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令和４年度　入学試験の概要
１．募集定員

普通科進学コース 普通科創志コース 普通科総合コース 情報ビジネス科

男女計　280名 男女計　60名

２．入試区分・試験内容

入試区分 試験日 普通科 
進学コース

普通科 
創志コース

普通科 
総合コース

情報 
ビジネス科 備　考

奨
学
生
入
試

学業 
奨学生

1月12日 
（水）

英語・国語・数学の
学力試験・個人面接

奨学生として合格し
た場合は必ず入学す
ること

部活動 
奨学生推薦 作文・個人面接

合格者は必ず入学す
ること推

薦
入
試

特　別
個人面接

一　般

一
般
入
試

一　般
1月22日 
（土） 英語 国語 数学の学力試験・グループ面接

専　願 合格者は必ず入学す
ること

３．一般入試での第２志望
科・コース 第２志望 選択可能  科・コース

普通科進学コース ➡ 普通科創志コース・普通科総合コース・情報ビジネス科

普通科創志コース ➡ 普通科総合コース・情報ビジネス科

普通科総合コース ➡ 情報ビジネス科

情 報 ビ ジ ネ ス 科 ➡ 普通科総合コース

４．提出書類一覧

入試区分 出願登録 出願受付 志願者 
一覧表 調査書 推薦書 掲載 

ページ

奨学生 
入試

学業奨学生

　11月12日㈮ 
～１月４日㈫

　12月17日㈮ 
～１月４日㈫

〇 〇 P.4

部活動奨学生推薦 〇 〇 奨学生推薦書 P.5

推薦入試
特　　別 〇 〇 特 別 推 薦 書 P.6

一　　般 〇 〇 一 般 推 薦 書 P.7

一般入試
一　　般 　11月12日㈮ 

～１月14日㈮
　12月17日㈮ 
～１月14日㈮

〇 〇
P.8

専　　願 〇 〇
※土・日・祝日及び12月28日～１月３日は受付を行いません。

５．特典
入学金 施設拡充費 授業料 教育充実費

Ｓ奨学生 全額免除 全額免除 奨学金給付 奨学金給付

Ａ奨学生 全額免除 全額免除 奨学金給付

Ｂ奨学生 全額免除 半額免除

特別推薦 全額免除 半額免除

一般推薦 全額免除
※給付された奨学金は授業料等に充当します。
※授業料の奨学金給付額は、授業料から就学支援金を控除した額になります。
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Web出願システムのご利用方法
●Web出願から合格発表までの流れ

本
校
出
願
サ
イ
ト
へ

ア
ク
セ
ス

受
験
料
の
お
支
払
い

※
手
数
料
は
ご
負
担
く
だ
さ
い
。

合
格
発
表

受
験
票
を
印
刷

【出願申込】
１．ログオン後出願情報の入力
２．申込内容確認書を印刷
３．受験生→中学校の先生へ確認依頼
４．必要に応じて修正・変更

【出願書類提出】

中学校→本校へ必要書類を
ご提出

※必要書類は出願する試験の詳細
をご確認ください。

ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
成

１．本校出願サイトへアクセス
インターネットに接続できる端末（パソコン・スマートフォン・タブレット）からWeb出願サイトにアクセスします。

https://lsg.grapecity.com/furukawa-gakuen_high/app
※インターネットに接続できる環境やプリンタをご利用頂く必要があります。
※スマートフォン・タブレットをご利用の方は左のＱＲコードから直接出願サイトにアクセスできます。
■Web出願サイト利用開始日：令和３年11月12日（金）
■奨学生入試と推薦入試の出願締切日：令和４年１月４日（火）
■一般入試の出願締切日：令和４年１月14日（金）

Web出願をする環境がない方
本校においてWeb出願をしていただくことも可能です。下記の期間に対応いたしますので前日までにご
予約の上ご来校ください。
【期間】令和３年12月１日（水）～12月11日（土）　日曜日を除く　平日/9：30～17：00　土曜日/9：00～12：00
ご予約は電話またはメールで希望日時をお申し込みください。
〔電話〕0229−22−2545（平日9：00～17：00）　〔メール〕nyushi@furukawa-gakuen.ac.jp

