
想像しよう

ミライのジブン
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私は令和３年４月より、NCC 長崎文化放送にて、リポーター、
YouTube 出演、そして視聴率の集約など、幼いころから憧れてい
たメディアの世界で充実した毎日を送っています。
ステラ・マリスコースでの３年間は、学ぶ楽しさを知るだけでなく、
出会いの大切さを実感したものとなりました。
ぜひみなさんも、何事にも前向きに取り組み、充実した学校生活を
送ってください。

幼いころから憧れていた世界に

平　　百恵さん

ステラ・マリスコース　平成 28 年度卒業生
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私は現在、ジャパネットたかたで掃除機のバイヤーを担当していま
す。主な業務は商品の仕入れや、メーカー様と一緒に商品の改善を
行うことです。
高校時代は野球部として甲子園を目指しながら国公立進学コース（現
エランコース）で勉強に励み、１年生の時にはチームとして甲子園
に出場し、大学にも進学できました。野球の練習と勉強でハードな
毎日でしたが、海星での日々を乗り越えたからこそ、社会人になっ
てからも何事にも負けずに取り組めています。

種村　　塁さん

国公立進学コース（現エランコース）　平成 25 年度卒業生

海星で強い精神力が身に付いた
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海星高校の授業料が無償に！

支給上限額

590万円 720万円 910万円 世帯年収

2020 年４月より、高等学校等の就学支援金の制度改正により、従来の支援額から引き上げが行われました。
世帯年収が 590 万円未満の世帯に関しては一律上限 33,000 円（月額）に支援金が支給されます。この制度を
利用すると、世帯年収が 590 万円未満の世帯においては本校の授業料が無償になります。

9,900円（月額）9,900円（月額）

6,600円（月額）

9,900円

16,500円

33,000円
本校授業料

全額相当

本校授業料
半額相当

公立高校の
授業料額

33,000円（月額）

長崎県授業料軽減補助金

令和３年度就学支援金

年収約590万円未満の世帯は
海星高校の授業料（33,000円）が

無償になります！！

年収約590万円～720万円の世帯は
海星高校の授業料（33,000円）が

半額になります！！

保護者等の「課税所得」を基準として判定します。
（注）保護者全員の合計年収の目安

※令和３年度実績

（注）

海星高等学校
学校法人 海星学園

観光通り観光通り
浜町アーケード浜町アーケード

西浜町西浜町
新地中華街新地中華街

ながさき
出島道路
ながさき
出島道路

メディカルセンターメディカルセンター

大浦海岸通大浦海岸通

石橋石橋

大浦天主堂大浦天主堂

長崎港

至 夢彩都↑至 夢彩都↑

至 野母崎↓至 野母崎↓

出島ワーフ●出島ワーフ●

長崎税関●長崎税関●

●長崎県美術館●長崎県美術館●　　
  長崎水辺の森公園

●　　
  長崎水辺の森公園

●●
●ホテルニュータンダ●ホテルニュータンダ

●新地バスターミナル●新地バスターミナル

●活水女子大●活水女子大

◉海星学園◉海星学園

出島出島

長崎みなとメディカルセンター長崎みなとメディカルセンター

Access 徒歩で中央橋から15分
 新地バスターミナルから10分
 石橋電停から５分
 長崎駅から徒歩+電車で20分

バス+徒歩 60分バス+徒歩 60分

JR+電車+徒歩 35分JR+電車+徒歩 35分

バス+徒歩 50分バス+徒歩 50分

バス+徒歩 45分バス+徒歩 45分

海星学園

高速シャトルバス+徒歩 50分高速シャトルバス+徒歩 50分

高速シャトルバス+徒歩 45分高速シャトルバス+徒歩 45分

JR+電車+徒歩 60分JR+電車+徒歩 60分

JR+電車+徒歩 40分JR+電車+徒歩 40分

バス+徒歩 40分バス+徒歩 40分

スクールバス 30分スクールバス 30分

時　津 大村駅

諫早駅

喜 津々駅

東長崎

三　和

野母崎

長　与

滑　石

小江原

福　田

〒850 - 8586  長崎市東山手町5番3号
TEL.095-826-7321
FAX.095-820-5696
E-mail　main@kaisei-ngs.ed.jp
学校ホームページ   www.kaisei-ngs.ed.jp/

海星高等学校

INFINITY
KAISEI

現在は広告代理店で、アカウントプランナーとして、クライアント
様が達成したい目標に対し、デジタル広告でどのような施策を打つ
べきかのプランニングを行っています。
毎日激務で徹夜続きの日もありますが、大学受験の時の、本当に苦
しかった高校時代を思い出すと頑張ることができます。海星高校に
入学していなかったら、大学に進学し、東京でバリバリ働いている
私はいなかったと思います。海星高校を選んでよかったです。

想像できなかった自分が今ここに

原　亜佑美さん

国公立進学コース（現エランコース）　平成 25 年度卒業生

私は海星高校卒業後、大学へ進学し、東アフリカのウガンダ共和国
に留学しました。海星高校在学中、野球部に所属していた経験を活
かし、現地では野球（baseball）普及のボランティア活動に携わり
ました。最終的には、ウガンダ共和国のナショナルチームが参加し
たオリンピック予選に、スタッフとして帯同することができました。
何も知らない土地では、『積極的に学ぶ姿勢を持つこと』『自分を信
じ、可能性を見つけ出すこと』が最も重要でした。海星高校の、個
性を尊重し、何事にも挑戦できる校風だったからこそ、今の自分が
あると思います。

