術　● 放送
● 図書　● 吹奏楽
● NiAScience

● サッカー（男子）　● 野球（男子）　● ヨット　● バレーボール（男子）
● 陸上（駅伝）　● ソフトボール（男子） ● バドミントン ● テニス（男子） 
● バスケット（男子） ● 柔道

運動クラブ 文化クラブ

平成29・30年度の成績 平成29年度の成績 平成29年度の成績

野球部は、「＋１　げんこつ野球」をテーマに「情熱
こそが全てに勝る甲子園への道」という言葉の下、
日々の練習に取り組んでいます。本気で甲子園を
目指す皆さん、私達と一緒に闘いましょう！
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　・九州大会出場 主将／3年 澄川 楽人 

（長崎市立橘中学校出身）

〇長崎地区高等学校男女バレーボール春季大会…3位
〇長崎県高等学校男女バレーボール
　春季選手権大会…ベスト８
〇長崎県高等学校総合体育大会
　バレーボール競技…ベスト８
〇長崎地区高等学校男女バレーボール　1年生大会…準優勝
〇長崎県バレーボール協会長杯
　長崎県高等学校男女バレーボール選手権大会…ベスト８
〇長崎地区高等学校新人体育大会バレーボール競技…3位
〇第70回　全日本バレーボール高等学校選手権大会長崎県大会…ベスト８

主将／3年 佐々木 智哉
（諫早市立飯盛中学校出身）

部員のための男子寮も完備
強化指定クラブ

生徒の個性を引き出す大きな取
組としてサッカー・

野球・ヨット・バレーを「強化指定
クラブ」とし、

「スポーツ特待生」の受け入れ
を行っています。

▶寮についてのお問い合わせは本校まで

バレー部は、県大会優勝を目標として、「感性・感謝・
感動」のスローガンのもと、全員が「挑戦する者だけが
人生を変えられる」という思いで日々の練習に取り組
んでいます。「自分を変えたい人、自分を磨きたい人
は、是非一緒に頑張りましょう。

平成29年度の成績

● 写真　● 美術　● 放送
● 図書　● 吹奏楽
● NiAScience

● サッカー（男子）　● 野球（男子）　● ヨット　● バレーボール（男子）
● 陸上（駅伝）　● ソフトボール（男子） ● バドミントン ● テニス（男子） 
● バスケット（男子） ● 柔道

運動クラブ 文化クラブ

平成29・30年度の成績 平成29年度の成績 平成29年度の成績

野球部は、「＋１　げんこつ野球」をテーマに「情熱
こそが全てに勝る甲子園への道」という言葉の下、
日々の練習に取り組んでいます。本気で甲子園を
目指す皆さん、私達と一緒に闘いましょう！
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総附生は、高大連携授業を受けて今年で１５年目となります。
この授業では、総附の母体である長崎総合科学大学の２学部２学科８コース、すべてを体験しています。
これらの体験は、高校生でありながら、大学の授業を体験することにより、知識・教養を広め、学習に対する
興味・関心・意欲を高めています。そして何より、将来の進路選択の手助けとなっています。

実際の医療現場で用いられている
器具を使いながら講義を受けます。
使わないとわからない繊細さや正確
さに驚きながら、医療器具を管理する
臨床工学技士について学びました。

工学部 工学科
医療電子工学コース3

実際に建築物を作りながら、「光」が
建築物に与える影響や、建築物の
強度をあげるための工夫などを学び
ました！様々な角度から建築について
触れることができる、とても有意義な
体験でした。

工学部 工学科
建築学コース2

日本で唯一、船舶工学を専門的に学
べるこのコースでは、クルージング体
験の他溶接や塗装の疑似体験を行
いました。ここでしかできない体験は、
とても刺激になります！

