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校長 松本　浩
　本校は今年度創立61年目を迎える全日制普通科、男女共
学の高等学校です。昨年度より新たに取り入れたコース制の
２年目を迎え、より充実した教育改革に取り組んでいます。
　長崎総合科学大学の附属高校としての強みを活かし、
大学教授陣の協力を得ながら、生徒諸君の興味・関心を
引き出し、それらに関わる課題発見及び解決の力を育てる
事が目標です。
　これからの社会は様々な分野において、自動化やロボット
活用、情報網の高速化・多様化など大きく変化していき
ます。そのような社会で力を存分に発揮し、力強く生き抜く
力を本校の３年間で育みます。
　「生徒一人一人が輝く学校」として、「チ－ム総附」を
合い言葉に「新化」し続けていきます。

エンジニアコース

文理ハイブリッドコース

地域ビジネスコース

夢へ近づく、新たな挑戦

スポーツマネジメントコース

進化から真価へ、そして新化へ

SOUFU HIGH SCHOOL
N A G A S A K I  I N S T I T U T E
O F  A P P L I E D  S C I E N C E

真価 新化
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パソコンをあまり使ったことがなくても大丈夫ですか？Q
中学校まではあまり扱った
ことがない場合でも在学中
に頻繁に利用するため、慣
れていきます。パソコンの
組み立て実習などもあるの
で、得意な人もぜひ。

A

自分の可能性を広げる
エンジニアコース

ものづくりの最先端を、大学との連携で在学中から学ぶ
理系教科に特化したカリキュラムで、「ものづくりのパイオニア」を育成する

コース学習やプラクティカルスタディでは設計からもの
づくりを体験、その楽しさや難しさを学びます。完成品を
実際に校内で使用することも。

大学との連携はどのくらいあるのですか？Q
令和４年度には１年生、
２年生ともに10回以上
実習や講義が予定され
ています。大学の先生
や大学院生、大学生とも
高校の間から仲良くなれ
るかも？？

A

工作DIY

エンジニアコース
特設サイトはコチラ

プラクティカルスタディではいわゆるオフィスソフト
の使い方を学び、将来役に立つ知識・技能を身につけ
ます。

情報処理検定講座

これからの時代に必要なプログラミング的思考能力を
身につけるため、ScratchやPythonなど、複数の言語
を用いながら学習します。

プログラミング教育
コース学習で学ぶホームページ作成、AI作成などだけ
ではなく、各教科でもタブレットを用いることで幅広く
学習に取り組んでいます。

タブレットを用いた学習
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スポーツをビジネスとして捉える

選手としてだけでなく、選手やチームを支える・指導する・
チームを経営する、などの資質と責任を身につけます。

スポーツの見方を変え、スポーツを通して多種多様なスポーツに関わる仕事を学ぶ

スポーツに関する調べ学習と講話
身体トレーニングやストレッチ、栄養学やメンタルトレー
ニングを通して、心も身体も強化します。

トレーニング講座

スポーツ施設やスポーツ協会における管理や運営を学び、
イベントやスポーツ普及のための企画をします。

スポーツ施設への訪問
データを収集し、様々な角度から分析を行い、自身にお
ける効率の良い練習法や試合における作戦を考えます。

スポーツ分析学

体育や部活動の時間が多いコースですか？Q
運 動 す る こ と が 多 い
コースではありません。
学業がスポーツの要で
あり、多くの知識をス
ポーツと結びつけること
を目標とします。

A

取れる資格はありますか？Q
高校生でスポーツに
関わる資格は取れま
せんが、スポーツ医学
検定の３級、２級を受
検します。

A

スポーツマネジメントコース
特設サイトはコチラスポーツマネジメントコース
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やりたいことを見つけ「挑戦」する大人へ

大学進学を見据えた学力の育成に力を入れており、
基礎力から応用力までを身につけられるような授業を
行っています。また、タブレットを用いた授業を積極
的に導入しています。

「考える力」「伝える力」を身につけ、新しい時代に対応する

ハイレベルな授業の展開
プラクティカルスタディの授業では、ネイティブの先生
と様々な活動を通して英語について学び、スピーキング力
の向上を目指します。同時にリスニング力も鍛えられ
ます。

ネイティブの先生との英会話

英語の授業では、インターネットを利用したオンライン
英会話を実施しています。外国の方とモニターを通して
会話することでネイティブの英語に触れることができます。
普段の授業で培った英語力を確認しています。

Weblio（ウェブリオ）英会話
プレゼンテーションの授業を通して、「粘り強く考える力」、
「考えを伝える力」の育成を目指しています。これからの
社会に必要不可欠な表現する力を身につけることができ
ます。

表現する力の育成

自主学習のサポートはありますか？Q
はい！しっかりとサポート
します！
放課後の時間を利用した
個別の指導や、生徒一人
一人の希望に応じた添削
を行っています。

A

部活動はできますか？Q
部活動と学習の両立を
頑張っている生徒が多く
います。部活動を通した
成長はとても大切です。
文武両道を目指して頑
張る生徒を応援してい
ます。

