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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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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！

運動クラブ 文化クラブ

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

スポーツ大会

フレンドリー
セミナー

体育祭

修学旅行
卒業式

歓迎遠足

● 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
● 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
● 1・2年総合学習
  発表会

2月
●  2年修学旅行
● 卒業式

3月
● 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

本校をもっと知りたいなら
オープンスクールへの
参加がオススメ！

高総体
ペーロン学習

Open School  2019

文化祭

参加してみよう！！

夢に向かって

走り始める！

野球部のみ
8/18(日)



運動クラブ 文化クラブ

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。

　本校は、今年度創立５８年目を迎える全日
制普通科、男女共学の高校です。長崎総合
科学大学の附属高校であり、高大連携授業
を主とした大学教育と接する機会に恵まれた
環境にあります。大学教授による授業や、年
間を通じての外国留学生との交流、諸行事
の大学生との合同活動等、同じキャンパス内
にある利点を活かしています。
　また、クラブ活動も活発で、サッカ－部は昨
年度、３年連続６度目の全国高校選手権大
会出場を果たしています。野球部も昨年度、
春の九州地区長崎県大会に優勝し、九州大
会に出場しました。バレ－ボ－ル部やヨット部
も常に好成績を残しています。NiAScience
（ニアサイエンス）部は、昨年度トマトロボット
全国大会で優勝しました。
　また、長崎総合科学大学工学部や総合情
報学部への進学を中心に進路指導にも力を
入れ、進学、就職ともに、昨年度進路決定
100%でした。
　「チ－ム総附」を合い言葉に、「生徒一人
一人が輝く学校」を目指し日々学業に励んで
います。

生徒一人一人が輝く学校

長崎総合科学大学
附属高等学校

校長  松本　浩
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NiAScience部

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。

特進クラスは、メリハリが効いたクラスです。授業
中は皆集中して授業を受け、休み時間や部活動
では楽しく生活をしています。また、部活動では高
いレベルで活躍する選手も多く、部活動と学業が
両立できる環境が整っています。

特進クラス ２年　野坂　生吹
（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）
これが終わったら

強化指定クラブは
部活動へ！

補習生も部活動へ！
部活に所属していない人は

教室で個別指導を受けたり、
自習をしたり！

高校入学前から、長崎総合科学大学の医療工学科に大変興味があ
り、進路で迷っていた息子にアドバイスしました。特に資格取得を目指
せるということに魅力を感じました。高校ではサッカー部に所属し仲間と
共に全国制覇を目指し、また寮生活では規律正しい生活を送り、大学
進学へ向けて先生方が息子の学習意欲を引き出して下さいました。息
子が希望する医療工学科に進学できましたこと、そして色 な々ことに挑
戦し、充実した高校生活が送れましたこと、心から感謝しています。

特進クラス2019年卒保護者　長尾典子さん

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 !

○全国高等学校サッカー選手権大会長崎県予選･･･優勝
○全国高等学校サッカー選手権大会･･･ベスト16
○高円宮杯U-18サッカーリーグ　プリンスリーグ九州
○長崎県１部リーグ・２部リーグ

〇第142回九州地区高等学校野球長崎県大会･･･優勝
〇NHK杯長崎県高等学校野球大会･･･ベスト４
〇第144回九州地区高等学校野球長崎県大会･･･ベスト８

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。

ヨット部のある学校は、県内に３校だけで、その中でも、校
舎から海が見え、毎日放課後練習できるのは本校だけで
す。他ではなかなか体験できないヨットで一緒に全国を目
指しましょう。

〇長崎県高等学校総合体育大会
　・学校対抗　第２位
　・男子420級　澄川・本村ペア　第2位
　・男子SR級　井戸響生　第２位
〇九州大会出場
〇第73回　福井しあわせ国体　少年男子420級出場　澄川楽人

主将／3年 永尾　秀斗
（諫早市立西諫早中学校出身）

〇長崎県高等学校男女バレーボール春季選手権大会…３位
〇全九州バレーボール総合選手権大会出場

主将／3年 太田　吏綺斗
（島原市立有明中学校出身）

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。

部員のための男子寮も完備

▶寮については学校へお問い合わせください

バレーボール部は、全国大会出場を目標に、「感性・感謝・感
動」の“三感”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」という思いで活動しています。私たちは何
事もあきらめず、何事にも立ち向かう、強く
たくましい選手を求めています。ぜひ一緒
に頑張りましょう。