工学部 工学科
船舶工学コース1

大学の実習室で溶接体験を行いま
した！音・光・温度など、実際に体験し
ないと感じることのできない感覚に
感動しながら講義は進みます！気分
は職人！

工学部 工学科
機械工学コース4

　私達の部は、長崎総合科学大学の先生や
大学生の指導のもとロボットを作っています。
ロボットの設計やプログラミングを変更するな
ど試行錯誤を繰り返し、初出場ながら2017年
12月に開催されたトマトロボット競技会ジュニ
ア部門で3位になる事ができました。
部の主な活動は、ロボット製作の基本技術を
習得し、自分達で工夫しながら作ったロボット
をもって各地で行なわれるロボット大会へ参加
する事です。ロボットや物作りに興味のある中
学生の皆さん私達と一緒にロボットを作って
みませんか。

「論理的思考」というテーマの下、
私たちがこれから色々な物事に取
り組むうえで基礎となる考え方につ
いて学びました。パズルや計算を
用いて、難しい内容を簡単に、そし
て身近に感じることができました。

総合情報学部
総合情報学科
マネジメント工学コース

8

「ロボットを動かそう」というテーマのも
と、ロボットにプログラミングを行いな
がらレースを行います。良くも悪くも私
たちの指示に忠実なロボット。優秀な
ロボットを作るべく協力して作業を行
いました！

総合情報学部
総合情報学科
知能情報コース

5

大学と地域・企業の連携事業である
下水からでた汚泥の再利用につい
て、実際にその処理場に赴いて講義
を受けました。私たちの身近でこうし
た素晴らしい事業が行われており、さ
らにそれを生で見るという貴重な機会
でした。海外の研究者もわざわざ見
学にくるとのことでした。

総合情報学部
総合情報学科
生命環境工学コース

7
自らの手でLEDの点灯回路を作る
実習を行いました。うまくライトが点
灯するように、一つずつ丁寧に作
業を行います。私たちの便利な生
活の裏側で、こうした技術が数多く
使われていることを知り、とても感動
しました。

工学部 工学科
電気電子工学コース6

過去5年間の卒業生の進路状況
長崎大学・長崎県立大学・北九州市立大学・名桜大学 国公立大

長崎女子短期大・福岡こども短大短大

福岡県警・自衛官候補生公務員

セレッソ大阪・三菱重工・大島造船・井筒造船・福岡造船・長崎県漁連　　
長崎西彼農協・宅島建設・吉本ハイテック・九建架線
関西エックス線・長田工業・三浦工業所　　　　
ハーモニーガーデン・長崎日舗・日本駐車場開発　他

就 職

長崎高等技術専門校・佐世保高等技術専門校・長崎市医師会看護専門学校
トヨタ名古屋自動車大学校・久留米自動車大学校
京都建築大学校・長崎リハビリテーション学院・長崎医療技術専門学校
長崎歯科衛生士専門学校・福岡医健専門学校　他

専門学校

長崎総合科学大学・長崎外国語大学・長崎ウエスレヤン大学・長崎純心大学　
活水女子大学・長崎国際大学　他

県内大学

福岡大学・福岡工業大学・九州産業大学・久留米工業大学・久留米大学
崇城大学・熊本学園大学・西九州大学・別府大学・九州共立大・沖縄大学　　
沖縄国際大学・産業能率大学・日本経済大学・日本文理大学　他

九州地区
大学

駒沢大学・東京農業大学・日本大学・拓殖大学・東海大学・日本体育大学　
国士舘大学・立正大学・帝京大学・中央学院大学・東京国際大学　
東京工芸大学・川崎医療福祉大学　他

関東地区
大学

桃山学院大学・大阪商業大学・大阪学院大学
大阪経済法科大学・関西福祉大学・関西国際大学　他

関西地区
大学

東海学園大学・名古屋芸術大学・広島工業大学・岐阜経済大学・愛知学院大学
福山大学・富士大学　他

その他の地区の
大学

栁谷 拓実（2018年卒）
雲仙市立国見中学校出身

東京農業大学進学

私は3年間サッカー部に所属し、文武両道を目
指して精一杯取り組んできました。そして3年生
になり自らの進みたい道が明確になってからは、
一層勉強に取り組むようになりました。インター
ハイや選手権に向けての厳しい練習の合間を
縫って、少ない時間で沢山の効果を上げようと
効率を考えて勉強できたことが合格できた理由
だと思います。みなさんも早く進みたい道をみ
つけ、進路実現を達成して欲しいと思います。