２．志願者アカウントを作成
「初めての方はこちら」から志願者情報（メールアドレスやパスワード）のアカウント作成を行います。

３．ログオンと出願情報の入力
自動返信されるメールよりリンクをクリックし、作成したアカウントでログオンします。【新規申込手続き】
より受験する試験を選択し、必要事項をご入力の上申込手続きをしてください。

４．写真のアップロード
受験票には顔写真が必要になります。写真データをアップロードしてください。アップロードできない場合
は、印刷した受験票に写真を直接糊付けしてください。

５．申込内容の確認
申込完了後、【申込内容確認書】を印刷し、中学校の先生に提出し申込内容の確認を依頼してください。

※迷惑メール対策をされている場合は@contact.grapecity.comからの受信許可設定
をお願いいたします。

（ドコモ等の携帯電話会社のメールをご利用の方は、URL付メールの受信許可設
定もお願いいたします。）

※パスワードは８文字以上で英数字を含めたものを設定してください。

※Web出願登録の際は、できるだけ常用漢字で入力してください。JIS漢字コード
に文字が書き換えられる場合がありますので、ご了承ください。

※複数の試験を受験する場合は、1つ目の試験を申込後、再度【新規申込手続き】
より申し込みをしてください。
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６．受験料のお支払い
以下のいずれかの方法でお支払い手続きを行ってください。（手数料はご負担ください）
◉受　　　験　　　料　　　14,000円
◉受験料のお支払い期間 【奨学生・推薦】令和３年11月12日（金）～令和４年１月４日（火）
 【　一　　般　】令和３年11月12日（金）～令和４年１月14日（金）

■クレジットカード決済
オンライン決済のため24時間受験料のお支払いが
可能です。

◉ご利用可能なクレジットカード

■コンビニ決済
払込票を印刷するか払込伝票番号を控えて頂き、
選択したコンビニ店でお支払いを行います。
※セブンイレブンでの決済に限り、出願期間最終日の

３日前までの入金をお願いします。

◉ご利用可能なコンビニ

■ペイジー決済
ペイジーマークのあるＡＴＭまたは銀行のネット
サービスよりお支払い頂けます。

◉ペイジーマーク

※金融機関窓口でのお支払いはできません。
※お客様番号、確認番号を入力し、お支払いを行ってください。

７．受験票の印刷

８．中学校から本校へ出願関係書類をご持参または郵送

【ご提出いただくもの】

９．合格発表はWeb出願サイトへログオンして確認できます
合否発表期間中にWeb出願サイトへログオンします。
【合否照会】から対象の試験の【結果を確認】ボタンをクリックし確認を行います。
◉合格発表アクセス期間
・奨学生入試、推薦入試　令和４年１月13日（木）15：00～
・一般入試　　　　　　　令和４年１月28日（金）15：00～
※なお、お電話でのお問合せには応じられませんので、ご了承ください。

■Web出願システムに関する操作などのお問合せ先
　グレープシティ㈱　出願サイト下部にある【お問合せ】よりご連絡ください。
■出願に関するお問合せ先
　古川学園高等学校入試広報室　TEL：0229-22-2545

※お支払い完了後に【印刷へ】ボタンから受験票を印刷して試験日当日に持
参してください。

　コンビニエンスストアでの印刷方法は、出願サイト下部にある【よくある
質問】をご覧ください。

※顔写真をアップロードしていない方は、必ず受験票に写真を糊付けしてく
ださい。

・志願者一覧表
・調査書
・該当者…各種推薦書・副申書など
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学業奨学生入試
１．募集対象 普通科進学コース
２．受験資格 ・令和４年３月中学校卒業見込みの生徒。