A

文理ハイブリッドコース
特設サイトはコチラ文理ハイブリッドコース
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地域を愛し、地域に愛される〈地域人〉を育成する

日々の学習や「進路探究」の時間等を通じて自らの将来
について深く考え、進路実現を念頭に置いた主体的な
学習を行います。また、社会で活躍する様々な人と積極
的に触れ合うことで、進路意識をさらに高めることが
できます。

積極的な校外学習や実践的な学びを通して、地域社会に貢献できる人材を育成する

「未来の自分像」を明確にし、
進路実現を目指す

企業訪問や実地研修など社会での実体験を数多く行う
ことで、自らが社会にでて必要な知識や技能を実感し、
高校での学びにつなげます。校外での学習では多くの
人々と関わることになり、社会人として必要な礼儀や
マナーも、自然と身につけることができます。

校外学習の充実

国語や英語を充実させた特色あるカリキュラムで、自ら
を表現する能力を育成します。また、コースの授業では
プレゼンテーションに関する学習を行い、より実践的な
表現力を身につけることができます。

表現力を育成するカリキュラム
地域課題を解決するためには、他者との協力が必要不可欠
です。また、社会ではいずれかの組織に属することとなり
ます。組織の一員として、立場や役割を理解して他者と
協力しながら、課題の解決や目標の達成に取り組みます。

他者と協力する力を身につける

コースにはどのような生徒がいますか？Q
地域ビジネスコースには、
運動部や文化部で部活動を
頑張っている生徒が多く
在籍しています。それぞれ
が目標を持ち、切磋琢磨で
きる環境が整っています。

A

卒業後はどのような進路がありますか？Q
県内企業への就職はもち
ろんの事、総合型、学校
推薦型選抜での大学進学
も可能です。一人一人の
希望に応じて、きめ細や
かな指導が行われるのも
本校の魅力です。

A

地域ビジネスコース
特設サイトはコチラ地域ビジネスコース
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荒 木 駿 太
［2017年度卒］
サガン鳥栖

総附に入学して人間的にもサッカーの面でも大きく成長
することができました。朝練や授業が終わってからも
サッカー漬けで、当時はもういいだろうと思う時も正直
ありましたが、今思えば凄くいい時間でした。とことん
走って、打ち込んで、誰にも負けないという自信になり
ましたし、夢だったプロサッカー選手になることもできま
した。今の自分があるのも小嶺先生をはじめ、スタッフ・
コーチ・仲間との出会いやサポートのおかげです。小嶺
先生は「常に謙虚であれ。どんなに活躍しても、日本
代表になっても、常に謙虚でやりなさい」とおっしゃっ
ていました。プロになった今もその言葉を胸にプレー
し続けています。
私は、自分自身と常に戦い、自分に打ち勝てる人が夢を
叶えられると思っています。皆さんも総附で自分らしく、
自分が最高だと思ってやり続けてください。

「常に謙虚であれ。」

岸 川 蓮 樹
［2020年度卒］
東亜大学 スポーツ健康学科 アスリート養成コース

私は高校時代、バレーボール部に所属し、県で優勝す
ることを目標に、仲の良い先輩方と共に自主練習に取
り組みました。
２年次は県ベスト４となり九州大会に出場し、３年次
はコロナ禍の中、地区の代替大会で優勝することがで
きました。
また、全日本ジュニアオールスタードリームマッチにも
選抜され、総附で多くの経験をすることができました。
現在、東亜大学バレーボール部に所属し、大学日本一
を目標に頑張っています。
「努力は一瞬の苦しみ、後悔は一生の苦しみ」という
言葉を心に刻み、今やるべきことに全力を尽くし、将
来はＶリーガーとして活躍することが目標です。
皆さんも何事にも積極的に取り組み、充実した学校生
活を送ってほしいと思います。応援しています。

「努力は一瞬の苦しみ、
後悔は一生の苦しみ」

宮 崎 崚 輔
［2020年度卒］

長崎総合科学大学 総合情報学部 総合情報学科
マネジメント工学コース

私は、附属高校で充実した３年間を過ごすことができ
たと思います。部活動では３つの部活動の部長を兼任
し、文化部を盛り上げてきました。日々忙しく、部活
動や学業の面で大変なこともあり、思い悩むときもあ
りました。そんなとき、先生方が親身にサポートして
くださり、部活と学業の両立をすることができました。
その結果、大学へ進学することができました。
附属高校は他の高校と比べると少人数ですが、その
分先生と生徒の距離も近いです。
多くの友人と出会うことができる場でもあったと思い
ます。

部活動と学業の両立で成長
多くの出会いも

山 本 祐 弥
［2021年度卒］

福岡大学 商学部 経営学科

私は高校時代、バレーボール部に所属し、３年次は主将
を務めました。
技術はもちろん、バレーボールを通じて、人間としての
あり方、人の上に立つことの難しさを学びました。
引退後、受験勉強を始めたものの、思うように成績が
伸びず悩むときもありましたが、努力を継続することに
よって、第一志望へと合格することができました。
コロナ禍により行事等も縮小された高校生活でしたが、
部活動や勉学に励む中で得たものは、私の今を支える
根幹となっています。
総附という高校を選択し、たった一つのことに真摯に
向き合う高校生活を私は応援しています。