河原　豊（2018年卒）
長崎市立三川中学校出身

長崎総合科学大学
進学

　私は、長崎総合科学大学の建築学コースを受験
し合格しました。私が進路を決定した理由は、将来
の夢である建築士になるためです。夢が決まったの
は3年生になってからで、それまでは部活ばかりの
日々で勉強に関しては全く力を入れていませんで
した。しかし、夢が決まってからは進路実現に向け
て勉強を始めました。部活ばかりをやっていたので
勉強はとても大変でしたが、コツコツと努力を重
ね、一つずつわからない所を理解しました。後輩の
皆さんは、早めに夢を見つけ、早くから努力を重ね
て欲しいと思います。

泉田 太一（2018年卒）
諫早市立飯盛中学校出身

久留米自動車工科大学校
進学

私は子どもの頃から自動車が好きで、将来は自動車
整備士になりたいという夢を持っていました。高校
3年生になり、具体的な進路を考えた時、夢をあきら
めたくないと強く思い、専門学校に挑戦する事を決
めました。面接の練習は失敗の連続でしたが、夢を
夢のまま終わらせないよう、何度も必死に取り組み
無事合格する事ができました。初めは何度も失敗す
る事もありますが、何もしないより行動する方が自
分のためになると感じる事ができました。後輩の皆
さんも、自分が本当にしたい事を見つけて夢を叶え
てください。

石橋　蓮（2018年卒）
福岡県八女市立黒木中学校出身

藤川学園
公務員ビジネス専門学校
救急救命工学科進学

私は、前から人の命を守る仕事をしたいと考え
ていたので、進路選択に当たり救命士を目指
す事に決めました。救命士の資格が取れる大学
や専門学校を探し、実際にオープンスクール等
に参加したりして進路を絞り込みました。私は
サッカー部だったので練習は相当厳しかったの
ですが、進路実現のため、自由時間を削り勉強
を進めました。そのおかげで無事に進路を決め
る事ができました。これからは、救命士になれる
よう頑張ります。皆さんも夢に向かって頑張っ
てください。

中原　亮（2018年卒）
長崎市立三重中学校出身

長崎高等技術専門学校
溶接技術科進学

私は、3年間バスケットボール部に所属し、最
後の高総体が終わるまでは進路については全
く考えず夢中で部活動に取り組んでいました。
そして部活が終わってから、やっと高等技術専
門学校の受験を決め努力しましたが、推薦試
験で不合格となり、続く一般試験まで努力を重
ねました。結果は第2志望での合格でとても悔
しい思いをしましたが、この悔しさをバネに、進
学先でも努力を続けていきたいです。

向井 真琴（2018年卒）
長崎市立琴海中学校出身

長崎西彼農業協同組合
就職

私は、高校3年間野球部に所属し、甲子園出場
という目標をもちチャレンジしていました。就職
活動でも無理だと思う前にチャレンジして、目
標に向け努力することが大事だと思います。後
輩の皆さんも何か自分なりの目標を持ち、努力
しチャレンジしてみてください。人生1度きりな
ので後悔しないように、毎日楽しく、かつ充実し
た高校生活を送ってください。高校での健闘を
祈ります。

東山 輝星（2018年卒）
諫早市立諫早中学校出身

富士大学進学

3年生になり進路を決める時、当初、私は悔いなく高
校野球を終えて就職しようと考えていました。しか
し、最後の大会直前に怪我をして力を発揮できない
まま高校野球が終わってしまいました。このまま野球
をやめていいのかと自分に問いかけ、富士大学に進
学をして野球を続けようと決心しました。進学を決
める事は簡単ではありませんでしたが、そんな私の
背中を父が押してくれたおかげで、進学を決める事
ができました。進学を決める事ができたのも沢山の
人との繋がりがあったからです。皆さんも人との繋
がりを大事にしてこれからも頑張ってください。