・奨学生に採用された場合必ず本校に入学する生徒。
・心身ともに健全で、大学進学を希望し２・３年生時の国語・数学・英語・社会・

理科の５教科の５段階評定平均値が「4.0」以上の生徒。
※評定平均値は小数第２位を四捨五入してください。

３．出願手続
　　web出願登録

令和３年11月12日（金）から利用可能。
※Web出願登録の方法とその流れについてはP.２～３をご覧ください。

４．出願受付 令和３年12月17日（金）～令和４年１月４日（火）
【提出書類】
下記のものを中学校から本校へ提出してください。
①志願者一覧表（中学校の先生用サイトから受験番号の若い順に印刷してください。）
②調査書（各県立高校用の書式を使用してください。）
※書類毎に志願者一覧表の順にそろえてください。
【提出方法】
・持参の場合　本校事務室へ午前９時から午後４時まで
　　　　　　　（土・日・祝日及び12月28日～１月３日を除く。）
・郵送の場合　１月４日（火）必着のこと。
※受理した書類は、理由にかかわらず返還できません。

５．試験日程・内容 令和４年１月12日（水）　受付8：00～8：45
試験時間 9：10～10：00 10：20～11：10 11：30～12：20 13：00～

試験科目 英　語 国　語 数　学 昼食 個人面接
受験票・筆記用具・上履きをご持参ください。
受験票は、各自出願者サイトで印刷し試験当日に必ず持参してください。

６．試験会場 古川学園高等学校（大崎市古川中里六丁目２番８号）JR古川駅中里口より徒歩３分

７．選考方法 総合判定（書類審査・学力試験・面接試験）による。
８．合格発表 ・令和４年１月13日（木）午後３時　本校ホームページから合否確認できます。

・本人に入試結果通知を郵送します。
９．入学手続 令和４年１月21日（金）までに合格通知書に同封される学業奨学生誓約書を本校へ郵

送してください。
10． 特典 Ｓ奨学生：入学金・施設拡充費の免除、授業料・教育充実費相当額の奨学金を給付
11．留意事項 ・進学コースに在籍する限り卒業まで奨学生としますが、在学中に奨学生として適

切さを欠くことがあった場合には学業奨学生の資格を失うことがあります。
・学業奨学生に該当しなかった場合でも、普通科進学コースに一般合格とし一般入

試を免除する場合があります。一般合格者は以下の入学手続をお願いいたします。
【一般合格者の手続き】
本校Web出願サイトから納入手続きをしてください。

区分 納入金額 手続期間

一次手続 入　学　金　　50,000円 １月13日（木）～２月10日（木）

二次手続 施設拡充費　　120,000円 １月13日（木）～３月17日（木）
※期間内に納入がない場合は、入学の意思がないものとみなします。
※納入された入学金は、理由にかかわらず返還できません。

（4）



部活動奨学生推薦入試
１．募集対象 普通科創志コース・普通科総合コース・情報ビジネス科
２．受験資格 【共通】

本校の担当者・顧問より中学校校長を通して勧誘させていただきます。
・令和４年３月中学校卒業見込みの生徒。
・奨学生に採用された場合必ず本校に入学する生徒。
・心身ともに健全で、２・３年生時の９教科５段階評定平均値が創志コースは「3.0」

以上、総合コース・情報ビジネス科は「2.5」以上で中学校の校長が推薦する生徒。
※評定平均値は小数第２位を四捨五入してください。
【奨学生別】
Ｓ奨学生 女子バレーボール・男子卓球・野球・吹奏楽の各競技・活動において、

特に優れた成績をあげた生徒で入学後も当該部活動に所属し活躍が期
待できる生徒。

Ａ奨学生 男女ハンドボール・男子バスケットボール・女子ソフトテニス・サッカ
ー・陸上・剣道・柔道の各競技・活動において、特に優れた成績をあ
げた生徒で入学後も当該部活動に所属し活躍が期待できる生徒。