海外では挑戦する姿勢が大事だった

芝岡　泰雅さん

フロンティアコース　平成 29 年度卒業生

バス+徒歩 45分バス+徒歩 45分

バス+徒歩 70分バス+徒歩 70分

まちなかにある
学校だから

アクセス抜群！

新しくなった
長崎駅にも

近いよ！

NCC 長崎文化放送勤務 株式会社ジャパネットたかた勤務　

株式会社サイバーエージェント勤務　 ウガンダ共和国　野球ナショナルチーム帯同　

キ
ミ
の
未
来
は
広
大
無
辺
。

海星高等学校
学 校 法 人  海 星 学 園



進路情報

長崎大学医学部医学科合格 長崎市役所合格

７校時授業による豊富な授業
時数で、大学受験をサポート
します。国公立大学や難関私
立大学への進学を目標とした
生徒が在学し、高い水準での
学習を行っています。勉強に
力を入れながらも、部活動に
参加する生徒も多く、部活動
参加率は約70％です。

難関大学への
現役合格を目指した
独自のカリキュラム

ステラ・マリス 難関大学への現役合格を目指し論理的思考力と表現力を養う

Point 01

Point 03

一人ひとりに
寄り添ったきめ細か
な進路指導の徹底

Point 02

校外模試の受験や
検定試験の受検を
積極的に実施

Point 04

課外授業の充実

勉強と部活動が両立できる環

境が整っています。多様化す

る進路に向けて、自分で必要

な講座や課外活動を選択でき

ます。大学や専門学校への進

学はもちろん、近年は公務員

就職を実現する生徒も増え、

令和３年度は女子生徒２名が

公務員試験に合格しました。

国・英・数を
中心とした能率的な
カリキュラム

エラン 勉強と部活動を両立して多様な進路をデザインする

Point 01

Point 03

一人ひとりに
合った進路選択

Point 02

希望の進路に
合わせた

資格取得サポート

Point 04

選べる
放課後の講座

授業で基本的な学習を徹底す
ることで部活動に打ち込めま
す。２年次から興味・関心に
よってクラスを選択でき、特
にアスリートクラス、ミッ
ションスペシャリストクラス
では外部講師を招いての授業
を取り入れています。昨年度
から長崎医療技術専門学校、
メトロITビジネスカレッジと
の連携もスタートしました。

国・英・数の
基本的な

学習内容の充実

フロンティア 部活動に力を入れながら一人ひとりの個性を最大限に伸ばす

Point 01

Point 03

一人ひとりの
個性を伸ばす
進路・就職指導

Point 02

公務員や民間就職を
目指すミッション

スペシャリストクラス

Point 04

部活動に特化した
アスリートクラス

KAISEI の選べる 運動部も文化部も盛ん！

気になる部活を

ピックアップ！

自分に

ピッタリの

入試方法を

選ぼう！

３つのコース Club Activity
選べる特別入試

※令和３年度実施分

※その他、２月上旬に一般入学試験一次入試、３月中旬に一般入学試験二次入試を実施。

入試情報

野　球　部

〈主な成績〉

第149回九州地区高等学校野球
長崎県大会優勝

主将

柿本　彩人くん
（海星中出身）

監督・加藤　慶二先生より

私たち野球部は、学校生活を大切にし、
夏の甲子園ベスト４を目標に、部員全
員で一球に対して熱く練習していま
す。学年関係なく仲がいいのが今年の
チームの特長です。ぜひ私たちと一緒
に高校野球を楽しみましょう！

乗り越えろ！　チャレンジ 2019
（甲子園ベスト 16・国体準優勝）

‶高校球児として、そして一人の人間
として……" 目標にチャレンジしてい
く３年間で社会に出ても必要とされる
人材を育成します。

吹 奏 楽 部

〈主な成績〉

吹奏楽コンクール銀賞
アンサンブルコンテスト
３年連続金賞（H30～R2）

毎年 3 月に開催される定期演奏会
他、各種イベントに参加

ステラ・マリスコース

村中　瑞央さん
海星中出身・弓道部所属

先生方の支えと経験が私を強くした

詳しくはこちらの
動画を CHECK ！

弓道部女子

〈主な成績〉

第40回全国高校選抜大会
長崎県予選優勝

北信越総体2021（夏のインターハイ）
テニス競技　男子ダブルス３位

卒業生の
声

顧問・木村　英夫先生より

怪我やライバルの台頭も
ありましたが、先生のご
指導や、チームメイトの
励ましもあり、プレーの
面でも、人間としても成
長できたと思います。

福岡出身の私は寮生
活を送りましたが、
ほかの部活動の人や
留学生との出会い、
楽しい寮生活は、一
生の思い出となりま
した。

育成試験では、問題集をつかって国語、数学、
英語の 3 教科の基礎固めができれば、合格
により近づきます。入学後は先生方のサポー
トが手厚く、また友だちとお互いに励まし、
競い合うことで充実した高校生活を送ること
ができます。

私には大学受験で特に大きな支えになったことが２つ
あります。１つめは、先生方の存在です。受験勉強を
続ける中で、先生方からの言葉一つひとつがとても励
みになりました。また、共通テストが思うようにいかず、
一度心が折れそうになりましたが、先生方が最後まで
じっくり指導を続けてくださり、第一志望に合格する
ことができました。２つめは、今までの自分の努力や
経験です。１・２年生で自分がいかに努力してきたか
ということが受験勉強の中で不安を感じる度に助けに
なりました。また、弓道部で九州大会や全国大会など、
数多くの大きな試合を経験してきたことが、受験本番
でも自信を保つことにつながったと感じています。

男子テニス部

今里くん　　鳥井くん
（令和 3 年度卒業生）

通知表の５段階評定値を調べてみてください！

育成試験
経験者の声

在学生

K・N くん
（若松中出身・サッカー部）

有名私立大学 令和３年度国公立大学・準大学

東京大、九州大、東北大  ほか
地元  長崎大に 20 名合格！

青山学院大、立教大、同志社大
など指定校推薦も充実

市役所、消防、警察など
公務員試験合格も続々！

２級  38 名

66名合格！ 多数合格 就職実績UP!