峯　晃哉（2018年卒）
長崎市立三重中学校出身

長崎国際大学進学

私は、高校3年間野球部に所属し、甲子園出場
を目標に日々努力してきました。3年間でどん
なことでも挑戦することを学びました。何事も
挑戦しなければ何も始まりません。これからの
人生何事にも失敗を恐れずに挑戦することが
大切だと思います。人生は一度きりなので悔い
が残らないように、毎日を充実した生活にして
下さい。目標を立て、達成できるように頑張っ
て下さい。

柳原 和輝（2018年卒）
長崎市立三川中学校出身

長崎総合科学大学
進学

私は、附属高校特別推薦入試で長崎総合科
学大学への進学を決めました。地元に進学
し、サッカーを続けたいという思いもあり早
めに進学先を決める事ができました。その
結果、受験の準備も沢山できた事が、合格
につながったと思います。家での時間は勿
論、通学時間などの空いた時間にも学習に
取り組み、努力の結果が定期考査の点数な
どで現れた時は嬉しかったです。

2年 河出　天（長崎市立橘中学校出身）

見つかる「僕、私」の未来

高大連携授業 長崎総合科学大学の２学部２学科８コース
全ての授業を体験できる！

高大連携授業で学んだこと

本校の生徒が特別推薦制度で長崎総合科学大学に進学すると
次の特典があります。

● 検定料3万円が無料
● 入学金を10万円免除
● 1年次前期授業料を
  20万円免除 ※詳しくは、大学入試広報課へ

　お問い合わせください。

平成28年度
33万円減

3年間の努力が形になる
私は3年間、バレーボール部に所属し厳しい練習に取り組む一方で学
業との両立を果たすため努力を続けました。3年生の6月に引退をし
てからは勉強によりいっそう力をいれ、特に苦手だった数学では1，2
年生の頃の問題集や授業中に扱ったプリントの解き直しなどを行い、
克服する努力を重ねました。附属高校特別推薦制度は、部活や行事
などであっという間に過ぎていく3年間を努力し続けてきた人ほど得
する制度だと思います。後輩の皆さんも、3年間できることを一生懸
命頑張り、是非この制度を利用してください。

長崎総合科学大学工学部
工学科医療工学コース
船津 稜太（2018年卒）
諫早市立高来中学校出身

長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度
長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度Check!

本校を卒業して頑張っているOBの方々のインタビューをご紹介いたします。INTERVIEWO B

卒業生は毎年、長崎総合科学大学をはじめ、4年生大学、短期大学、
専門学校などに多数進学しています。本校では、自ら学び、考え、行動
する人材の育成を目指し、日々 の教育活動に取り組んでいます。

高校在学中は寮生活を送りながらハードな毎日を
過ごしました。けれども、どんなにきついことが
あっても夢であるプロのサッカー選手になるため
に諦めず努力してきました。また、高校３年間を通
して、仲間の大切さや自分の未熟さ、そして感謝す
る大切さを学びました。素晴らしい指導者や仲間
たちに出会えた総附に本当に感謝しています。

私は今、夢への一つめのステップであるプロサッカー
選手としての日々を送っています。生活の中心には常
にサッカーがあり、短い時間でしっかりとした結果を出
すために偉大な先輩たちの背中をみて、自分にできる
事に精一杯取り組んでいます。心も身体も苦しくなった
時に思い出すのが高校生活です。毎日がむしゃらに仲
間とサッカーに励んだ日々が、今の私を支えてくれて
います。私の夢は世界で活躍できるプレイヤーになる
ことです。そのために、これからも自分に厳しくプロの
世界を戦いぬきたいと思います。

高校在学中は寮生活を送りながら ドな毎

現在Ｊ１ Ｖ.ファーレン長崎に所属
吉岡 雅和（2013年卒）　島原市立布津中学校出身

私は今 夢 め プであるプ サ

現在セレッソ大阪に所属
安藤 瑞季（2018年卒）　津久見市立第二中学校出身

新
附属高校生対象

特待生枠
４年間の授業料免除
全額 １名 2名半額
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総附生は、高大連携授業を受けて今年で１５年目となります。
この授業では、総附の母体である長崎総合科学大学の２学部２学科８コース、すべてを体験しています。
これらの体験は、高校生でありながら、大学の授業を体験することにより、知識・教養を広め、学習に対する
興味・関心・意欲を高めています。そして何より、将来の進路選択の手助けとなっています。

