
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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，１８年目になり

ます。令和２年度には「“水絶えぬ 郷に

匂へる”１００年の想い」というキャッチ

フレーズのもと，創立１００周年記念式典

を挙行しました。 

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。

現在，スーパーサイエンスハイスクール(Ｓ

ＳＨ)指定校（２期目）として大学・研究所，

海外，地域などと連携し，様々な行事に取

り組んでいます。平成２５年度に完成した

新しい校舎やアリーナ，グラウンド等の施

設をはじめとして，学習面・運動面ともに

恵まれた環境の中，在校生は黎明の歴史に

新たな１ページを刻むべく，文武両面に

日々努力しています。  

 

（２）教育方針 

「創造力の育成」 

学んだことをもとに，進んで課題を見つ

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。 

 

                                            

（３）教育課程の特色 

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。英語と数学は１,２年次で，古典は１～

３年次で，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，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。 

 ＳＳＨ関連の学校設定科目である「ＳＳ

探究」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，２月の黎明サイエンスフェスティバ

ルでその成果を発表します。全体として，

課題設定力，論理的・批判的思考力，コミ

ュニケーション力，情報活用能力を基盤と

し，主体的に探究を続け，新たな価値を創

造する能力(探究力)を育成することをめざ

しています。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

生徒会行事も盛んで，例年実施される中

高合同の体育祭，黎明祭（文化祭），高校行

事の球技大会は，実行委員を中心に自主的

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。特に中高

合同行事である体育祭・黎明祭は，中学生

と高校生が積極的に交流できる行事であり，

高校生がリーダーシップを発揮することで，

主体性を高める機会となっています。 

部活動については，運動部・文化部とも

に活動が盛んであり，昨年度も陸上部やコ

ーラス部の全国大会出場など，目覚ましい

活躍をしています。多くの部活動で中高合

同での活動場面があり，互いに良い刺激を

受け合うことで，高校生が自分の役割を自

覚し，自己の向上につなげる良い機会とな

っています。 

昨年度は例年通りの学校行事の実施が困

難になり，部活動でも多くの大会が中止と

なってしまいました。しかしそのような中

にあっても，生徒が主体的に考え行動する

姿勢が見られ，新しい形の学校行事を創り

上げ成功させたこと，部活動でも制限の中

で最大限の効果を引き出す練習を工夫して

取り組んだことなど，黎明生の強さが発揮

された一年でもありました。 

（５）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  路 R3 R2 R1 

国公立大学 40 50 43 

国公立短大 2 2 1 

私立大学 114 122 117 

私立短大 13 6 5 

専各学校 33 37 47 

就職・公務員 15 3 5 

その他 13 12 9 

卒業生計 230 232 227 

主な進路先（令和４年３月卒業生） 

( )内は人数，(1)は省略 

＜国公立大学＞ 

東北大(3)，北教大函館校，弘前大(2)，岩

手大(3)，宮城教育大(5)，秋田大(2)，山形

大(4)，福島大，茨城大，群馬大，千葉大，

電気通信大，金沢大 

宮城大(4)，青森公立大，岩手県立大，会津

大，福島県立医大，高崎経済大(2)，横浜市

立大，山梨県立大，都留文科大，高知県立

大 

＜私立大学＞ 県外は大学名のみ 

東北学院大(28)，東北福祉大(22)，東北工

業大(5)，尚絅学院大(3)，仙台大，宮城学

院女子大(14)，東北文化学園大(3)，仙台白

百合女大，東北医科薬科大(4)，盛岡大，東

北文教大，国際医療福祉大，白鴎大，群馬

パース大，城西大，東京国際大，獨協大，

文教大，尚美学園大，神田外語大，青山学

院大，亜細亜大，北里大，創価大，中央大，

帝京大，東洋大，日本大，明治学院大，明

星大，神奈川大，関東学院大，名古屋外大，

同志社大，大阪経済法科大，関西学院大 

＜公立・私立短大＞ 

岩手県大宮古短大(2)，聖和学園短大(4)，

仙台青葉学院短大(5)，宮城誠真短大(4) 

＜専修各種学校＞ 

仙台医療センター附属看護助産，葵会仙台

看護，石巻赤十字看護，気仙沼市立病院附

属看護，ＪＲ東京総合病院高等看護，昭和

大医附看護 他 

＜就職＞ 

国家高卒(2)，国家税務，県学校事務，県職

員，大崎市職員，加美町職員，大崎広域行

政事務組合，一般曹候補生(2)，日本郵便㈱，

医療法人華桜会，㈱東亜レジン古川，㈱エ

ルセーヌファクトリー，㈱安部自動車   

古川黎明高等学校 

 校訓  尚志 至誠 精励 

２ 学校の特色 

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：７０４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 

 

ホームページアドレス： 

https://freimei-h.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

freimei-h@od.myswan.ed.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 

 
 
 
 
 

明けない夜はない 
進もう新たな黎明へ！！ 

令和元年（平成３１年）に創立１００周

年を迎えた本校は，古き良き伝統を守り

つつも，併設型中高一貫教育校として，

ＳＳＨ指定校（２期目）として，次の新

たな1ページを創り出すべく，中・高校

生ともに全力投球しています。 

キャッチフレーズ 



 

 各学科の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，「求める

生徒像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

（１）第一次募集について 

 イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数等 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

普通科 240 80% 108 20% 27 

      ただし上記の割合については，併設中学校（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 選抜順序 

  ＜普通科＞  共通選抜 → 特色選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜普通科＞   なし 

 

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  学力検査点（５００点満点）と調査書点（１９５点満点）の満

点を原点とした相関図を用いて選抜する。 

 

  相関図での学力検査点と調査書点の比重 

  ＜普通科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ６：４ 

 

特色選抜 

  学力検査点，調査書点を合計した点数を基に，調査書の記載事

項も用いて，求める生徒像に照らして総合的に審査し，選抜する。 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実

技･作文 
合計 

普

通

科 

390点 
※国語，数学，

社会，英語，理

科の全学年の

評定を２倍 

※音楽，美術，

保体，技家の全

学年の評定を

４倍 

 

500点 
 

なし 

890点 

(注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

（２）第二次募集について 

 次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実

技･作文 
合計 

普

通

科 

135点 
 

300点 
※国語，数学，

英語 各 100 点

満点 

なし 

435点 

(注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

過去３年間の学科コース別･出願者数･合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 139 159 161  

合格者数 139 147 142 

                                                            

（４）令和４年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和 4年  9月 6日 全学年 英，国，数，面接 

令和 4年 12月 16日 全学年 英，国，数，面接 

令和 5年  3月 24日 新 2・3年 英，国，数，面接 

※編入学は３月のみ 

※海外からの編入学は随時 

  

  
  探究の授業風景（ＳＳ探究Ⅰ ペーパードロップコンテスト） 

  
   「黎明サイエンスフェスティバル」タイ サトゥン校との交流 

   

黎明祭（中高合同）クラスパフォーマンス  

   
黎明祭（中高合同）工夫を凝らしたアトラクション 

   

校舎（新グラウンド側より） 

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 