中学３年間の評定値によって、試験の点数に関係なく、合格すれば奨学生に選出されます

英検準１級
合格者６名！

育成試験（3 教科課題型）

国語、英語、数学、面接
※英語はリスニングテストなし

国語、英語、数学、理科、社会
※英語はリスニングテストあり

科　目

★特別推薦試験　　 ステラ・マリス、エラン、
★部活動推薦試験　 フロンティア全てのコースで受験可

　専願試験　　　　 エランコース、フロンティアコースが
　併願試験　　　　 受験可

専願試験　　　ステラ・マリスコース、
併願試験　　　エランコースが受験可

区　分

奨学生試験（5 教科型）

育成試験問題集から
60 ～ 70％出題！

公立高校の後期試験を意識した問題
合格者の中から点数によって優待を選出

特　色

２つから選べる特別入学試験（１月中旬実施）

〈①②から１つ選択〉

①毎月の通学費給付

　（上限10,000円）

②入寮費（50,000円）免除

　毎月の寮費補助

　（22,000円）

毎月の施設設備費

（5,000円）を給付

毎月の授業料の全額

（33,000円）を給付

入学金免除

（100,000円）

教育整備費免除

（30,000円）

教育整備費免除

（30,000円） 教育整備費の半額免除

（15,000円）

入学金免除

（100,000円） 入学金の半額免除

（50,000円）

毎月の授業料の全額

（33,000円）を給付

毎月の授業料の半額

（16,500円）を給付 毎月の授業料の3分の１

　（11，000円）を給付

Ｓ奨学生
評定平均 4.7

（計 70 以上）
評定平均 4.0

（計 60 以上）
評定平均 3.7

（計 55 以上）
評定平均 3.5

（計 52 以上）

Ａ奨学生 Ｂ奨学生 Ｃ奨学生

教育整備費の半額免除

（15,000円）

入学金の半額免除

（50,000円）

ステラ・マリス

育成試験（推薦のみ）

奨学生試験

一次試験

エラン

育成試験

奨学生試験

一次試験

フロンティア

育成試験

一次試験

弓道部女子は、射技向上・的中向上を
目標に、日々練習に励んでいます。ま
た、学年関係なく仲が良く、お互いに
アドバイスをし合い、高めあっていま
す。弓道を通じて、充実した時間を過
ごすことができます！

弓道は基本に忠実に、練習と試行錯誤
をこつこつと繰り返すことで必然的に
実力がつく競技です。
生徒たちには、努力は報われるという
自信、勝つ喜びを感じてほしいと思い
ます。

部長

小谷　羽菜さん
（滑石中出身）

顧問・下村　洸征先生より

中学生、高校生ともに仲良く活動して
います。年齢の壁を越えて、「海星ブ
ラス」ならではの、温かく、聴いてい
る人の心をほっこりさせるような音を
目指して一致団結しています。みんな
が主役になれる、すばらしい部活です！

音楽に向き合うことを通して、人間と
しての成長を目指しています。
大会や演奏会における、「お客様の時
間を頂くことの責任」を持ち、心揺さ
ぶるサウンドを目指して練習に励んで
います。

（R1、R3）※R2は中止

エランコース

山脇　愛海さん
鳴北中出身・剣道部所属

SDGs 活動が志望のきっかけに

私が長崎市役所への就職を目指すようになったきっか
けは、高校２年生の時の SDGs 活動です。活動をす
る中で、長崎の発展に貢献できる仕事がしたいと強く
思うようになりました。私は部活動も勉強も本気で頑
張ってきて、本当によかったと心から言えます。もし
かすると、今、部活動や勉強をしていて、「将来本当
に役に立つのか？」などと考えている人もいるかもし
れません。しかし、私は今回の受験を通じて「何一つ
無駄なことはない。」と胸を張って言えます。どんな
に小さなことでも、根気強く続けていくことで、自分
の未来は拓けます。海星に進学して多くの先生方と出
会い、そしてご指導いただきました。その中で夢とや
りたいことを見つけ、その夢が目標となって無事合格
し、スタートラインに立つことができました。海星に
入学して本当によかったです。

フロンティアコース

田中　晴輝さん
桜馬場中出身・野球部所属

ファンに愛されるボートレーサーに

野球部からも
合格！

私は幼少期から野球に打ち込んできました。県内のトッ
プ選手が集まる環境で自分の実力を試したいと思い、
海星高校に進学しました。野球部のレベルは予想以上
に高く、日々の練習も厳しかったのですが、最高の仲
間と先生に囲まれ、完全燃焼することができました。
最後の夏が終わり、進路を考えたときに、これまで身
を置いた勝負の世界に身を置き続けたいと考えまし
た。そのような時期に現役レーサーの方と出会う機会
があり、勝負の世界の厳しさと面白さを教えていただ
きました。入試は一次試験から最終試験まで倍率が高
く、長期間の入試となりましたが、何とか突破するこ
とができました。2023 年にデビューできるように、心
技体を鍛えなおし、ファンに愛される選手になりたい
と思います。