物事を追求し“継続力”を磨く

卒業生メッセージ 長崎総合科学大学附属高校から夢をつかんだ４名の先輩たちからのメッセージ。
在学中の印象深い出来事や当時の学校生活などを振り返ります。

夢を実現し社会で活躍する卒業生たち

2023 SCHOOL GUIDE 12NAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE HIGH SCHOOL11
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11

■入学式
■基礎学力考査
■フレンドリーセミナー
■歓迎遠足

4 ■育友会総会

5
■高総体
■第１回定期考査
■オープンスクール

6
■ペーロン大会
■スポーツ大会
■三者面談
■地域ボランティア清掃
■オープンスクール

7
■夏季補習
■オープンスクール

8
■体育祭
■文化祭
■オープンスクール

9
■大学入学共通テスト
■総合学習発表会

1
■修学旅行
■卒業式

2

■第４回定期考査
■弁論大会
■地域ボランティア清掃

3

■第２回定期考査
■オープンスクール

10
■生徒会役員改選
■総大特別推薦入試
■第３回定期考査

■送別スポーツ大会
■地域ボランティア清掃

12

学校行事

※時間割はイメージです

文理ハイブリッドコースのみ
月曜日と木曜日に７時間目が
あります。

登校

HR・朝読書8：35

1時間目8：50

2時間目9：50

3時間目10：50

4時間目11：50

昼休み12：40

5時間目13：25

6時間目14：25

7時間目15：30
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クラブ活動

サッカー［男子］
野球［男子］
バレーボール［男子］
ヨット
バスケットボール［男子］
柔道
バドミントン
ソフトテニス［男子］
駅伝

科学技術
美術
吹奏楽
写真
図書
放送

［部活動］
個性を伸ばす学生生活

心身の技術を磨く部活動から、多彩な趣味・興味を刺激する部活動まで、
仲間と共にかけがえのない経験をすることができます。
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ロボット／ドローン／eスポーツ
に関する詳細はコチラ

ドローンを
操縦しよう！

操作技術 資格取得を学び も

発想力を高め
カタチに

工作能力 プログラミング能力も も

各地で実用に向けて色々な動きがある
ドローンの操縦、知識などを身につけます。

大学との連携でもっと深く学ぶことも。

現在、離島でのドローン合宿を計画中です。

競技をすることはもちろん、パソコンのスペッ
クなど、必要な知識を身につけます。
マナーやモラル、ビジネスとしてつなげるため
のPCスキルも諸活動で学習します。

同じ機体で中身の勝負をするコンテストです。単純なプログラム
だけでなく、プログラムの設計まで評価になるため、技能者と
しての能力も身につきます。高校生だけでなく、大学生、企業
と同じ土俵で戦います。

ETソフトウェアロボットコンテスト

どのような機体がいいかを自ら考え、作り上げ、競技
します。手動操作だけでなく作り上げたプログラムに
よる自動操作もあります。特に水中ロボットは全国
でも数少ない高校でしか扱えません。

水中ロボコン・トマトロボット競技会

機器としては自作したゲーミングPC、ASUS社のゲーミングPC、
PlayStation5、PlayStation4やNintendoSwitchなども競技に
応じて活用しています。

実戦を積み
スキルアップ！

eスポーツは次世代の  成長ツール  
これからの時代を作る科学技術を各方面から学び、実践できるようにする。

ロボットコンテスト、パソコン、ドローン、e-sports、LEGO、ボードゲームなど、
色々なツール・競技を通じて技術や思考能力を身につける。
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就職先（2022年度実績）

㈱富士通  ㈱富士通コンピュータテクノロジーズ
富士通ネットワークソリューションズ㈱
富士通特機システム㈱
京セラドキュメントソリューションズ㈱
アイシン・ソフトウェア㈱  ㈱バッファロー
㈱サムライソフト  ゼネラルエンジニアリング㈱
㈱CIJ  ㈱ドゥアイネット  ㈱キタムラ  東京アート㈱
㈱メイテック  ㈱アルプス技研  ㈱イーテック
㈱アソウ・アルファ  日本データスキル㈱
㈱セントラル情報センター  長崎キヤノン㈱
㈱長崎ケーブルメディア  ㈱亀山電機
扇精光ソリューションズ㈱  菱計装㈱  大新技研㈱
デジタルシティ㈱  学教員、大学職員、高校教諭

就職先（2022年度実績）

㈱ジャパネット ホールディングス
イオン・ファイナンシャル サービス㈱
㈱リンガーハット  ㈱亀山電機  インデックス
近畿産業信用組合  ㈱十八親和銀行  ㈱長崎銀行
長崎県漁業 共済組合  税理法人アップパートナーズ
メットライフ生命保険㈱  長崎トヨペット㈱
トヨタカローラ長崎㈱  長崎日産自動車㈱
ダイハツ長崎販売㈱  日産部品九州販売㈱
㈱ビッグモーター  イサハヤ電子㈱
㈱長崎ケーブルメディア  NBC情報システム㈱
㈱NDKCOM  扇精光ソリューションズ㈱
㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー  西海陶器㈱