● 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）
● バドミントン ● テニス（男子）  ● バスケット（男子） ● 柔道 ●駅伝 
● ソフトボール（男子）

運動クラブ運動クラブ 文化クラブ文化クラブ

国公立大学・有名私立大学を目指す！

個性を伸ばす学生生活！！

部活動

卒業生保護者様よりコメント頂い
てます！

私たちは、日本一を目標として常に高い意識をもって練習に
取り組んでいます。また、日頃の学校生活や寮生活を共にす
る仲間と切磋琢磨し最高の環境で過ごすことができます。
サッカーだけでなく、人間性の面でも大きく成長することができ
ます。私たちと一緒に全力で夢を追いかけましょう！

主将／3年 髙武　大也（久留米市立田主丸中学校出身）

全員で支えあい、高めあい、
“人”として大きく成長することができます！

サッカー部サッカー部

野球部野球部 ヨット部ヨット部 男子バレーボール部男子バレーボール部

平成30年度の成績

平成30・31年度の成績 平成30年度の成績 平成31年度の成績

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。

特進クラスから英検準１級合格者も輩出しています！

主将／3年 西村　優星
（時津町立時津中学校出身）

柔道部バドミントン部
（女子）

バドミントン部
（男子）

テニス部
（男子）

バスケット部
（男子）

写真部 図書部美術部

ほか
陸上（駅伝）
ソフトボール（男子）放送部 吹奏楽部

在校生のコメント

野球部は、「総附初の甲子園出場」「県勢初の夏日本一」
を目標に日々の練習に励んでいます。人間的成長が
強いチームをつくるので、野球以外の様々
な面でも意識高く頑張っています。私たち
と一緒に、目標達成のために闘いましょう。
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　・男子420級　澄川・本村ペア　第2位
　・男子SR級　井戸響生　第２位
〇九州大会出場
〇第73回　福井しあわせ国体　少年男子420級出場　澄川楽人

主将／3年 永尾　秀斗
（諫早市立西諫早中学校出身）

〇長崎県高等学校男女バレーボール春季選手権大会…３位
〇全九州バレーボール総合選手権大会出場

主将／3年 太田　吏綺斗
（島原市立有明中学校出身）

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。

部員のための男子寮も完備

▶寮については学校へお問い合わせください

バレーボール部は、全国大会出場を目標に、「感性・感謝・感
動」の“三感”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」という思いで活動しています。私たちは何
事もあきらめず、何事にも立ち向かう、強く
たくましい選手を求めています。ぜひ一緒
に頑張りましょう。

● 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）
● バドミントン ● テニス（男子）  ● バスケット（男子） ● 柔道 ●駅伝 
● ソフトボール（男子）

運動クラブ運動クラブ 文化クラブ文化クラブ

国公立大学・有名私立大学を目指す！

個性を伸ばす学生生活！！

部活動

卒業生保護者様よりコメント頂い
てます！

私たちは、日本一を目標として常に高い意識をもって練習に
取り組んでいます。また、日頃の学校生活や寮生活を共にす
る仲間と切磋琢磨し最高の環境で過ごすことができます。
サッカーだけでなく、人間性の面でも大きく成長することができ
ます。私たちと一緒に全力で夢を追いかけましょう！

主将／3年 髙武　大也（久留米市立田主丸中学校出身）

全員で支えあい、高めあい、
“人”として大きく成長することができます！

サッカー部サッカー部

野球部野球部 ヨット部ヨット部 男子バレーボール部男子バレーボール部

平成30年度の成績

平成30・31年度の成績 平成30年度の成績 平成31年度の成績

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。

特進クラスから英検準１級合格者も輩出しています！

主将／3年 西村　優星
（時津町立時津中学校出身）

柔道部バドミントン部
（女子）

バドミントン部
（男子）

テニス部
（男子）

バスケット部
（男子）

写真部 図書部美術部

ほか
陸上（駅伝）
ソフトボール（男子）放送部 吹奏楽部

在校生のコメント

野球部は、「総附初の甲子園出場」「県勢初の夏日本一」
を目標に日々の練習に励んでいます。人間的成長が
強いチームをつくるので、野球以外の様々
な面でも意識高く頑張っています。私たち
と一緒に、目標達成のために闘いましょう。
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総附生は、高大連携授業を受けて今年16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。

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

長崎短期大学・長崎女子短期大学・福岡こども短大短大

福岡県警・自衛官候補生公務員

湘南ベルマーレ・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・三菱自動車販売・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