Ｂ奨学生 スポーツ・文化・芸術の分野で才能があり入学後も本校の部活動に所
属し３年間活躍が期待できる生徒。

３．出願手続
　　web出願登録

令和３年11月12日（金）から利用可能。
※Web出願登録の方法とその流れについてはP.２～３をご覧ください。

４．出願受付 令和３年12月17日（金）～令和４年１月４日（火）
【提出書類】
下記のものを中学校から本校へ提出してください。
①志願者一覧表（中学校の先生用サイトから受験番号の若い順に印刷してください。）
②調査書（各県立高校用の書式を使用してください。）
③奨学生推薦書（ホームページからダウンロードできます。）
※書類毎に志願者一覧表の順にそろえてください。
【提出方法】
・持参の場合　本校事務室へ午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（土・日・祝日及び12月28日～１月３日を除く。）
・郵送の場合　１月４日（火）必着のこと。
※受理した書類は、理由にかかわらず返還できません。

５．試験日程・内容 令和４年１月12日（水）　受付8：00～8：45
試験時間 9：00～10：00 10：15～

試験科目 作　　文 個人面接
受験票・筆記用具・上履きをご持参ください。
受験票は、各自出願者サイトで印刷し試験当日に必ず持参してください。

６．試験会場 古川学園高等学校（大崎市古川中里六丁目２番８号）JR古川駅中里口より徒歩３分

７．選考方法 総合判定（書類審査・作文試験・面接試験）による。
８．合格発表 ・令和４年１月13日（木）午後３時　本校ホームページから合否確認できます。

・本人に入試結果通知を郵送します。
９．入学手続 令和４年１月21日（金）までに合格通知書に同封される部活動奨学生誓約書を本校へ

郵送してください。
10．特典 Ｓ奨学生：入学金・施設拡充費の免除、

　　　　　授業料・教育充実費相当額の奨学金を給付
Ａ奨学生：入学金・施設拡充費の免除、授業料相当額の奨学金を給付
Ｂ奨学生：入学金・施設拡充費（半額）の免除

11．留意事項 在学中に奨学生として適切さを欠くことがあった場合、部活動奨学生の資格を失う
ことがあります。
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特別推薦入試
１．募集対象 普通科創志コース・普通科総合コース・情報ビジネス科

２．受験資格 ・令和４年３月中学校卒業見込みの生徒で本校を第一希望とし、合格した場合、必
ず本校に入学する生徒

・心身ともに健全で、中学校の校長が推薦する生徒。
創志コース ２・３年生時の９教科５段階評定平均値が［3.5］以上

総合コース
情報ビジネス科 ２・３年生時の９教科５段階評定平均値が［3.0］以上

※評定平均値は小数第２位を四捨五入してください。
・入学後、推薦書に記載した部活動（女子バレーボール部を除く）に必ず所属し、

３年間活躍が期待できる生徒。

３．出願手続
　　web出願登録

令和３年11月12日（金）から利用可能
※Web出願登録の方法とその流れについてはP.２～３をご覧ください。

４．出願受付 令和３年12月17日（金）～令和４年１月４日（火）
【提出書類】
下記のものを中学校から本校へ提出してください。
①志願者一覧表（中学校の先生用サイトから受験番号の若い順に印刷してください。）
②調査書（各県立高校用の書式を利用してください。）
③特別推薦書（ホームページからダウンロードできます。）
※書類毎に志願者一覧表の順にそろえてください。
【提出方法】
・持参の場合　本校事務室へ午前９時から午後４時まで
　　　　　　　（土・日・祝日及び12月28日～１月３日を除く）
・郵送の場合　１月４日（火）必着のこと。
※受理した書類は、理由にかかわらず返還できません。

５．試験日程・内容 令和４年１月12日（水）　受付12：30～13：00
試験時間 13：15～

試験科目 個人面接
受験票・筆記用具・上履きをご持参ください。
受験票は、各自出願者サイトで印刷し試験当日に必ず持参してください。

６．試験会場 古川学園高等学校（大崎市中里六丁目２番８号）ＪＲ古川駅中里口より徒歩３分

７．選考方法 総合判定（書類審査・面接試験）による。

８．合格発表 ・令和４年１月13日（木）午後３時　本校ホームページから合否確認ができます。
・本人に入試結果通知を郵送します。

９．入学手続 本校Web出願サイトから納入手続きをしてください。
納入金額 手続期間

施設拡充費　60,000円 １月13日（木）～1月21日（金）

10．特　　典 入学金（50,000円）の免除
施設拡充費半額（60,000円）の免除
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一般推薦入試
１．募集対象 すべての学科・コース
２．受験資格 【共通】