実際の医療現場で用いられている
器具を使いながら講義を受けます。
使わないとわからない繊細さや正確
さに驚きながら、医療器具を管理する
臨床工学技士について学びました。

工学部 工学科
医療電子工学コース3

実際に建築物を作りながら、「光」が
建築物に与える影響や、建築物の
強度をあげるための工夫などを学び
ました！様々な角度から建築について
触れることができる、とても有意義な
体験でした。

工学部 工学科
建築学コース2

日本で唯一、船舶工学を専門的に学
べるこのコースでは、クルージング体
験の他溶接や塗装の疑似体験を行
いました。ここでしかできない体験は、
とても刺激になります！

工学部 工学科
船舶工学コース1

大学の実習室で溶接体験を行いま
した！音・光・温度など、実際に体験し
ないと感じることのできない感覚に
感動しながら講義は進みます！気分
は職人！

工学部 工学科
機械工学コース4

　私達の部は、長崎総合科学大学の先生や
大学生の指導のもとロボットを作っています。
ロボットの設計やプログラミングを変更するな
ど試行錯誤を繰り返し、初出場ながら2017年
12月に開催されたトマトロボット競技会ジュニ
ア部門で3位になる事ができました。
部の主な活動は、ロボット製作の基本技術を
習得し、自分達で工夫しながら作ったロボット
をもって各地で行なわれるロボット大会へ参加
する事です。ロボットや物作りに興味のある中
学生の皆さん私達と一緒にロボットを作って
みませんか。

「論理的思考」というテーマの下、
私たちがこれから色々な物事に取
り組むうえで基礎となる考え方につ
いて学びました。パズルや計算を
用いて、難しい内容を簡単に、そし
て身近に感じることができました。

総合情報学部
総合情報学科
マネジメント工学コース

8

「ロボットを動かそう」というテーマのも
と、ロボットにプログラミングを行いな
がらレースを行います。良くも悪くも私
たちの指示に忠実なロボット。優秀な
ロボットを作るべく協力して作業を行
いました！

総合情報学部
総合情報学科
知能情報コース

5

大学と地域・企業の連携事業である
下水からでた汚泥の再利用につい
て、実際にその処理場に赴いて講義
を受けました。私たちの身近でこうし
た素晴らしい事業が行われており、さ
らにそれを生で見るという貴重な機会
でした。海外の研究者もわざわざ見
学にくるとのことでした。

総合情報学部
総合情報学科
生命環境工学コース

7
自らの手でLEDの点灯回路を作る
実習を行いました。うまくライトが点
灯するように、一つずつ丁寧に作
業を行います。私たちの便利な生
活の裏側で、こうした技術が数多く
使われていることを知り、とても感動
しました。

工学部 工学科
電気電子工学コース6

過去5年間の卒業生の進路状況
長崎大学・長崎県立大学・北九州市立大学・名桜大学 国公立大

長崎女子短期大・福岡こども短大短大

福岡県警・自衛官候補生公務員

セレッソ大阪・三菱重工・大島造船・井筒造船・福岡造船・長崎県漁連　　
長崎西彼農協・宅島建設・吉本ハイテック・九建架線
関西エックス線・長田工業・三浦工業所　　　　
ハーモニーガーデン・長崎日舗・日本駐車場開発　他

就 職

長崎高等技術専門校・佐世保高等技術専門校・長崎市医師会看護専門学校
トヨタ名古屋自動車大学校・久留米自動車大学校
京都建築大学校・長崎リハビリテーション学院・長崎医療技術専門学校
長崎歯科衛生士専門学校・福岡医健専門学校　他

