古川黎明高等学校
校訓 尚志 至誠 精励

１ 基本データ

創立：大正９年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：７０８名
所在地：〒989-6175
大崎市古川諏訪一丁目４番２６号
ＴＥＬ：0229-22-3148
ＦＡＸ：0229-22-1024

２ 学校の特色

ホームページアドレス：
http://www.freimei-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@freimei-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ陸羽東線：古川駅から徒歩 30 分
宮城交通バス：鳴子方面黎明中高前下車 徒歩 5 分
ミヤコーバス：加美町方面西館下車 徒歩 10 分

（３）教育方針

キャッチフレーズ
黎明コンパス
～ 漕ぎ出せ未来の方角へ ～
先輩方が積み上げた実績と伝統に加え，
課題探求型学習など様々な取り組みで新
たな方向へと大胆に踏み出し，未来を模
索すべく，中・高校生ともに，勉学や部
活動，各種行事に全力投球で取り組んで
います。

「創造力の育成」
学んだことをもとにすすんで課題
を見つけ，解決していく生徒を育成し
ます。
「自主・自立の精神の育成」
しっかりとした自分をもって，未来
に立ち向かっていく生徒を育成しま
す。
「共生の心の涵養」
地球に生きる一員として，互いを知
って，共に生きようとする生徒を育成
します。

愛好会が全国大会に，卓球部，コーラス部
が東北大会に出場するなど，各部が目覚ま
しい活躍をしています。共学化後に新設さ
れた男子の部活動も盛んになりました。硬
式野球部，サッカー部，陸上部などが活発
に活動し成果も収めています。また，中学
生との交流も盛んです。多くの部活動で，
中高合同で活動する場面があり，互いに良
い刺激を受け合い，共に成長する姿が見ら
れます。
（６）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数)
進

（４）教育課程の特色

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
大正９年の創立以来，女子教育の拠点校
として長い歴史と伝統を持つ本校は，男女
共学併設型中高一貫教育校として平成１７
年４月に新たな出発をし，創立１４年目に
なります。高校からの入学生と中学からの
入学生が互いに切磋琢磨しながら，生徒会
活動や学校行事，部活動で活躍し，ともに
進路実績に大きな足跡を残し卒業していき
ました。在校生はその先輩方を越えようと
日々努力しています。６年間のスーパーサ
イエンスハイスクール(ＳＳＨ)指定校とし
て培ったノウハウを生かし課題探求型学習
など様々な行事に取り組んでいます。平成
２５年度には新校舎が完成し，今年度春に
は新グラウンドも完成しました。黎明の歴
史に新たな１ページが綴られ，更に新たな
ステージへと突き進んでいます。
（２）設置学科等
(過去 3 年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞

普通科

出願者数
合格者数

H30
76
43

H29
69
42

H28
85
44

H30
123
102

H29
93
89

H28
132
102

＜後期選抜＞

普通科

出願者数
合格者数

１年次は芸術科の科目選択，２年次から
は文系，理系の類型選択，多科目選択など
進路希望に応じた教育課程を設定していま
す。１，２年次英語と数学で，３年次に古
典で，習熟度別に，個に応じたきめ細かな
授業を展開しています。また，難関大学を
はじめとする進学希望者の実力養成のため
「黎明土曜塾」
「課外講習」
を開講しており，
きめ細かなコース分けによって各生徒の学
力に応じた受講が可能となっています。
特色ある教科・科目としては「言偏」が
あります。
「言偏」では読書や新聞読み込み
指導，発表などを通して豊かな言語運用能
力および情報発信力を育みます。また，
「総
合的な学習の時間」では，１年次，大崎市
役所と連携し，世界農業遺産として認定さ
れた大崎耕土についての研究に取り組み，
２年次にはグループごとに自らがテーマを
選び課題研究を進めています。
全体として，
課題発見能力・課題解決能力・情報収集力・
情報発信力・創造発想力を養い，将来，地
域の復興を支える人材の育成をめざしてい
ます。
（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会行事も盛んで，
中高合同の体育祭，
黎明祭（文化祭）
，高校行事の球技大会は，
自主的に企画・運営され，全校をあげて盛
り上がる一大イベントとなっています。特
に，体育祭・黎明祭は中高一貫行事と位置
付けられており，中学生と高校生が積極的
に交流できる行事として運営されています。
部活動については，昨年度は陸上部，ス
キー部，なぎなた部，写真部，吟詠剣詩舞