・令和４年３月中学校卒業見込みの生徒で本校を第一志望とし、合格した場合必ず
本校に入学する生徒。

・心身ともに健全で中学校の校長が推薦する生徒。
【学業に関する推薦】
進学コース 大学進学を希望する生徒で２・３年生時の９教科５段階評定平

均値が「3.5」以上。
創志コース 大学進学を希望する生徒で２・３年生時の９教科５段階評定平

均値が「3.3」以上。
総合コース
情報ビジネス科 ２・３年生時の９教科５段階評定平均値が「3.0」以上。

【部活動・特別活動に関する推薦】
・部活動・学級活動・生徒会活動・学校行事・文化活動や校外のクラブチーム・文

化・社会活動（ボランティア活動を含む）等において熱心に活動した生徒。
創志コース ２・３年生時の９教科５段階評定平均値が「3.0」以上。
総合コース
情報ビジネス科 ２・３年生時の９教科５段階評定平均値が「2.5」以上。

※評定平均値は小数第２位を四捨五入してください。
３．出願手続
　　web出願登録

令和３年11月12日（金）から利用可能。
※Web出願登録の方法とその流れについてはP.２～３をご覧ください。

４．出願受付 令和３年12月17日（金）～令和４年１月４日（火）
【提出書類】
下記のものを中学校から本校へ提出してください。
①志願者一覧表（中学校の先生用サイトから受験番号の若い順に印刷してください。）
②調査書（各県立高校用の書式を使用してください。）
③一般推薦書（ホームページからダウンロードできます。）
※書類毎に志願者一覧表の順にそろえてください。
【提出方法】
・持参の場合　本校事務室へ午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（土・日・祝日及び12月28日～１月３日を除く。）
・郵送の場合　１月４日（火）必着のこと。
※受理した書類は、理由にかかわらず返還できません。

５．試験日程・内容 令和４年１月12日（水）　受付12：30～13：00
試験時間 13：15～

試験科目 個人面接
受験票・筆記用具・上履きをご持参ください。
受験票は、各自出願者サイトで印刷し試験当日に必ず持参してください。

６．試験会場 古川学園高等学校（大崎市古川中里六丁目２番８号）JR古川駅中里口より徒歩３分

７．選考方法 総合判定（書類審査・面接試験）による。
８．合格発表 ・令和４年１月13日（木）午後３時　本校ホームページから合否確認できます。

・本人に入試結果通知を郵送します。
９．入学手続 本校Web出願サイトから納入手続きをしてください。

納入金額 手続期間

施設拡充費　 120,000円 １月13日（木）～１月21日（金）

10．特典 入学金（50,000円）の免除
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一般入試
１．募集対象 すべての学科・コース

２．受験資格 ・令和４年３月中学校卒業見込みの生徒及び中学卒業者。

３．出願手続
　　Web出願登録

令和３年11月12日（金）から利用可能。
※Web出願登録の方法とその流れについてはP.２～３をご覧ください。

４．専願・第２志望 【専願制度】
専願で志望した場合は、合否判定の際優遇します。合格した場合は必ず入学するこ
とが条件になります。
【第２志望】
第１志望の科・コース別に第２志望を選択することができます。

第１志望 第２志望

進学コース 創志コース・総合コース・情報ビジネス科

創志コース 総合コース・情報ビジネス科

総合コース 情報ビジネス科

情報ビジネス科 総合コース

５．出願受付 令和３年12月17日（金）～令和４年１月14日（金）
【提出書類】
下記のものを中学校から本校へ提出してください。
①志願者一覧表（中学校の先生用サイトから受験番号の若い順に印刷してください。）
②調査書（各県立高校用の書式を使用してください。）　
※書類毎に志願者一覧表の順にそろえてください。
【提出方法】
・持参の場合　本校事務室へ午前９時から午後４時まで
　　　　　　　（土・日・祝日及び12月28日～１月３日を除く。）
・郵送の場合　１月14日（金）必着のこと。
※受理した書類は、理由にかかわらず返還できません。