専門学校

長崎総合科学大学・長崎外国語大学・長崎ウエスレヤン大学・長崎純心大学　
活水女子大学・長崎国際大学　他

県内大学

福岡大学・福岡工業大学・九州産業大学・久留米工業大学・久留米大学
崇城大学・熊本学園大学・西九州大学・別府大学・九州共立大・沖縄大学　　
沖縄国際大学・産業能率大学・日本経済大学・日本文理大学　他

九州地区
大学

駒沢大学・東京農業大学・日本大学・拓殖大学・東海大学・日本体育大学　
国士舘大学・立正大学・帝京大学・中央学院大学・東京国際大学　
東京工芸大学・川崎医療福祉大学　他

関東地区
大学

桃山学院大学・大阪商業大学・大阪学院大学
大阪経済法科大学・関西福祉大学・関西国際大学　他

関西地区
大学

東海学園大学・名古屋芸術大学・広島工業大学・岐阜経済大学・愛知学院大学
福山大学・富士大学　他

その他の地区の
大学

栁谷 拓実（2018年卒）
雲仙市立国見中学校出身

東京農業大学進学

私は3年間サッカー部に所属し、文武両道を目
指して精一杯取り組んできました。そして3年生
になり自らの進みたい道が明確になってからは、
一層勉強に取り組むようになりました。インター
ハイや選手権に向けての厳しい練習の合間を
縫って、少ない時間で沢山の効果を上げようと
効率を考えて勉強できたことが合格できた理由
だと思います。みなさんも早く進みたい道をみ
つけ、進路実現を達成して欲しいと思います。

河原　豊（2018年卒）
長崎市立三川中学校出身

長崎総合科学大学
進学

　私は、長崎総合科学大学の建築学コースを受験
し合格しました。私が進路を決定した理由は、将来
の夢である建築士になるためです。夢が決まったの
は3年生になってからで、それまでは部活ばかりの
日々で勉強に関しては全く力を入れていませんで
した。しかし、夢が決まってからは進路実現に向け
て勉強を始めました。部活ばかりをやっていたので
勉強はとても大変でしたが、コツコツと努力を重
ね、一つずつわからない所を理解しました。後輩の
皆さんは、早めに夢を見つけ、早くから努力を重ね
て欲しいと思います。

泉田 太一（2018年卒）
諫早市立飯盛中学校出身

久留米自動車工科大学校
進学

私は子どもの頃から自動車が好きで、将来は自動車
整備士になりたいという夢を持っていました。高校
3年生になり、具体的な進路を考えた時、夢をあきら
めたくないと強く思い、専門学校に挑戦する事を決
めました。面接の練習は失敗の連続でしたが、夢を
夢のまま終わらせないよう、何度も必死に取り組み
無事合格する事ができました。初めは何度も失敗す
る事もありますが、何もしないより行動する方が自
分のためになると感じる事ができました。後輩の皆
さんも、自分が本当にしたい事を見つけて夢を叶え
てください。

石橋　蓮（2018年卒）
福岡県八女市立黒木中学校出身

藤川学園
公務員ビジネス専門学校
救急救命工学科進学

私は、前から人の命を守る仕事をしたいと考え
ていたので、進路選択に当たり救命士を目指
す事に決めました。救命士の資格が取れる大学
や専門学校を探し、実際にオープンスクール等
に参加したりして進路を絞り込みました。私は
サッカー部だったので練習は相当厳しかったの
ですが、進路実現のため、自由時間を削り勉強
を進めました。そのおかげで無事に進路を決め
る事ができました。これからは、救命士になれる
よう頑張ります。皆さんも夢に向かって頑張っ
てください。

中原　亮（2018年卒）
長崎市立三重中学校出身

長崎高等技術専門学校
溶接技術科進学

私は、3年間バスケットボール部に所属し、最
後の高総体が終わるまでは進路については全
く考えず夢中で部活動に取り組んでいました。
そして部活が終わってから、やっと高等技術専
門学校の受験を決め努力しましたが、推薦試
験で不合格となり、続く一般試験まで努力を重
ねました。結果は第2志望での合格でとても悔
しい思いをしましたが、この悔しさをバネに、進
学先でも努力を続けていきたいです。