就職先（2022年度実績）

アズビル㈱  日本電技㈱  高砂熱学工業㈱
㈱前川製作所  ヤシマ工業㈱
全国酪農業協同組合 連合会  長崎西彼農業協同組合
ウッドエナジー協同組合  ㈱早坂園芸  ㈱琴花園
大洋ポーク㈱  長崎魚市㈱  長崎三共有機㈱
㈲シンコー  コトブキ製紙㈱  長崎船舶装備㈱
太陽建機レンタル㈱  ㈱コスモス薬品
アイ・ケイ・ケイ㈱  ㈱メモリード
県央地域広域市町村圏組合消防本部
長崎県市町村職員共済組合  教員

附属高校３年間と大学４年間の７年間教育で、本学の特徴を生かし、
入り口から出口までの継ぎ目のない体制をスタート

高大連携
工学部工学科
長崎総合科学大学

コースの写真は、高大連携授業の様子です

総合情報学部総合情報学科コース

船舶工学コース

就職先（2022年度実績）

㈱名村造船所  内海造船㈱  福岡造船㈱
ジャパンマリンユナイテッド㈱  常石造船㈱
尾道造船㈱  今治造船㈱  ㈱大島造船所  四国ドック㈱
サノヤス造船㈱  ㈱新来島サノヤス造船  ㈱神田造船所
㈱渡邉造船所  新潟造船㈱  函館どつく㈱  向島ドック㈱
㈱三和ドック  MHIマリンエンジニアリング㈱
長崎船舶装備㈱  渦潮電機㈱  ㈱マキタ  五洋建設㈱
深田サルベージ 建設㈱  鶴丸海運  ㈱スガテック
不動技研工業㈱  国交省船舶検査官  日本海事協会
日本小型船舶 検査機構  海上自衛隊  高校教諭

就職先（2022年度実績）

三菱日立パワーシステムズ㈱  三菱電機ビルテクノサービス㈱
㈱日立ビルシステム  東芝プラントシステム㈱
五洋建設㈱  ウメトク㈱  白光㈱  長崎菱電テクニカ㈱
長崎キヤノン㈱  SPP長崎エンジニアリング㈱  協和機工㈱
協和機電工業㈱  ジャパンマリンユナイテッド㈱ 有明事業所
佐世保重工業㈱  内海造船㈱  ㈱三和ドック  福岡造船㈱
新日本非破壊検査㈱  ㈱ウラノ  富士テクノサービス㈱
グローブライド㈱  阪神内熱機工業㈱  大和冷機工業㈱
㈱富士テクニカルリサーチ  イサハヤ電子㈱
㈱ヒロテック  富士ソフト㈱

機械工学コース 建築学コース

知能情報コース マネジメント工学コース 生命環境工学コース

電気電子工学コース 医療工学コース

工 学 部 工 学 科

総合情報学部総合情報学科
高大一貫教育に

関する詳細はコチラ

エンジニア 文理ハイブリッド スポーツマネジメント 地域ビジネス

高大一貫教育システム N7WAY 7年教育

附
属
高
校
４
コ
ー
ス

長
崎
総
合
科
学
大
学
８
コ
ー
ス

機械
工学

建築学

電気電子
工学

医療
工学

船舶
工学

［目指せる資格］
■一級・二級小型船舶操縦士
■船舶主任技術者
■潜水士　■技術士
■安全管理者
■エネルギー管理士
■第一級陸上特殊無線技士
■第二級海上特殊無線技士
■高等学校教諭一種免許状(工業)

［目指せる資格］
■技術士
■技術士補
■一級・特級ボイラー技士
■安全管理者
■高等学校教諭
　一種免許状(工業)

［目指せる資格］
■電気主任技術者
　（第一種～第三種）
■第一級陸上無線技士
■第一級陸上特殊無線技士
■第二級海上特殊無線技士
■電気工事士（第一種、第二種）
■ IoTシステム技術検定 ■技術士
■高等学校教諭一種免許状（工業）

［目指せる資格］
■一級建築士
■二級建築士
■一級建築施工管理技士
■技術士
■高等学校教諭
　一種免許状(工業）

［目指せる資格］
■臨床工学技士
■第1種ME技術実力検定
■第2種ME技術実力検定
■医療情報技師
■エックス線作業主任者

知能
情報

マネジメント
工学

生命環境
工学

［目指せる資格］
■高等学校教諭一種免許状(商業)
■中小企業診断士  ■日商簿記検定
■品質管理検定  ■販売士
■ ITパスポート  ■基本情報技術者試験
■応用情報技術者試験
■ウェブデザイン技能検定
■C言語プログラミング
■能力認定試験
■ファイナンシャルプランナー