主将

米田　琴音さん
（長与中出身）

主将

米田　琴音さん
（長与中出身）

ボートレーサー養成所合格

※令和３年度作成



進路情報

長崎大学医学部医学科合格 長崎市役所合格

７校時授業による豊富な授業
時数で、大学受験をサポート
します。国公立大学や難関私
立大学への進学を目標とした
生徒が在学し、高い水準での
学習を行っています。勉強に
力を入れながらも、部活動に
参加する生徒も多く、部活動
参加率は約70％です。

難関大学への
現役合格を目指した
独自のカリキュラム

ステラ・マリス 難関大学への現役合格を目指し論理的思考力と表現力を養う

Point 01

Point 03

一人ひとりに
寄り添ったきめ細か
な進路指導の徹底

Point 02

校外模試の受験や
検定試験の受検を
積極的に実施

Point 04

課外授業の充実

勉強と部活動が両立できる環

境が整っています。多様化す

る進路に向けて、自分で必要

な講座や課外活動を選択でき

ます。大学や専門学校への進

学はもちろん、近年は公務員

就職を実現する生徒も増え、

令和３年度は女子生徒２名が

公務員試験に合格しました。

国・英・数を
中心とした能率的な
カリキュラム

エラン 勉強と部活動を両立して多様な進路をデザインする

Point 01

Point 03

一人ひとりに
合った進路選択

Point 02

希望の進路に
合わせた

資格取得サポート

Point 04

選べる
放課後の講座

授業で基本的な学習を徹底す
ることで部活動に打ち込めま
す。２年次から興味・関心に
よってクラスを選択でき、特
にアスリートクラス、ミッ
ションスペシャリストクラス
では外部講師を招いての授業
を取り入れています。昨年度
から長崎医療技術専門学校、
メトロITビジネスカレッジと
の連携もスタートしました。

国・英・数の
基本的な

学習内容の充実

フロンティア 部活動に力を入れながら一人ひとりの個性を最大限に伸ばす

Point 01

Point 03

一人ひとりの
個性を伸ばす
進路・就職指導

Point 02

公務員や民間就職を
目指すミッション

スペシャリストクラス

Point 04

部活動に特化した
アスリートクラス

KAISEI の選べる 運動部も文化部も盛ん！

気になる部活を

ピックアップ！

自分に

ピッタリの

入試方法を

選ぼう！

３つのコース Club Activity
選べる特別入試

※令和３年度実施分

※その他、２月上旬に一般入学試験一次入試、３月中旬に一般入学試験二次入試を実施。

入試情報

野　球　部

〈主な成績〉

第149回九州地区高等学校野球
長崎県大会優勝

主将

柿本　彩人くん
（海星中出身）

監督・加藤　慶二先生より

私たち野球部は、学校生活を大切にし、
夏の甲子園ベスト４を目標に、部員全
員で一球に対して熱く練習していま
す。学年関係なく仲がいいのが今年の
チームの特長です。ぜひ私たちと一緒
に高校野球を楽しみましょう！

乗り越えろ！　チャレンジ 2019
（甲子園ベスト 16・国体準優勝）
‶高校球児として、そして一人の人間
として……" 目標にチャレンジしてい
く３年間で社会に出ても必要とされる
人材を育成します。

吹 奏 楽 部

〈主な成績〉

吹奏楽コンクール銀賞
アンサンブルコンテスト
３年連続金賞（H30～R2）

毎年 3 月に開催される定期演奏会
他、各種イベントに参加

ステラ・マリスコース

村中　瑞央さん
海星中出身・弓道部所属

先生方の支えと経験が私を強くした

詳しくはこちらの
動画を CHECK ！

弓道部女子

〈主な成績〉

第40回全国高校選抜大会
長崎県予選優勝

北信越総体2021（夏のインターハイ）
テニス競技　男子ダブルス３位

卒業生の
声

顧問・木村　英夫先生より

怪我やライバルの台頭も
ありましたが、先生のご
指導や、チームメイトの
励ましもあり、プレーの
面でも、人間としても成
長できたと思います。

福岡出身の私は寮生
活を送りましたが、
ほかの部活動の人や
留学生との出会い、
楽しい寮生活は、一
生の思い出となりま
した。

育成試験では、問題集をつかって国語、数学、
英語の 3 教科の基礎固めができれば、合格
により近づきます。入学後は先生方のサポー
トが手厚く、また友だちとお互いに励まし、
競い合うことで充実した高校生活を送ること
ができます。

私には大学受験で特に大きな支えになったことが２つ
あります。１つめは、先生方の存在です。受験勉強を
続ける中で、先生方からの言葉一つひとつがとても励
みになりました。また、共通テストが思うようにいかず、
一度心が折れそうになりましたが、先生方が最後まで
じっくり指導を続けてくださり、第一志望に合格する
ことができました。２つめは、今までの自分の努力や
経験です。１・２年生で自分がいかに努力してきたか
ということが受験勉強の中で不安を感じる度に助けに
なりました。また、弓道部で九州大会や全国大会など、
数多くの大きな試合を経験してきたことが、受験本番
でも自信を保つことにつながったと感じています。

男子テニス部

今里くん　　鳥井くん
（令和 3 年度卒業生）

通知表の５段階評定値を調べてみてください！

育成試験
経験者の声

在学生

K・N くん
（若松中出身・サッカー部）

有名私立大学 令和３年度国公立大学・準大学

東京大、九州大、東北大  ほか
地元  長崎大に 20 名合格！

青山学院大、立教大、同志社大
など指定校推薦も充実

市役所、消防、警察など
公務員試験合格も続々！

２級  38 名

66名合格！ 多数合格 就職実績UP!

