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西彼杵の学び 生徒が作る行事
西彼杵高校では各行事で実行委員を募り、
生徒が行事を作ります！
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令和３年度　卒業生の進路状況
国立大学　5%

私立大学　3%
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●榎並　和華菜（大瀬戸中学校出身）
　私は四年制大学進学を目標に、探究
コースで日々学習に励んでいます。探
究コースでは大学進学に必要な学力を
しっかり身につけることができます。
また私は、生徒会活動にも取り組んで
います。西彼杵高校には生徒主体の行

事がたくさんあります。校外活動に関わる機会も多くあ
ります。私は、九州総文の副実行委員長を務めるなど、
多くのことを経験させていただきました。西彼杵高校は、
変われるチャンスが多くある学校です。

●長尾　芹（大瀬戸中学校出身）
　私は探究コースで四年制大学への進
学を目指し、日々学習と部活動に励ん
でいます。私は、西彼杵高校に入るまで、
勉強があまり好きではなかったのです
が、協同学習で近くの人と話しながら
授業を受けるので授業内容が理解でき

るようになり、学ぶことが楽しくなりました。部活動で
は野球部のキャプテンとして頑張っています。協同学習
で学んだことがチーム経営にも役立っています。学習と
部活動が一生懸命に取り組める素晴らしい学校なので是
非、西彼杵高校に来てください。

●橋本　勇馬（三重中学校出身）
　私は総合コースに進み、行事を始め
様々なことに挑戦するようになりまし
た。特に私は専門委員会に積極的に取
り組み、図書委員長を務めました。先
生方に助けていただきながら頑張るこ
とが出来ました。それを機に人前で話

す機会も増え、それが自分の自信にもつながりました。
新しいことを経験をしておくことはとても大事で必要な
ことだということを学びました。何でも良いのでやって
みることが自分の力になると思います。

●

●

●●

●

日髙　真琴（西海中学校出身）
　総合コースでは、多くの資格を取得
することができます。資格の学習は、
最初はなかなか難しいですが先生が丁
寧に教えてくださったり友達と教え
合ったりしてたくさんの人が情報処理
検定資格などの資格試験に合格してい

ます。 私には進学したい専門学校あります。資格を取っ
ておくと入試にも役立ちますが、就職する際に必要になっ
てくると思います。進学、就職問わず、社会人としての
基礎を身につけられる西彼杵高校に進学して良かったと
思っています。

小西　彩音
　私は、株式会社長崎銀行に入社し、現在は
大瀬戸支店と長崎市にある別館で研修してい
ます。支店での研修は窓口で直接お客様と関
わり、お金を扱うのでミスをすることが許さ
れず、初めて聞く言葉ばかりなので仕事を覚
えるのがとても大変です。しかし、出来なかっ
たことができるようになった時の達成感があ

ります。これからは正行員として、「お客様第一」にもっと努力
していきたいと思います。みなさんも将来に向けて西彼杵高校で
勉強や部活を頑張ってください！

永田　陽也
　私はアリアケジャパン株式会社に入社し、
研修を終え、今は仮配属中です。研修では様々
な部署をまわり各部署の作業内容や注意する
所など今後仕事をする上で大切な事を学べた
研修でした。生活面では寮で一人暮らしをし
ているので、自炊や洗濯など大変なことも多
いですが良い経験になっています。これから

会社の一員という自覚を持ち日本一信頼されるような社会人にな
れるよう日々成長していきます。みなさんも希望する進路実現の
ためにこれからも頑張ってください。応援しています！

岩下　瞳美
　私は、長崎純心大学こども教育保育学科で保育士、幼稚
園教諭の免許取得に向けて学習しています。大学では、新
たな友達ができ、サークルにも入り毎日楽しく過ごしていま
す。授業面では課題や試験の代わりになるレポートなどす
ることがたくさんあり、スケジュール管理が大変です。自分
でスケジュールを立てることが苦手な人は早めに少しずつ
慣れておくとこれから役に立つと思います。西彼杵高校は、

各行事を生徒主体で作り上げていくので、たくさん学べる機会があります。私も実行
委員などの経験からコミュニケーション力を高めることができたと思っています。是
非西彼杵高校での３年間を有意義なものにして、様々なことに挑戦してみてください！

《国公立大学》
長崎大学、長崎県立大学、鳥取大学、琉球大学、
都留文科大学
《私立大学》
長崎国際大学、長崎純心大学、長崎総合科学大学、
鎮西学院大学、名城大学
《短期大学》
長崎短期大学、長崎女子短期大学
《専門学校》
長崎医療専門学校、長崎医療こども専門学校、
長崎県美容専門学校、諫早コンピューターカレッジ、
福岡医療専門学校、長崎高等技術専門校

《県内》
アリアケジャパン、長崎銀行、たらみ、
オートバックス、ダイヤソルト、ハウステンボス、
大島造船所、橘高、山崎マーク、エレナ、森満工業、
ふくの湯、ウエノ、協環、パサージュ琴海
《県外》
トヨタ自動車、ダイハツ工業、山崎製パン、
春日井製菓、にしけい
《公務員》
西海市役所、陸上自衛隊

水本　将大 （株式会社長崎銀行）

（アリアケジャパン株式会社）（長崎純心大学こども教育保育学科）

（鳥取大学農学部生命環境農学科）

　私は、鳥取大学農学部生命環境農学科に進学しました。
授業は、高校で履修していないものもあり、不安でしたが、
最初は基礎からしているので、安心して授業を受けられて
います。また、課題はレポートでの提出が多いため、論理
コミュニケーションの授業がとても役に立っています。高
校生のみなさんは進路が決まっていない人もいると思いま
す。そういう人は、もっと自分について考えてみると、自

分が何をしたいか、何になりたいかが見えてくると思います。西彼杵高校で過ごす 3
年間は、色々なことを経験できるため、自分のしたいことを見つけることができると
思います。何より楽しむことも大切なので、不安になり過ぎずに頑張ってください。

主な進学先（過去３年間） 主な就職先（過去３年間）

卒業生からのメッセージ 卒業生からのメッセージ

COURSE 2 年生から進路希望に応じて
2つのコースに分かれます

コース

国公立・私立の４年制大学・看護・
医療系専門学校への進学希望者を中
心としたコース

進路希望に応じて文系・理系を選ぶ
ことができます！

各種企業や短期大学・専門学校等へ
の就職・進学を希望する生徒を中心
としたコース

・全商簿記実務検定・全商情報処理検定
・全商ビジネス計算実務検定
・全商ビジネス文書実務検定
・実用英語技能検定
・日本漢字能力検定　他

・全商簿記実務検定・全商情報処理検定
・全商ビジネス計算実務検定
・全商ビジネス文書実務検定
・実用英語技能検定
・日本漢字能力検定　他
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［ホームページ］https://www2.news.ed.jp/section/nishisonogi-h/
［E-mail］nishisonogi-h@news.ed.jp YouTube Instagram 令和5年度 学校案内

SENIOR HIGH SCHOOL

Nagasaki  Prefectural

NISHISONOGI

西海中出身２年 中尾美月西海中出身３年 中澤あすか

外海中出身２年 林　友香

大瀬戸中出身３年 溝口直人

広田中出身２年 永野さくら西彼中出身２年 岸下秀也大瀬戸中出身２年 川端暁洋

三重中出身３年 大谷結衣

西彼中出身１年 宮原ひなた琴海中出身１年 川添颯希

三重中出身３年 山田　樹西彼中出身３年 藤﨑　聖

三重中出身１年 林　理人大瀬戸中出身１年 林田玲実

あなたにとっ
ての

とは？西彼杵高校