６．試験日程・内容 令和４年１月22日（土）　受付8：00～8：40　直接試験教室にお入りください。
試験時間 9：10～10：00 10：20～11：10 11：30～12：20 13：00～

試験科目 英　語 国　語 数　学 昼食 グループ面接
※進学コースと創志コースは同一の試験問題です。また、総合コースと情報ビジネ

ス科は同一の試験問題です。
受験票・筆記用具・上履き・昼食をご持参ください。
受験票は、各自出願者サイトで印刷し試験当日に必ず持参してください。

７．試験会場 ①本校会場　古川学園高等学校（大崎市古川中里6-2-8　0229-22-2545）
対象中学校：大崎市・涌谷町・美里町・加美町・色麻町・栗原市・県外の中学校

及び大和中学校・大衡中学校
（本校会場は受験生用送迎バスを運行いたします。詳細は後日中学校へご連絡します。）

②石巻会場　矢本西市民センター（東松島市小松字向田198-1　0225-82-1181）
対象中学校：石巻市・東松島市・女川町の中学校

③登米会場　中津山公民館（登米市米山町字清水11-54　0220-55-2533）
対象中学校：登米市・気仙沼市・南三陸町の中学校

④富谷会場　富谷市富谷中央公民館（富谷市富谷西沢13　022-358-2036）
対象中学校：成田・東向陽台・富谷・富谷第二・日吉台・宮床・大郷中学校

⑤仙台会場　東北福祉大学仙台駅東口キャンパス（仙台市宮城野区榴岡2-5-26　022-766-8833）
対象中学校：上記以外の宮城県の中学校

※中学校を卒業している受験生の試験会場は本校会場です。
※対象となる試験会場以外で受験を希望する場合は出願前に本校へご相談ください。
注：新型コロナウイルス等の状況により会場が変更になることがあります。
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８．選考方法 総合判定（書類審査・学力試験・面接試験）による。

９．合格発表 ・令和４年１月28日（金）午後３時　本校ホームページから合否確認できます。
・本人に入試結果通知を郵送します。

10．入学手続 本校Web出願サイトから納入手続きをしてください。
区分 納入金額 手続期間

一次手続 入　学　金　　50,000円 １月28日（金）～２月10日（木）

二次手続 施設拡充費　　120,000円 １月28日（金）～３月17日（木）
※期間内に納入がない場合は、入学の意思がないものとみなします。
※納入された入学金は、理由にかかわらず返還できません。

11．特典 進学コースと創志コースを受験し、入試の結果が特に優れた成績で合格した生徒に
対して、一般奨学生の特典を与えます。

一般奨学生について
普通科進学コースと普通科創志コースを一般受験し特に優れた成績で合格した生徒で学業と部活動（創志コ
ースのみ）に精励できる生徒に対して一般奨学生の資格を与えます。

【特　典】
Ｓ奨学生：入学金・施設拡充費の免除、授業料・教育充実費相当額の奨学金を給付
Ａ奨学生：入学金・施設拡充費の免除、授業料相当額の奨学金を給付

【入学手続】
　一般奨学生としての手続き

２月10日（木）までに合格通知書に同封される一般奨学生誓約書を本校へ郵送してください。

　一般合格としての手続き
本校Web出願サイトから納入手続きをしてください。

区分 納入金額 手続期間

一次手続 入　学　金　　50,000円 1月28日（金）～2月10日（木）

二次手続 施設拡充費　　120,000円 1月28日（金）～3月17日（木）
※期間内に納入がない場合は、入学の意思がないものとみなします。
※納入された入学金は、理由にかかわらず返還できません。