［目指せる資格］
■基本情報技術者試験
■応用情報技術者試験
■ウェブデザイン
　技能検定認定試験
■C言語プログラミング
　能力認定試験
■JDLA認定G検定/E資格
■高等学校教諭一種免許状(情報)

［目指せる資格］
■食品衛生管理者
　・食品衛生監視員
■中学校教諭一種免許状（理科）
■高等学校教諭一種免許状（理科）
■環境計量士
■エネルギー管理士
■甲種危険物取扱者
■公害防止管理者
■ビオトープ管理士

就職先（2022年度実績）

イサハヤ電子㈱  内海造船㈱  ㈱NTTドコモ
大分キャノン㈱  九州電子㈱  ㈱九電工
協和機電工業㈱  ㈱きんでん  栗原工業㈱
ＫＪケミカルズ㈱  五洋建設㈱  佐世保重工業㈱
白月工業㈱  伸和コントロールズ㈱  住友電装㈱
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱
寺崎電気産業㈱  東芝三菱電機産業システム㈱
長崎市役所  ㈱中電工  ㈱名村造船所
日鉄テックスエンジ㈱  野里電気工業㈱
㈱三社電機製作所  三菱電機ビル ソリューションズ㈱
三菱電機プラントエンジニアリング㈱  ロームアポロ㈱

就職先（2022年度実績）

国立病院機構長﨑医療センター
国立病院機構嬉野医療センター  市立大村市民病院
公立八女総合病院  田川市立病院
公立学校共済組合九州中央病院  福岡徳洲会病院、宮崎県病院局
沖縄県病院事務局  長崎みなとメディカルセンター市民病院
佐世保市立総合病院  長崎大学病院  日本赤十字社長崎原爆病院
医療法人衆和会 長崎腎病院
独立行政法人地域医療 推進機構諫早総合病院  井上病院
虹が丘病院  光晴会病院  新里クリニック浦上  ㈱セントラルユニ
医療法人幸善会 前田病院  藤村薬品㈱  ㈱アステム  ㈱ムトウ
アイティーアイ㈱  山下医科器械㈱  ㈱宮崎温仙堂商店
㈱翔薬  ミズホ㈱

就職先（2022年度実績）

五洋建設㈱  戸田建設㈱  白石建設㈱
日本国土開発㈱  ㈱イチケン  ㈱川村工営
JFEシビル㈱  大成設備㈱  ㈱池下設計
三菱地所コミュニティ㈱  大和ハウス工業㈱
積水ハウス㈱  タマホーム㈱  オリエンタル白石㈱
㈱住宅性能評価センター  ㈱佐伯建設
㈱未来図建設  ㈱西海建設  ㈱上滝  ㈱谷川建設
㈱PAL構造  ㈱駅前不動産  長崎県庁  福岡市役所
長崎市役所

長崎総合科学大学
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就職先（2022年度実績）

㈱富士通  ㈱富士通コンピュータテクノロジーズ
富士通ネットワークソリューションズ㈱
富士通特機システム㈱
京セラドキュメントソリューションズ㈱
アイシン・ソフトウェア㈱  ㈱バッファロー
㈱サムライソフト  ゼネラルエンジニアリング㈱
㈱CIJ  ㈱ドゥアイネット  ㈱キタムラ  東京アート㈱
㈱メイテック  ㈱アルプス技研  ㈱イーテック
㈱アソウ・アルファ  日本データスキル㈱
㈱セントラル情報センター  長崎キヤノン㈱
㈱長崎ケーブルメディア  ㈱亀山電機
扇精光ソリューションズ㈱  菱計装㈱  大新技研㈱
デジタルシティ㈱  学教員、大学職員、高校教諭

就職先（2022年度実績）

㈱ジャパネット ホールディングス
イオン・ファイナンシャル サービス㈱
㈱リンガーハット  ㈱亀山電機  インデックス
近畿産業信用組合  ㈱十八親和銀行  ㈱長崎銀行
長崎県漁業 共済組合  税理法人アップパートナーズ
メットライフ生命保険㈱  長崎トヨペット㈱
トヨタカローラ長崎㈱  長崎日産自動車㈱
ダイハツ長崎販売㈱  日産部品九州販売㈱
㈱ビッグモーター  イサハヤ電子㈱
㈱長崎ケーブルメディア  NBC情報システム㈱
㈱NDKCOM  扇精光ソリューションズ㈱
㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー  西海陶器㈱

就職先（2022年度実績）

アズビル㈱  日本電技㈱  高砂熱学工業㈱
㈱前川製作所  ヤシマ工業㈱
全国酪農業協同組合 連合会  長崎西彼農業協同組合
ウッドエナジー協同組合  ㈱早坂園芸  ㈱琴花園
大洋ポーク㈱  長崎魚市㈱  長崎三共有機㈱
㈲シンコー  コトブキ製紙㈱  長崎船舶装備㈱
太陽建機レンタル㈱  ㈱コスモス薬品
アイ・ケイ・ケイ㈱  ㈱メモリード
県央地域広域市町村圏組合消防本部
長崎県市町村職員共済組合  教員