中学３年間の評定値によって、試験の点数に関係なく、合格すれば奨学生に選出されます

英検準１級
合格者６名！

育成試験（3 教科課題型）

国語、英語、数学、面接
※英語はリスニングテストなし

国語、英語、数学、理科、社会
※英語はリスニングテストあり

科　目

★特別推薦試験　　 ステラ・マリス、エラン、
★部活動推薦試験　 フロンティア全てのコースで受験可

　専願試験　　　　 エランコース、フロンティアコースが
　併願試験　　　　 受験可

専願試験　　　ステラ・マリスコース、
併願試験　　　エランコースが受験可

区　分

奨学生試験（5 教科型）

育成試験問題集から
60 ～ 70％出題！

公立高校の後期試験を意識した問題
合格者の中から点数によって優待を選出

特　色

２つから選べる特別入学試験（１月中旬実施）

〈①②から１つ選択〉

①毎月の通学費給付

　（上限10,000円）

②入寮費（50,000円）免除

　毎月の寮費補助

　（22,000円）

毎月の施設設備費

（5,000円）を給付

毎月の授業料の全額

（33,000円）を給付

入学金免除

（100,000円）

教育整備費免除

（30,000円）

教育整備費免除

（30,000円） 教育整備費の半額免除

（15,000円）

入学金免除

（100,000円） 入学金の半額免除

（50,000円）

毎月の授業料の全額

（33,000円）を給付

毎月の授業料の半額

（16,500円）を給付 毎月の授業料の3分の１

　（11，000円）を給付

Ｓ奨学生
評定平均 4.7

（計 70 以上）
評定平均 4.0

（計 60 以上）
評定平均 3.7

（計 55 以上）
評定平均 3.5

（計 52 以上）

Ａ奨学生 Ｂ奨学生 Ｃ奨学生

教育整備費の半額免除

（15,000円）

入学金の半額免除

（50,000円）

ステラ・マリス

育成試験（推薦のみ）

奨学生試験

一次試験

エラン

育成試験

奨学生試験

一次試験

フロンティア

育成試験

一次試験

弓道部女子は、射技向上・的中向上を
目標に、日々練習に励んでいます。ま
た、学年関係なく仲が良く、お互いに
アドバイスをし合い、高めあっていま
す。弓道を通じて、充実した時間を過
ごすことができます！

弓道は基本に忠実に、練習と試行錯誤
をこつこつと繰り返すことで必然的に
実力がつく競技です。
生徒たちには、努力は報われるという
自信、勝つ喜びを感じてほしいと思い
ます。

部長

小谷　羽菜さん
（滑石中出身）

顧問・下村　洸征先生より

中学生、高校生ともに仲良く活動して
います。年齢の壁を越えて、「海星ブ
ラス」ならではの、温かく、聴いてい
る人の心をほっこりさせるような音を
目指して一致団結しています。みんな
が主役になれる、すばらしい部活です！

音楽に向き合うことを通して、人間と
しての成長を目指しています。
大会や演奏会における、「お客様の時
間を頂くことの責任」を持ち、心揺さ
ぶるサウンドを目指して練習に励んで
います。

（R1、R3）※R2は中止

エランコース

山脇　愛海さん
鳴北中出身・剣道部所属

SDGs 活動が志望のきっかけに

私が長崎市役所への就職を目指すようになったきっか
けは、高校２年生の時の SDGs 活動です。活動をす
る中で、長崎の発展に貢献できる仕事がしたいと強く
思うようになりました。私は部活動も勉強も本気で頑
張ってきて、本当によかったと心から言えます。もし
かすると、今、部活動や勉強をしていて、「将来本当
に役に立つのか？」などと考えている人もいるかもし
れません。しかし、私は今回の受験を通じて「何一つ
無駄なことはない。」と胸を張って言えます。どんな
に小さなことでも、根気強く続けていくことで、自分
の未来は拓けます。海星に進学して多くの先生方と出
会い、そしてご指導いただきました。その中で夢とや
りたいことを見つけ、その夢が目標となって無事合格
し、スタートラインに立つことができました。海星に
入学して本当によかったです。

フロンティアコース

田中　晴輝さん
桜馬場中出身・野球部所属

ファンに愛されるボートレーサーに

野球部からも
合格！

私は幼少期から野球に打ち込んできました。県内のトッ
プ選手が集まる環境で自分の実力を試したいと思い、
海星高校に進学しました。野球部のレベルは予想以上
に高く、日々の練習も厳しかったのですが、最高の仲
間と先生に囲まれ、完全燃焼することができました。
最後の夏が終わり、進路を考えたときに、これまで身
を置いた勝負の世界に身を置き続けたいと考えまし
た。そのような時期に現役レーサーの方と出会う機会
があり、勝負の世界の厳しさと面白さを教えていただ
きました。入試は一次試験から最終試験まで倍率が高
く、長期間の入試となりましたが、何とか突破するこ
とができました。2023 年にデビューできるように、心
技体を鍛えなおし、ファンに愛される選手になりたい
と思います。