向井 真琴（2018年卒）
長崎市立琴海中学校出身

長崎西彼農業協同組合
就職

私は、高校3年間野球部に所属し、甲子園出場
という目標をもちチャレンジしていました。就職
活動でも無理だと思う前にチャレンジして、目
標に向け努力することが大事だと思います。後
輩の皆さんも何か自分なりの目標を持ち、努力
しチャレンジしてみてください。人生1度きりな
ので後悔しないように、毎日楽しく、かつ充実し
た高校生活を送ってください。高校での健闘を
祈ります。

東山 輝星（2018年卒）
諫早市立諫早中学校出身

富士大学進学

3年生になり進路を決める時、当初、私は悔いなく高
校野球を終えて就職しようと考えていました。しか
し、最後の大会直前に怪我をして力を発揮できない
まま高校野球が終わってしまいました。このまま野球
をやめていいのかと自分に問いかけ、富士大学に進
学をして野球を続けようと決心しました。進学を決
める事は簡単ではありませんでしたが、そんな私の
背中を父が押してくれたおかげで、進学を決める事
ができました。進学を決める事ができたのも沢山の
人との繋がりがあったからです。皆さんも人との繋
がりを大事にしてこれからも頑張ってください。

峯　晃哉（2018年卒）
長崎市立三重中学校出身

長崎国際大学進学

私は、高校3年間野球部に所属し、甲子園出場
を目標に日々努力してきました。3年間でどん
なことでも挑戦することを学びました。何事も
挑戦しなければ何も始まりません。これからの
人生何事にも失敗を恐れずに挑戦することが
大切だと思います。人生は一度きりなので悔い
が残らないように、毎日を充実した生活にして
下さい。目標を立て、達成できるように頑張っ
て下さい。

柳原 和輝（2018年卒）
長崎市立三川中学校出身

長崎総合科学大学
進学

私は、附属高校特別推薦入試で長崎総合科
学大学への進学を決めました。地元に進学
し、サッカーを続けたいという思いもあり早
めに進学先を決める事ができました。その
結果、受験の準備も沢山できた事が、合格
につながったと思います。家での時間は勿
論、通学時間などの空いた時間にも学習に
取り組み、努力の結果が定期考査の点数な
どで現れた時は嬉しかったです。

2年 河出　天（長崎市立橘中学校出身）

見つかる「僕、私」の未来

高大連携授業 長崎総合科学大学の２学部２学科８コース
全ての授業を体験できる！

高大連携授業で学んだこと

本校の生徒が特別推薦制度で長崎総合科学大学に進学すると
次の特典があります。

● 検定料3万円が無料
● 入学金を10万円免除
● 1年次前期授業料を
  20万円免除 ※詳しくは、大学入試広報課へ

　お問い合わせください。

平成28年度
33万円減

3年間の努力が形になる
私は3年間、バレーボール部に所属し厳しい練習に取り組む一方で学
業との両立を果たすため努力を続けました。3年生の6月に引退をし
てからは勉強によりいっそう力をいれ、特に苦手だった数学では1，2
年生の頃の問題集や授業中に扱ったプリントの解き直しなどを行い、
克服する努力を重ねました。附属高校特別推薦制度は、部活や行事
などであっという間に過ぎていく3年間を努力し続けてきた人ほど得
する制度だと思います。後輩の皆さんも、3年間できることを一生懸
命頑張り、是非この制度を利用してください。

長崎総合科学大学工学部
工学科医療工学コース
船津 稜太（2018年卒）
諫早市立高来中学校出身

長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度
長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度Check!