附属高校３年間と大学４年間の７年間教育で、本学の特徴を生かし、
入り口から出口までの継ぎ目のない体制をスタート

高大連携
工学部工学科
長崎総合科学大学

コースの写真は、高大連携授業の様子です

総合情報学部総合情報学科コース

船舶工学コース

就職先（2022年度実績）

㈱名村造船所  内海造船㈱  福岡造船㈱
ジャパンマリンユナイテッド㈱  常石造船㈱
尾道造船㈱  今治造船㈱  ㈱大島造船所  四国ドック㈱
サノヤス造船㈱  ㈱新来島サノヤス造船  ㈱神田造船所
㈱渡邉造船所  新潟造船㈱  函館どつく㈱  向島ドック㈱
㈱三和ドック  MHIマリンエンジニアリング㈱
長崎船舶装備㈱  渦潮電機㈱  ㈱マキタ  五洋建設㈱
深田サルベージ 建設㈱  鶴丸海運  ㈱スガテック
不動技研工業㈱  国交省船舶検査官  日本海事協会
日本小型船舶 検査機構  海上自衛隊  高校教諭

就職先（2022年度実績）

三菱日立パワーシステムズ㈱  三菱電機ビルテクノサービス㈱
㈱日立ビルシステム  東芝プラントシステム㈱
五洋建設㈱  ウメトク㈱  白光㈱  長崎菱電テクニカ㈱
長崎キヤノン㈱  SPP長崎エンジニアリング㈱  協和機工㈱
協和機電工業㈱  ジャパンマリンユナイテッド㈱ 有明事業所
佐世保重工業㈱  内海造船㈱  ㈱三和ドック  福岡造船㈱
新日本非破壊検査㈱  ㈱ウラノ  富士テクノサービス㈱
グローブライド㈱  阪神内熱機工業㈱  大和冷機工業㈱
㈱富士テクニカルリサーチ  イサハヤ電子㈱
㈱ヒロテック  富士ソフト㈱

機械工学コース 建築学コース

知能情報コース マネジメント工学コース 生命環境工学コース

電気電子工学コース 医療工学コース

工 学 部 工 学 科

総合情報学部総合情報学科
高大一貫教育に

関する詳細はコチラ

エンジニア 文理ハイブリッド スポーツマネジメント 地域ビジネス

高大一貫教育システム N7WAY 7年教育

附
属
高
校
４
コ
ー
ス

長
崎
総
合
科
学
大
学
８
コ
ー
ス

機械
工学

建築学

電気電子
工学

医療
工学

船舶
工学

［目指せる資格］
■一級・二級小型船舶操縦士
■船舶主任技術者
■潜水士　■技術士
■安全管理者
■エネルギー管理士
■第一級陸上特殊無線技士
■第二級海上特殊無線技士
■高等学校教諭一種免許状(工業)

［目指せる資格］
■技術士
■技術士補
■一級・特級ボイラー技士
■安全管理者
■高等学校教諭
　一種免許状(工業)

［目指せる資格］
■電気主任技術者
　（第一種～第三種）
■第一級陸上無線技士
■第一級陸上特殊無線技士
■第二級海上特殊無線技士
■電気工事士（第一種、第二種）
■ IoTシステム技術検定 ■技術士
■高等学校教諭一種免許状（工業）

［目指せる資格］
■一級建築士
■二級建築士
■一級建築施工管理技士
■技術士
■高等学校教諭
　一種免許状(工業）

［目指せる資格］
■臨床工学技士
■第1種ME技術実力検定
■第2種ME技術実力検定
■医療情報技師
■エックス線作業主任者

知能
情報

マネジメント
工学

生命環境
工学

［目指せる資格］
■高等学校教諭一種免許状(商業)
■中小企業診断士  ■日商簿記検定
■品質管理検定  ■販売士
■ ITパスポート  ■基本情報技術者試験
■応用情報技術者試験
■ウェブデザイン技能検定
■C言語プログラミング
■能力認定試験
■ファイナンシャルプランナー

［目指せる資格］
■基本情報技術者試験
■応用情報技術者試験
■ウェブデザイン
　技能検定認定試験
■C言語プログラミング
　能力認定試験
■JDLA認定G検定/E資格
■高等学校教諭一種免許状(情報)

［目指せる資格］
■食品衛生管理者
　・食品衛生監視員
■中学校教諭一種免許状（理科）
■高等学校教諭一種免許状（理科）
■環境計量士
■エネルギー管理士
■甲種危険物取扱者
■公害防止管理者
■ビオトープ管理士

就職先（2022年度実績）

イサハヤ電子㈱  内海造船㈱  ㈱NTTドコモ
大分キャノン㈱  九州電子㈱  ㈱九電工
協和機電工業㈱  ㈱きんでん  栗原工業㈱
ＫＪケミカルズ㈱  五洋建設㈱  佐世保重工業㈱
白月工業㈱  伸和コントロールズ㈱  住友電装㈱
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱
寺崎電気産業㈱  東芝三菱電機産業システム㈱
長崎市役所  ㈱中電工  ㈱名村造船所
日鉄テックスエンジ㈱  野里電気工業㈱
㈱三社電機製作所  三菱電機ビル ソリューションズ㈱
三菱電機プラントエンジニアリング㈱  ロームアポロ㈱