主将

米田　琴音さん
（長与中出身）

主将

米田　琴音さん
（長与中出身）

ボートレーサー養成所合格

※令和３年度作成
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学習を行っています。勉強に
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から長崎医療技術専門学校、
メトロITビジネスカレッジと
の連携もスタートしました。

国・英・数の
基本的な

学習内容の充実

フロンティア 部活動に力を入れながら一人ひとりの個性を最大限に伸ばす

Point 01

Point 03

一人ひとりの
個性を伸ばす
進路・就職指導

Point 02

公務員や民間就職を
目指すミッション

スペシャリストクラス

Point 04

部活動に特化した
アスリートクラス

KAISEI の選べる 運動部も文化部も盛ん！

気になる部活を

ピックアップ！

自分に

ピッタリの

入試方法を

選ぼう！

３つのコース Club Activity
選べる特別入試

※令和３年度実施分

※その他、２月上旬に一般入学試験一次入試、３月中旬に一般入学試験二次入試を実施。

入試情報

野　球　部

〈主な成績〉

第149回九州地区高等学校野球
長崎県大会優勝

主将

柿本　彩人くん
（海星中出身）

監督・加藤　慶二先生より

私たち野球部は、学校生活を大切にし、
夏の甲子園ベスト４を目標に、部員全
員で一球に対して熱く練習していま
す。学年関係なく仲がいいのが今年の
チームの特長です。ぜひ私たちと一緒
に高校野球を楽しみましょう！

乗り越えろ！　チャレンジ 2019
（甲子園ベスト 16・国体準優勝）
‶高校球児として、そして一人の人間
として……" 目標にチャレンジしてい
く３年間で社会に出ても必要とされる
人材を育成します。

吹 奏 楽 部

〈主な成績〉

吹奏楽コンクール銀賞
アンサンブルコンテスト
３年連続金賞（H30～R2）

毎年 3 月に開催される定期演奏会
他、各種イベントに参加

ステラ・マリスコース

村中　瑞央さん
海星中出身・弓道部所属

先生方の支えと経験が私を強くした

詳しくはこちらの
動画を CHECK ！

弓道部女子

〈主な成績〉

第40回全国高校選抜大会
長崎県予選優勝

北信越総体2021（夏のインターハイ）
テニス競技　男子ダブルス３位

卒業生の
声

顧問・木村　英夫先生より

怪我やライバルの台頭も
ありましたが、先生のご
指導や、チームメイトの
励ましもあり、プレーの
面でも、人間としても成
長できたと思います。

福岡出身の私は寮生
活を送りましたが、
ほかの部活動の人や
留学生との出会い、
楽しい寮生活は、一
生の思い出となりま
した。

育成試験では、問題集をつかって国語、数学、
英語の 3 教科の基礎固めができれば、合格
により近づきます。入学後は先生方のサポー
トが手厚く、また友だちとお互いに励まし、
競い合うことで充実した高校生活を送ること
ができます。

私には大学受験で特に大きな支えになったことが２つ
あります。１つめは、先生方の存在です。受験勉強を
続ける中で、先生方からの言葉一つひとつがとても励
みになりました。また、共通テストが思うようにいかず、
一度心が折れそうになりましたが、先生方が最後まで
じっくり指導を続けてくださり、第一志望に合格する
ことができました。２つめは、今までの自分の努力や
経験です。１・２年生で自分がいかに努力してきたか
ということが受験勉強の中で不安を感じる度に助けに
なりました。また、弓道部で九州大会や全国大会など、
数多くの大きな試合を経験してきたことが、受験本番
でも自信を保つことにつながったと感じています。

男子テニス部

今里くん　　鳥井くん
（令和 3 年度卒業生）

通知表の５段階評定値を調べてみてください！

育成試験
経験者の声

在学生

K・N くん
（若松中出身・サッカー部）

有名私立大学 令和３年度国公立大学・準大学

東京大、九州大、東北大  ほか
地元  長崎大に 20 名合格！

青山学院大、立教大、同志社大
など指定校推薦も充実

市役所、消防、警察など
公務員試験合格も続々！

２級  38 名

66名合格！ 多数合格 就職実績UP!

中学３年間の評定値によって、試験の点数に関係なく、合格すれば奨学生に選出されます
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想像しよう

ミライのジブン

01

私は令和３年４月より、NCC 長崎文化放送にて、リポーター、
YouTube 出演、そして視聴率の集約など、幼いころから憧れてい
たメディアの世界で充実した毎日を送っています。
ステラ・マリスコースでの３年間は、学ぶ楽しさを知るだけでなく、
出会いの大切さを実感したものとなりました。
ぜひみなさんも、何事にも前向きに取り組み、充実した学校生活を
送ってください。

幼いころから憧れていた世界に

平　　百恵さん

ステラ・マリスコース　平成 28 年度卒業生

02

私は現在、ジャパネットたかたで掃除機のバイヤーを担当していま
す。主な業務は商品の仕入れや、メーカー様と一緒に商品の改善を
行うことです。
高校時代は野球部として甲子園を目指しながら国公立進学コース（現
エランコース）で勉強に励み、１年生の時にはチームとして甲子園
に出場し、大学にも進学できました。野球の練習と勉強でハードな
毎日でしたが、海星での日々を乗り越えたからこそ、社会人になっ
てからも何事にも負けずに取り組めています。