早稲田大学・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・中部学院大学　他

その他の地区の
大学

NiAScience部注目の
部活！！

イチオシ
!・・・・総附の

INTERVIEW 本校を卒業して頑張っているOBと保護者の方々のインタビューを
ご紹介いたします。INTERVIEW

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。

プロになりました！！

附属高校を選んだ理由は、プロの道に進みたいからでした。初めはハードな練
習や厳しい寮生活に不安を感じたこともありました。そんな中で、しっかりと練
習を積めばプロへの道も遠くはないと思わせてくれたのは仲間でした。感謝
の気持ちはありがとうだけでは足りません。何もわからない状況のなかでサッ
カーに専念する環境をつくってくれたのも仲間でした。ともに生活し練習する
中で、今僕が皆を信頼するように、皆も少しは信頼してくれたのではないかと
思っています。本当に来てよかったと思えました。入学を考えている皆さんも
「夢」を持って入学してほしいと思います。

現在　湘南ベルマーレに所属
鈴木　冬一（2019年卒）

見つかる「僕、私」の未来

高大連携授業

将来に活かせる

ような授業も

あります！！

　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、2018年12月に開催されたトマトロボット競技会
ジュニア部門で優勝することができました。
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。

3年 河出　天（長崎市立橘中学校出身）

佐々木智哉（2019年卒）
（諫早市立飯盛中学校出身）

Ａ１特待生として進学

私は特別推薦を利用することでＡ１特待生として
総科大に進学できました。中学時代は勉強が苦手
だった私は、高校ではバレーボール部に所属しな
がらも勉強も怠らず文武両道で頑張ってきました。
そんな私にとって特別推薦はとても有利なもので
した。特別推薦では３年間コツコツと積み上げてき
た成績や部活動、学校生活を評価してもらうことが
出来ます。皆さんもぜひこの制度を利用して総科
大への進学を目指し、自分の夢に向かって頑張って
ください。

３年間の学生生活を評価してもらえるので
夢に向かって進むことができます！

私は特別推薦を利用して総科大に進学しました。
「高校を卒業してもやりたいことはないし、大学は
お金がかかるし…。」と思っていた時に当時担任の
入江先生から特別推薦の話をしていただきました。
この制度を利用することで大学に入学する経済的
な負担が減ることが分かり、ぜひ利用したいと思い
ました。この制度で大学に入学できた私は２年生の
時に自分のやりたい仕事を見つけることができ、そ
の仕事に就くための準備として資格を取得するこ
とが出来ました。今はその仕事に就くために就職活
動を頑張っています。

● 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30年度
33万円減

４年間の授業料免除
全額 １名 2名半額附属高校生対象特待生枠

長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度

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。

2019年３月卒業生
進路決定率100%

特別推薦制度を利用して大学に
進学出来た先輩の声

西田アンドリュウ顕治
（2019年卒）
精道三川台中学校出身
早稲田大学進学

２年生まで、グランドと学校と寮としか
知らない生活をしていたので、入学し
てから選択の幅がある総合大学に進
学したいと考えていました。そこで、日
本一自由で面白いと聞いていた早稲
田大学の国際教養学部を選びました。
３年生になってから放課後の教室で集
中して１ヶ月。英検準１級に合格し、そ
の調子で受験にも取り組みました。

英検準１級に合格しました！

篠原　龍德
（2019年卒）
長崎市立西浦上中学校出身
長崎三菱自動車販売就職

私は、三菱自動車株式会社に就職す
ることができました。私は野球部だっ
たので、三年間野球漬けの毎日でし
た。野球部を引退した後に本格的に就
職に向けた準備を始めました。面接練
習や願書の記入など、様々な面で先生
方の助言をいただき内定を獲得する
ことが出来ました。

先生方の助言をいただき
ながら、内定を獲得！

牟田口　優佳
（2019年卒）
諫早市立有喜中学校出身
海上自衛隊就職

春から海上自衛隊へ入隊することが
決まりました。倍率も高く、試験も簡単
ではありませんでしたが、先生方のお
陰で最後までがんばることができ、採
用してもらうことができました。自衛官
は決して楽ではないと思います。しか
し、入隊を決めたからには、最後の任
期まで一生懸命勤めていきたいです。

倍率も高く、難しい
海上自衛隊の試験に合格！

熊　俊明さん
2018年度野球部保護者会 会長

附属高校では、根気強く、熱心に指導していただきました。
生徒たちはこれからも、先生方から教えていただいたこと
を実践し、自分で考える力を養い、よりいっそう精進してく
れるものと思っています。そして、仲間に出会えたことに、
心から感謝する日が必ず来るはずです。