就職先（2022年度実績）

国立病院機構長﨑医療センター
国立病院機構嬉野医療センター  市立大村市民病院
公立八女総合病院  田川市立病院
公立学校共済組合九州中央病院  福岡徳洲会病院、宮崎県病院局
沖縄県病院事務局  長崎みなとメディカルセンター市民病院
佐世保市立総合病院  長崎大学病院  日本赤十字社長崎原爆病院
医療法人衆和会 長崎腎病院
独立行政法人地域医療 推進機構諫早総合病院  井上病院
虹が丘病院  光晴会病院  新里クリニック浦上  ㈱セントラルユニ
医療法人幸善会 前田病院  藤村薬品㈱  ㈱アステム  ㈱ムトウ
アイティーアイ㈱  山下医科器械㈱  ㈱宮崎温仙堂商店
㈱翔薬  ミズホ㈱

就職先（2022年度実績）

五洋建設㈱  戸田建設㈱  白石建設㈱
日本国土開発㈱  ㈱イチケン  ㈱川村工営
JFEシビル㈱  大成設備㈱  ㈱池下設計
三菱地所コミュニティ㈱  大和ハウス工業㈱
積水ハウス㈱  タマホーム㈱  オリエンタル白石㈱
㈱住宅性能評価センター  ㈱佐伯建設
㈱未来図建設  ㈱西海建設  ㈱上滝  ㈱谷川建設
㈱PAL構造  ㈱駅前不動産  長崎県庁  福岡市役所
長崎市役所

長崎総合科学大学
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長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度

４年間の 授業料免除
全額１名 半額２名

毎年、多くの生徒がこの制度を利用して長崎総合科学大学に進学しています。
本校の生徒が附属高校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。

Twitterホームページ

受験料
３万円が無料 ＋ ＋

入学金を
23万円免除

１年次前期
授業料を

20万円免除

※詳しくは本校 進路担当へお問い合わせください。

〒851-0121 長崎県長崎市宿町3番地１
095-838-2413　  095-837-1902

長崎総合科学大学附属高等学校
NAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE HIGH SCHOOL

最新情報はホームページで検索！

長崎総合科学　高校

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

JR現川駅まで
浦 上 駅 よ り　約 ８ 分
喜々津駅より　約 ８ 分
諫 早 駅 よ り　約16分
大 村 駅 よ り　約30分
現川駅より、バスで約20分

バス
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
県営バス「長崎駅行」乗車、

「網場道」下車、徒歩約３分

附属高校生対象
学校長推薦

特待生制度

6/19㊐ 7/16㊏ 9/23㊎ 10/22㊏

OPEN 2023

SCHOOLNAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE HIGH SCHOOL

0円

長崎総合科学大学附属高等学校

A特待

■A・B特待生は入学後、誓約書を提出していただきます。本制度の趣旨に著しく反した場合は資格を取り消すことがあります。
■本校在学生の兄弟・姉妹が入学した場合、本校の授業料軽減規程に基づき、先に入学した生徒の授業料の半額及び
　育友会費の全額を免除します。（兄弟、姉妹に特待生の適用を受けている者がいる場合は、授業料の半額免除はありません。）

入 学 金 ・ 授 業 料 （ 就 学 支
援 金 支 給 額 と の 差 額 ） 相
当 額 を 奨 学 金 と し て 支 給
します。

授業料（就学支援金支給額との
差額）相当額から5,000円を
控除した額を奨学金として支給
します。B特待

A特待・B特待生徒の入学金等（令和４年度参考）

■一般生徒の入学にかかる費用はB特待と同じです。

0円
90,000円

0円
90,000円

0円
90,000円

0円
120,000円

0円
120,000円

0円
120,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

合 格 種 別

一般推薦
A特待

B特待

A特待
B特待

A特待

B特待

A特待

B特待

A特待

B特待

A特待

B特待

スポーツ・
文化活動推薦

専願

併願

一次入試（併願）

二次入試（専願）

入学金

特 

別 

入 

試

育友会入学金 生徒会入会金 教育活動振興基金入会金

本校で学ぶことを強く希望し、人物優秀で意欲が高く、学業やスポーツ・文化活動で活躍が
期待できる生徒に対して、入学金・授業料を免除し、学びを応援する制度です。　※1 A特待のみ、入学金・授業料に限り全額免除