種村　　塁さん

国公立進学コース（現エランコース）　平成 25 年度卒業生

海星で強い精神力が身に付いた

03 04

海星高校の授業料が無償に！

支給上限額

590万円 720万円 910万円 世帯年収

2020 年４月より、高等学校等の就学支援金の制度改正により、従来の支援額から引き上げが行われました。
世帯年収が 590 万円未満の世帯に関しては一律上限 33,000 円（月額）に支援金が支給されます。この制度を
利用すると、世帯年収が 590 万円未満の世帯においては本校の授業料が無償になります。

9,900円（月額）9,900円（月額）

6,600円（月額）

9,900円

16,500円

33,000円
本校授業料

全額相当

本校授業料
半額相当

公立高校の
授業料額

33,000円（月額）

長崎県授業料軽減補助金

令和３年度就学支援金

年収約590万円未満の世帯は
海星高校の授業料（33,000円）が

無償になります！！

年収約590万円～720万円の世帯は
海星高校の授業料（33,000円）が

半額になります！！

保護者等の「課税所得」を基準として判定します。
（注）保護者全員の合計年収の目安

※令和３年度実績

（注）

海星高等学校
学校法人 海星学園

観光通り観光通り
浜町アーケード浜町アーケード

西浜町西浜町
新地中華街新地中華街

ながさき
出島道路
ながさき
出島道路

メディカルセンターメディカルセンター

大浦海岸通大浦海岸通

石橋石橋

大浦天主堂大浦天主堂

長崎港

至 夢彩都↑至 夢彩都↑

至 野母崎↓至 野母崎↓

出島ワーフ●出島ワーフ●

長崎税関●長崎税関●

●長崎県美術館●長崎県美術館●　　
  長崎水辺の森公園

●　　
  長崎水辺の森公園

●●
●ホテルニュータンダ●ホテルニュータンダ

●新地バスターミナル●新地バスターミナル

●活水女子大●活水女子大

◉海星学園◉海星学園

出島出島

長崎みなとメディカルセンター長崎みなとメディカルセンター

Access 徒歩で中央橋から15分
 新地バスターミナルから10分
 石橋電停から５分
 長崎駅から徒歩+電車で20分

バス+徒歩 60分バス+徒歩 60分

JR+電車+徒歩 35分JR+電車+徒歩 35分

バス+徒歩 50分バス+徒歩 50分

バス+徒歩 45分バス+徒歩 45分

海星学園

高速シャトルバス+徒歩 50分高速シャトルバス+徒歩 50分

高速シャトルバス+徒歩 45分高速シャトルバス+徒歩 45分

JR+電車+徒歩 60分JR+電車+徒歩 60分

JR+電車+徒歩 40分JR+電車+徒歩 40分

バス+徒歩 40分バス+徒歩 40分

スクールバス 30分スクールバス 30分

時　津 大村駅

諫早駅

喜 津々駅

東長崎

三　和

野母崎

長　与

滑　石

小江原

福　田

〒850 - 8586  長崎市東山手町5番3号
TEL.095-826-7321
FAX.095-820-5696
E-mail　main@kaisei-ngs.ed.jp
学校ホームページ   www.kaisei-ngs.ed.jp/

海星高等学校

INFINITY
KAISEI

現在は広告代理店で、アカウントプランナーとして、クライアント
様が達成したい目標に対し、デジタル広告でどのような施策を打つ
べきかのプランニングを行っています。
毎日激務で徹夜続きの日もありますが、大学受験の時の、本当に苦
しかった高校時代を思い出すと頑張ることができます。海星高校に
入学していなかったら、大学に進学し、東京でバリバリ働いている
私はいなかったと思います。海星高校を選んでよかったです。

想像できなかった自分が今ここに

原　亜佑美さん

国公立進学コース（現エランコース）　平成 25 年度卒業生

私は海星高校卒業後、大学へ進学し、東アフリカのウガンダ共和国
に留学しました。海星高校在学中、野球部に所属していた経験を活
かし、現地では野球（baseball）普及のボランティア活動に携わり
ました。最終的には、ウガンダ共和国のナショナルチームが参加し
たオリンピック予選に、スタッフとして帯同することができました。
何も知らない土地では、『積極的に学ぶ姿勢を持つこと』『自分を信
じ、可能性を見つけ出すこと』が最も重要でした。海星高校の、個
性を尊重し、何事にも挑戦できる校風だったからこそ、今の自分が
あると思います。

海外では挑戦する姿勢が大事だった

芝岡　泰雅さん

フロンティアコース　平成 29 年度卒業生

バス+徒歩 45分バス+徒歩 45分

バス+徒歩 70分バス+徒歩 70分

まちなかにある
学校だから

アクセス抜群！

新しくなった
長崎駅にも

近いよ！

NCC 長崎文化放送勤務 株式会社ジャパネットたかた勤務　

株式会社サイバーエージェント勤務　 ウガンダ共和国　野球ナショナルチーム帯同　

キ
ミ
の
未
来
は
広
大
無
辺
。

海星高等学校
学 校 法 人  海 星 学 園



想像しよう

ミライのジブン

01

私は令和３年４月より、NCC 長崎文化放送にて、リポーター、
YouTube 出演、そして視聴率の集約など、幼いころから憧れてい
たメディアの世界で充実した毎日を送っています。
ステラ・マリスコースでの３年間は、学ぶ楽しさを知るだけでなく、
出会いの大切さを実感したものとなりました。
ぜひみなさんも、何事にも前向きに取り組み、充実した学校生活を
送ってください。