本校を卒業して頑張っているOBの方々のインタビューをご紹介いたします。INTERVIEWO B

卒業生は毎年、長崎総合科学大学をはじめ、4年生大学、短期大学、
専門学校などに多数進学しています。本校では、自ら学び、考え、行動
する人材の育成を目指し、日々 の教育活動に取り組んでいます。

高校在学中は寮生活を送りながらハードな毎日を
過ごしました。けれども、どんなにきついことが
あっても夢であるプロのサッカー選手になるため
に諦めず努力してきました。また、高校３年間を通
して、仲間の大切さや自分の未熟さ、そして感謝す
る大切さを学びました。素晴らしい指導者や仲間
たちに出会えた総附に本当に感謝しています。

私は今、夢への一つめのステップであるプロサッカー
選手としての日々を送っています。生活の中心には常
にサッカーがあり、短い時間でしっかりとした結果を出
すために偉大な先輩たちの背中をみて、自分にできる
事に精一杯取り組んでいます。心も身体も苦しくなった
時に思い出すのが高校生活です。毎日がむしゃらに仲
間とサッカーに励んだ日々が、今の私を支えてくれて
います。私の夢は世界で活躍できるプレイヤーになる
ことです。そのために、これからも自分に厳しくプロの
世界を戦いぬきたいと思います。

高校在学中は寮生活を送りながら ドな毎

現在Ｊ１ Ｖ.ファーレン長崎に所属
吉岡 雅和（2013年卒）　島原市立布津中学校出身

私は今 夢 め プであるプ サ

現在セレッソ大阪に所属
安藤 瑞季（2018年卒）　津久見市立第二中学校出身

新
附属高校生対象

特待生枠
４年間の授業料免除
全額 １名 2名半額

05 06



Open School  2018Open School  2018 まずはこちらへアクセス!

http://www.nias.ed.jp/

http://www.nias.ed.jp/長崎総合科学　高校

長崎総合科学大学附属高等学校
Nagasaki  Inst i tute of  Appl ied Science High school

住 　 所：〒851- 0121 長崎県長崎市宿町3番地1
電話番号：095－838－2413（代表）FAX：095－837－1902

長崎方面より
● ＪＲ長崎駅より車で約３０分
● 県営バス「網場・春日車庫行」・
  長崎バス「潮見町行」乗車、
　「日見公園前」下車徒歩約1分

諫早方面より
● ＪＲ諫早駅より車で約４０分
● 県営バス「長崎駅行」乗車、
　「網場道」下車、徒歩約3分

Access アクセス
長
●

●

諫
●

●

Access アクセス

エレナ

長崎ペンギン
水族館日見支所

橘　

湾

親和銀行
日見郵便局

ママのセンター

←至長崎 至
諫
早
→

至
茂
木
→

至矢上
→

ほっともっと マルキョウ
（東長崎店）

ローソン
長総大前
バス停

網場道
バス停

34 251

日見小学校

日見中学校

長総大総合
グラウンド

公園

長崎総合科学大学
附属高等学校

友達とともに過ごす思い出の時間School Life 平成31年度　学校案内

附 属 高 等 学 校
Nagasak i  I ns t i tu te  o f  App l i ed  Sc ience  H igh  schoo l

総附ってどんな学校? 
いろんなコーナーで楽しもう！

総附のクラブを体験しよう！!

総附受験ワンポイントアドバイスと
クラブ体験がドッキング！

文化祭や修学旅行は、高校生活の中で、最も楽しい思い出となるメインイベント!!
他にも総附ならではの行事もあります!!

● 入学式
● 1学期始業式
● 基礎学力試験
● フレンドリーセミナー
● 歓迎遠足

4月
● 第1回定期考査

5月
● 高総体
● オープンスクール①
● 第2回定期考査

6月 7月
● ペーロン体験
● スポーツ大会
● 1学期終業式
● 夏季補習
● 三者面談
● 地域ボランティア清掃

8月
● 夏季補習
● 平和学習
● オープンスクール②
● 2学期始業式

9月
● 体育祭
● 文化祭

10月
● 第３回定期考査
● オープンスクール③

11月
● 生徒会役員改選
● 総大特別推薦試験
● 第4回定期考査

12月
● 送別スポーツ大会
● 地域ボランティア清掃
● 2学期終業式

1月
● 3学期始業式
● センター試験

2月
●  2年修学旅行
● 1・2年総合学習
  発表会

3月
●  卒業式
● 第5回定期考査
● 弁論大会
● 地域ボランティア清掃
● 3学期終業式