先生方から教えていただいた
ことを実践してください！

坂井　陸敏
（2019年卒）
諫早市立北諫早中学校出身
長崎総合科学大学進学

私は、特別推薦を利用して長崎総合
科学大学への進学を決めました。
様々なことで自分の思い描いたとお
りに事が進まないときも、その場を最
大限に楽しむことで必ずその状況を
よかったと思うことができました。楽
しむことを忘れないで日々挑戦しが
んばりました。

楽しむことを忘れないで
日々 挑戦！

森木　宏成
（2019年卒）
長崎市立橘中学校出身
長崎高等技術専門校進学

私は一般入試で長崎高等技術専門
校に合格することができました。進路
決定がなかなかできず、決めること
ができたのは試験まで残り一ヶ月の
時でした。友人や先生方の力を借り
ながら勉強に必死に取り組み、合格
することができました。

友人や先生方に助けられ、
勉強に取り組み、合格しました！

長崎総合科学大学

20％

その他の大学

39％

就職

  25％

専門学校・その他

16％

経済的な負担も減り、大学卒業後の就職に
向けての準備もしっかりすることができます

小森立也（2016年卒）

総合情報学部
マネージメント工学科４年

75％の生徒が
進学しています

工学部 工学科
医療電子工学コース3工学部 工学科

建築学コース2工学部 工学科
船舶工学コース1

工学部 工学科
機械工学コース4

総合情報学部
総合情報学科
マネジメント工学コース

8

総合情報学部
総合情報学科
知能情報コース

5

総合情報学部
総合情報学科
生命環境工学コース

7

工学部 工学科
電気電子工学コース6

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！

8つの高大連携授業

現在 
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

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
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総附生は、高大連携授業を受けて今年16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。

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

長崎短期大学・長崎女子短期大学・福岡こども短大短大

福岡県警・自衛官候補生公務員

湘南ベルマーレ・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・三菱自動車販売・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

早稲田大学・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
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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
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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・中部学院大学　他

その他の地区の
大学

NiAScience部注目の
部活！！
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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。

プロになりました！！

附属高校を選んだ理由は、プロの道に進みたいからでした。初めはハードな練
習や厳しい寮生活に不安を感じたこともありました。そんな中で、しっかりと練
習を積めばプロへの道も遠くはないと思わせてくれたのは仲間でした。感謝
の気持ちはありがとうだけでは足りません。何もわからない状況のなかでサッ
カーに専念する環境をつくってくれたのも仲間でした。ともに生活し練習する
中で、今僕が皆を信頼するように、皆も少しは信頼してくれたのではないかと
思っています。本当に来てよかったと思えました。入学を考えている皆さんも
「夢」を持って入学してほしいと思います。

現在　湘南ベルマーレに所属
鈴木　冬一（2019年卒）

見つかる「僕、私」の未来

高大連携授業

将来に活かせる

ような授業も

あります！！

　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、2018年12月に開催されたトマトロボット競技会
ジュニア部門で優勝することができました。
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。

3年 河出　天（長崎市立橘中学校出身）

佐々木智哉（2019年卒）
（諫早市立飯盛中学校出身）

Ａ１特待生として進学

私は特別推薦を利用することでＡ１特待生として
総科大に進学できました。中学時代は勉強が苦手
だった私は、高校ではバレーボール部に所属しな
がらも勉強も怠らず文武両道で頑張ってきました。
そんな私にとって特別推薦はとても有利なもので
した。特別推薦では３年間コツコツと積み上げてき
た成績や部活動、学校生活を評価してもらうことが
出来ます。皆さんもぜひこの制度を利用して総科
大への進学を目指し、自分の夢に向かって頑張って
ください。

３年間の学生生活を評価してもらえるので
夢に向かって進むことができます！

私は特別推薦を利用して総科大に進学しました。
「高校を卒業してもやりたいことはないし、大学は
お金がかかるし…。」と思っていた時に当時担任の
入江先生から特別推薦の話をしていただきました。
この制度を利用することで大学に入学する経済的
な負担が減ることが分かり、ぜひ利用したいと思い
ました。この制度で大学に入学できた私は２年生の
時に自分のやりたい仕事を見つけることができ、そ
の仕事に就くための準備として資格を取得するこ
とが出来ました。今はその仕事に就くために就職活
動を頑張っています。