幼いころから憧れていた世界に

平　　百恵さん

ステラ・マリスコース　平成 28 年度卒業生

02

私は現在、ジャパネットたかたで掃除機のバイヤーを担当していま
す。主な業務は商品の仕入れや、メーカー様と一緒に商品の改善を
行うことです。
高校時代は野球部として甲子園を目指しながら国公立進学コース（現
エランコース）で勉強に励み、１年生の時にはチームとして甲子園
に出場し、大学にも進学できました。野球の練習と勉強でハードな
毎日でしたが、海星での日々を乗り越えたからこそ、社会人になっ
てからも何事にも負けずに取り組めています。

種村　　塁さん

国公立進学コース（現エランコース）　平成 25 年度卒業生

海星で強い精神力が身に付いた

03 04

海星高校の授業料が無償に！

支給上限額

590万円 720万円 910万円 世帯年収

2020 年４月より、高等学校等の就学支援金の制度改正により、従来の支援額から引き上げが行われました。
世帯年収が 590 万円未満の世帯に関しては一律上限 33,000 円（月額）に支援金が支給されます。この制度を
利用すると、世帯年収が 590 万円未満の世帯においては本校の授業料が無償になります。

9,900円（月額）9,900円（月額）

6,600円（月額）

9,900円

16,500円

33,000円
本校授業料

全額相当

本校授業料
半額相当

公立高校の
授業料額

33,000円（月額）

長崎県授業料軽減補助金

令和３年度就学支援金

年収約590万円未満の世帯は
海星高校の授業料（33,000円）が

無償になります！！

年収約590万円～720万円の世帯は
海星高校の授業料（33,000円）が

半額になります！！

保護者等の「課税所得」を基準として判定します。
（注）保護者全員の合計年収の目安

※令和３年度実績

（注）

海星高等学校
学校法人 海星学園

観光通り観光通り
浜町アーケード浜町アーケード

西浜町西浜町
新地中華街新地中華街

ながさき
出島道路
ながさき
出島道路

メディカルセンターメディカルセンター

大浦海岸通大浦海岸通

石橋石橋

大浦天主堂大浦天主堂

長崎港

至 夢彩都↑至 夢彩都↑

至 野母崎↓至 野母崎↓

出島ワーフ●出島ワーフ●

長崎税関●長崎税関●

●長崎県美術館●長崎県美術館●　　
  長崎水辺の森公園

●　　
  長崎水辺の森公園

●●
●ホテルニュータンダ●ホテルニュータンダ

●新地バスターミナル●新地バスターミナル

●活水女子大●活水女子大

◉海星学園◉海星学園

出島出島

長崎みなとメディカルセンター長崎みなとメディカルセンター

Access 徒歩で中央橋から15分
 新地バスターミナルから10分
 石橋電停から５分
 長崎駅から徒歩+電車で20分

バス+徒歩 60分バス+徒歩 60分

JR+電車+徒歩 35分JR+電車+徒歩 35分

バス+徒歩 50分バス+徒歩 50分

バス+徒歩 45分バス+徒歩 45分

海星学園

高速シャトルバス+徒歩 50分高速シャトルバス+徒歩 50分

高速シャトルバス+徒歩 45分高速シャトルバス+徒歩 45分

JR+電車+徒歩 60分JR+電車+徒歩 60分

JR+電車+徒歩 40分JR+電車+徒歩 40分

バス+徒歩 40分バス+徒歩 40分

スクールバス 30分スクールバス 30分

時　津 大村駅

諫早駅

喜 津々駅

東長崎

三　和

野母崎

長　与

滑　石

小江原

福　田

〒850 - 8586  長崎市東山手町5番3号
TEL.095-826-7321
FAX.095-820-5696
E-mail　main@kaisei-ngs.ed.jp
学校ホームページ   www.kaisei-ngs.ed.jp/

海星高等学校

INFINITY
KAISEI

現在は広告代理店で、アカウントプランナーとして、クライアント
様が達成したい目標に対し、デジタル広告でどのような施策を打つ
べきかのプランニングを行っています。
毎日激務で徹夜続きの日もありますが、大学受験の時の、本当に苦
しかった高校時代を思い出すと頑張ることができます。海星高校に
入学していなかったら、大学に進学し、東京でバリバリ働いている
私はいなかったと思います。海星高校を選んでよかったです。

想像できなかった自分が今ここに

原　亜佑美さん

国公立進学コース（現エランコース）　平成 25 年度卒業生

私は海星高校卒業後、大学へ進学し、東アフリカのウガンダ共和国
に留学しました。海星高校在学中、野球部に所属していた経験を活
かし、現地では野球（baseball）普及のボランティア活動に携わり
ました。最終的には、ウガンダ共和国のナショナルチームが参加し
たオリンピック予選に、スタッフとして帯同することができました。
何も知らない土地では、『積極的に学ぶ姿勢を持つこと』『自分を信
じ、可能性を見つけ出すこと』が最も重要でした。海星高校の、個
性を尊重し、何事にも挑戦できる校風だったからこそ、今の自分が
あると思います。

海外では挑戦する姿勢が大事だった

芝岡　泰雅さん

フロンティアコース　平成 29 年度卒業生

バス+徒歩 45分バス+徒歩 45分

バス+徒歩 70分バス+徒歩 70分

まちなかにある
学校だから

アクセス抜群！

新しくなった
長崎駅にも

近いよ！

NCC 長崎文化放送勤務 株式会社ジャパネットたかた勤務　

株式会社サイバーエージェント勤務　 ウガンダ共和国　野球ナショナルチーム帯同　

キ
ミ
の
未
来
は
広
大
無
辺
。

海星高等学校
学 校 法 人  海 星 学 園