毎月納入金（全生徒共通）

保護者の所得に応じて
33,000円、9,900円、0円
のいずれかが国から支給されます

※A・B特待生についても、全員、国の高等学校等就学支援金の
　補助申請をしていただきます。

※2 授業料における就学支援金制度授業料※2 （月額）39,000円
施設整備費
育友会費 （月額）1,400円

（月額）2,000円

生徒会費 （月額）1,400円
教育活動振興基金 （月額）1,000円

＝

＝

育友会費 授業料
＋1,400円

5,800円（月額）

生徒会費
＋ ＋1,400円

教育活動振興基金

1,000円
＝

＝39,000円

奨学金 10,800円（月額）

月額 月額 月額

施設整備費
＋2,000円

月額 5,000円

育友会費 授業料

34,000円

奨学金

＋1,400円

生徒会費
＋ ＋1,400円

教育活動振興基金

1,000円
月額

施設整備費
＋2,000円

月額 月額 月額 月額

月額

月額

月額

詳細はコチラ

34 251
←至長崎

至矢上→

至
諫

早
→

至
茂

木
→

橘
湾

フーズピープル

日見郵便局
十八親和銀行

公園

日見支所 長崎ペンギン
水族館

長総大総合
グラウンド

エレナ

ほっともっと マルキョウ
（東長崎店）

長総大前
　バス停ローソン

網場道
バス停

日見小学校

日見中学校
長崎総合科学大学

附属高等学校

※ 1
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長崎総合科学大学への
特別推薦入学制度

４年間の 授業料免除
全額１名 半額２名

毎年、多くの生徒がこの制度を利用して長崎総合科学大学に進学しています。
本校の生徒が附属高校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。

Twitterホームページ

受験料
３万円が無料 ＋ ＋

入学金を
23万円免除

１年次前期
授業料を

20万円免除

※詳しくは本校 進路担当へお問い合わせください。

〒851-0121 長崎県長崎市宿町3番地１
095-838-2413　  095-837-1902

長崎総合科学大学附属高等学校
NAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE HIGH SCHOOL

最新情報はホームページで検索！

長崎総合科学　高校

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

JR現川駅まで
浦 上 駅 よ り　約 ８ 分
喜々津駅より　約 ８ 分
諫 早 駅 よ り　約16分
大 村 駅 よ り　約30分
現川駅より、バスで約20分

バス
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
県営バス「長崎駅行」乗車、

「網場道」下車、徒歩約３分

附属高校生対象
学校長推薦

特待生制度

6/19㊐ 7/16㊏ 9/23㊎ 10/22㊏

OPEN 2023

SCHOOLNAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE HIGH SCHOOL

0円

長崎総合科学大学附属高等学校

A特待

■A・B特待生は入学後、誓約書を提出していただきます。本制度の趣旨に著しく反した場合は資格を取り消すことがあります。
■本校在学生の兄弟・姉妹が入学した場合、本校の授業料軽減規程に基づき、先に入学した生徒の授業料の半額及び
　育友会費の全額を免除します。（兄弟、姉妹に特待生の適用を受けている者がいる場合は、授業料の半額免除はありません。）

入 学 金 ・ 授 業 料 （ 就 学 支
援 金 支 給 額 と の 差 額 ） 相
当 額 を 奨 学 金 と し て 支 給
します。

授業料（就学支援金支給額との
差額）相当額から5,000円を
控除した額を奨学金として支給
します。B特待

A特待・B特待生徒の入学金等（令和４年度参考）

■一般生徒の入学にかかる費用はB特待と同じです。

0円
90,000円

0円
90,000円

0円
90,000円

0円
120,000円

0円
120,000円

0円
120,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

合 格 種 別

一般推薦
A特待

B特待

A特待
B特待

A特待

B特待

A特待

B特待

A特待

B特待

A特待

B特待

スポーツ・
文化活動推薦

専願

併願

一次入試（併願）

二次入試（専願）

入学金

特 

別 

入 

試

育友会入学金 生徒会入会金 教育活動振興基金入会金

本校で学ぶことを強く希望し、人物優秀で意欲が高く、学業やスポーツ・文化活動で活躍が
期待できる生徒に対して、入学金・授業料を免除し、学びを応援する制度です。　※1 A特待のみ、入学金・授業料に限り全額免除

毎月納入金（全生徒共通）

保護者の所得に応じて
33,000円、9,900円、0円
のいずれかが国から支給されます

※A・B特待生についても、全員、国の高等学校等就学支援金の
　補助申請をしていただきます。

※2 授業料における就学支援金制度授業料※2 （月額）39,000円
施設整備費
育友会費 （月額）1,400円

（月額）2,000円

生徒会費 （月額）1,400円
教育活動振興基金 （月額）1,000円

＝

＝

育友会費 授業料
＋1,400円

5,800円（月額）

生徒会費
＋ ＋1,400円

教育活動振興基金

1,000円
＝

＝39,000円

奨学金 10,800円（月額）

月額 月額 月額

施設整備費
＋2,000円

月額 5,000円

育友会費 授業料

34,000円

奨学金

＋1,400円

生徒会費
＋ ＋1,400円

教育活動振興基金

1,000円
月額

施設整備費
＋2,000円

月額 月額 月額 月額

月額

月額

月額

詳細はコチラ
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エレナ

ほっともっと マルキョウ
（東長崎店）

長総大前
　バス停ローソン

網場道
バス停

日見小学校

日見中学校
長崎総合科学大学

附属高等学校

※ 1

2023 SCHOOL GUIDE 22NAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE HIGH SCHOOL21



長崎総合科学大学附属高等学校