● 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30年度
33万円減

４年間の授業料免除
全額 １名 2名半額附属高校生対象特待生枠

長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度

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。

2019年３月卒業生
進路決定率100%

特別推薦制度を利用して大学に
進学出来た先輩の声

西田アンドリュウ顕治
（2019年卒）
精道三川台中学校出身
早稲田大学進学

２年生まで、グランドと学校と寮としか
知らない生活をしていたので、入学し
てから選択の幅がある総合大学に進
学したいと考えていました。そこで、日
本一自由で面白いと聞いていた早稲
田大学の国際教養学部を選びました。
３年生になってから放課後の教室で集
中して１ヶ月。英検準１級に合格し、そ
の調子で受験にも取り組みました。

英検準１級に合格しました！

篠原　龍德
（2019年卒）
長崎市立西浦上中学校出身
長崎三菱自動車販売就職

私は、三菱自動車株式会社に就職す
ることができました。私は野球部だっ
たので、三年間野球漬けの毎日でし
た。野球部を引退した後に本格的に就
職に向けた準備を始めました。面接練
習や願書の記入など、様々な面で先生
方の助言をいただき内定を獲得する
ことが出来ました。

先生方の助言をいただき
ながら、内定を獲得！

牟田口　優佳
（2019年卒）
諫早市立有喜中学校出身
海上自衛隊就職

春から海上自衛隊へ入隊することが
決まりました。倍率も高く、試験も簡単
ではありませんでしたが、先生方のお
陰で最後までがんばることができ、採
用してもらうことができました。自衛官
は決して楽ではないと思います。しか
し、入隊を決めたからには、最後の任
期まで一生懸命勤めていきたいです。

倍率も高く、難しい
海上自衛隊の試験に合格！

熊　俊明さん
2018年度野球部保護者会 会長

附属高校では、根気強く、熱心に指導していただきました。
生徒たちはこれからも、先生方から教えていただいたこと
を実践し、自分で考える力を養い、よりいっそう精進してく
れるものと思っています。そして、仲間に出会えたことに、
心から感謝する日が必ず来るはずです。

先生方から教えていただいた
ことを実践してください！

坂井　陸敏
（2019年卒）
諫早市立北諫早中学校出身
長崎総合科学大学進学

私は、特別推薦を利用して長崎総合
科学大学への進学を決めました。
様々なことで自分の思い描いたとお
りに事が進まないときも、その場を最
大限に楽しむことで必ずその状況を
よかったと思うことができました。楽
しむことを忘れないで日々挑戦しが
んばりました。

楽しむことを忘れないで
日々 挑戦！

森木　宏成
（2019年卒）
長崎市立橘中学校出身
長崎高等技術専門校進学

私は一般入試で長崎高等技術専門
校に合格することができました。進路
決定がなかなかできず、決めること
ができたのは試験まで残り一ヶ月の
時でした。友人や先生方の力を借り
ながら勉強に必死に取り組み、合格
することができました。

友人や先生方に助けられ、
勉強に取り組み、合格しました！

長崎総合科学大学

20％

その他の大学

39％

就職

  25％

専門学校・その他

16％

経済的な負担も減り、大学卒業後の就職に
向けての準備もしっかりすることができます

小森立也（2016年卒）

総合情報学部
マネージメント工学科４年

75％の生徒が
進学しています

工学部 工学科
医療電子工学コース3工学部 工学科

建築学コース2工学部 工学科
船舶工学コース1

工学部 工学科
機械工学コース4

総合情報学部
総合情報学科
マネジメント工学コース

8

総合情報学部
総合情報学科
知能情報コース

5

総合情報学部
総合情報学科
生命環境工学コース

7

工学部 工学科
電気電子工学コース6

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！

8つの高大連携授業

現在 
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

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

05 06



6/23 日

まずはこちらへアクセス!

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

第1回

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

最新情報はホームページで検索！

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

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

日見幼稚園

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

2020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

土第2回 9/7
10/12土第3回

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！

運動クラブ 文化クラブ

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

スポーツ大会

フレンドリー
セミナー

体育祭

修学旅行
卒業式

歓迎遠足

● 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
● 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
● 1・2年総合学習
  発表会

2月
●  2年修学旅行
● 卒業式

3月
● 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

本校をもっと知りたいなら
オープンスクールへの
参加がオススメ！

高総体
ペーロン学習

Open School  2019

文化祭

参加してみよう！！

夢に向かって

走り始める！

野球部のみ
8/18(日)