路

H29

H28

H27

26
41
39
国公立短大
0
1
0
私立大学
121 135 144
私立短大
11
10
6
専各学校
37
28
29
就職・公務員
10
9
10
その他
16
8
11
卒業生計
221 232 239
主な進路先（平成３０年３月卒業生）
（ ）内は人数 (1)は省略
＜国公立大学＞
岩手大(4)，山形大(4)，宮城教育大(3)，筑
波大(2)，弘前大，東北大，千葉大，新潟大，
山梨大，静岡大，宮城大(5)，高崎経済大，
長野県立大
＜私立大学＞ 県外は大学名のみ
東北学院大(16)，宮城学院女子大(13)，東
北福祉大(24)，石巻専修大(3)，東北文化学
園大(4)，東北工業大(3)，尚絅学院大(5)，
仙台白百合女子大(5)，
東北医薬大，
仙台大，
岩手医大，盛岡大，国際医療福祉大，女子
栄養大，文教大，和洋女子大，早稲田大，
青山学院大，立教大，中央大，明治大，成
蹊大，日本大，東洋大，東京理科大，専修
大，白百合女子大，日本体育大，日本女子
大，神奈川大，フェリス女子大，新潟医療
福祉大，福岡大 他
＜公立・私立短大＞
聖和学園短大，宮城誠真短大 他
＜専修各種学校＞
仙台医療ｾﾝﾀｰ付属看護助産，気仙沼市立看
護，獨協医大付属看護，日医大付属看護，
JR 東京総合病院付属看護 他
〈就職〉大崎市職員，国家税務, YKKAP㈱，
JR 西日本㈱，共立メンテナンス 他
国公立大学

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科 男女２４０名（ただし，併設型中学校（古川黎明中学校）
からの入学予定者１０５名を含む。
）
（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内（４０名以内）
ただし，併設型中学校（古川黎明中学校）からの入学予定者
１０５名を除いた，１３５名について設定したものである。
ロ 出願できる条件
以下の１を満たし，かつ２，３のうち１つ以上を満たす人物
１ 将来，社会に貢献するという明確な意志を持ち，その実現の
ために大学への進学等を希望し，現在も学習に積極的に取り組
んでおり，高校入学後も意欲的に学習に取り組もうとする強い
意志を持っていることを自己アピールできる生徒
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．３以上の生徒
【調査書】
３ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上【調査
書】の生徒で，かつ次の(1)～(3)の項目を１つ以上満たすこと
を自己アピールできる生徒
(1) 中学校の部活動において，県大会（運動部は中総体・新人大
会の県大会，文化部は県コンクール等）に主力の選手・メンバ
ー（マネージャーを除く）として出場・出品し，意欲的に活動
した生徒，又は校外の体育的活動や文化・芸術的活動などにお
いて，顕著な実績を有する生徒
(2) 生徒会活動・ボランティア活動において，中心的な役割を担
った実績を有する生徒
(3) 校内外の活動で，資格（検定）
・語学・研究・発表に意欲的に
取り組んだ生徒
◆２，３の学習成績については「資格確認の対象とする条件」
である
ハ 学力検査
国語，数学，英語
各１００点
ニ 学校独自検査
小論文（資料読取型）
（配点７５点）
６０分
提示された図や表，文章といった資料を読んで，内容を正
確につかみ，その内容に関する設問に答える。更に，自分の
考えを論述展開する。

制服（冬服）

課題研究発表会ポスターセッション

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
９５名（予定）
ただし，併設型中学校（古川黎明中学校）からの入学予定
者１０５名を除いた，
１３５名について設定したものである。
ロ 面接・実技の有無
なし
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
４：６
ホ 学科の第２志望
該当なし
（４）平成３０年度転編入学試験について
日 程
平成 30 年 9 月 21 日
平成 30 年 11 月 26 日
平成 31 年 3 月 20 日

対象学年
全学年
全学年
新 2･3 年

校舎(新グラウンド側より)

（７月以降分）
試験科目等
英，国，数，面接
英，国，数，面接
英，国，数，面接

中高合同の体育祭

我が校のＰＲポイント
「おはようございます！」の挨拶がいつも聞こえてきます。母体校であ
る古川女子高校以来の伝統です。受け継いだものは挨拶だけではありませ
ん。白梅賦（苦寒風雪ををかしてひらき 争はずして 百花のさきがけを
なす）の精神のもと，中学生も高校生も，男子も女子も，元気に学習・部
活動・行事に取り組んでいます。文武両道と自主自立の精神が，本校のモ
ットーです。伝統ある，しかも新しい学校で，青春を思いっきり謳歌して
みませんか。

中高合同の黎明祭