【留意事項】
入学時のコースに在籍する限り卒業まで一般奨学生としますが、奨学生として適切さを欠くことがあった
場合には一般奨学生の資格を失うことがあります。
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学納金について
■入学時納入金
　・入学金　50,000円　　・施設拡充費　120,000円

■入学後納入金
　・授業料　33,000円　　・教育充実費　10,000円
　　（就学支援金制度を利用することで下表の金額になります）

■就学支援金を控除した後の額

授業料
33,000円

年収目安
590万円未満

（注１）年収目安
590～620万円未満

年収目安
620～910万円未満

年収目安
910万円以上

支援金　33,000円
授業料　　　0円

支援金　　19,800円 支援金　　　9,900円 支援金　　　　0円
授業料　33,000円授業料　13,200円 授業料　23,100円

教育充実費 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

月額合計 10,000円 23,200円 33,100円 43,000円

注１：年収目安590～620万円未満の支援金は、保護者等が宮城県内に住所を有している方が対象となります。
　　　宮城県外の方は、各自治体によって独自の支援制度を設けている場合がありますのでご確認ください。
※年収目安は両親、高校生、中学生の４人家族で両親の一方が働いている場合の目安です。
※就学支援金を授業料から控除できるのは国からの認定後（９月頃）になります。認定前までは通常の授業

料を納入していただき認定後に多く納めていただいた額を還付いたします。

奨学制度について
奨学生及び推薦入学者には以下の特典があります。

Ｓ奨学生 入学金（50,000円）と施設拡充費（120,000円）免除　授業料・教育充実費相当額の奨学金給付

Ａ奨学生 入学金（50,000円）と施設拡充費（120,000円）免除　授業料相当額の奨学金給付

Ｂ奨学生 入学金（50,000円）と施設拡充費（60,000円）免除

特別推薦 入学金（50,000円）と施設拡充費（60,000円）免除

一般推薦 入学金（50,000円）免除

※対象となる授業料は、就学支援金を控除した額になります。

高等学校等奨学給付金について
低所得世帯の授業料以外の教育費の負担を軽減するため、要件を満たす生徒の保護者等に対して高校生等奨
学給付金が支給されます。
就学支援金制度を補う制度で返済する必要はありません。

区　　分 給付額

生業扶助受給世帯 52,600円

非課税世帯・家計急変世帯・第１子（生業扶助受給世帯を除く） 129,600円

非課税世帯・家計急変世帯・第２子以降（生業扶助受給世帯を除く） 150,000円
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入学金軽減制度について
低所得世帯の入学費の負担を軽減するため、要件を満たす宮城県に在住する生徒の保護者等に対して入学金
を軽減します。

保護者等の所得要件 減免額

生活保護（生業扶助）受給世帯 50,000円

都道府県民税と市町村民税の所得割額が課されていない世帯 50,000円

都道府県民税と市町村民税の所得割額の合算が100円以上257,500円未満の世帯 25,000円

各種奨学金制度について
１．宮城県高等学校等育英奨学資金（無利子）

・在学家計急変奨学資金　・被災生徒奨学資金
２．交通遺児育英会（無利子）　　
３．あしなが育英会（無利子）
４．その他団体による奨学金制度（給付型）

・ユネスコ協会就学支援など応募により認定された場合に給付型の奨学金を受取ること

スクールバスについて
本校では通学用スクールバスを下記の通り運行しています。

仙
台
方
面

仙台駅発 仙台駅前・上杉・台原・泉中央・将監消防署・明石台・成田　他

中 山 発
中山・長命ヶ丘・泉西郵便局・熊谷・富谷七十七銀行・志田町・大衡役場・三本木北町　
他

登米方面
登米町・米谷七十七銀行・中田総合支所・佐沼高校・南方高石・瀬峰Aコープ・田尻通木　
他

栗原方面 川口・一迫大橋・ファミマ栗駒南・宮野・栗原市役所・高清水バイパス・通揚　他

石巻方面 北伊原津・元倉・石巻駅前・蛇田ケーズデンキ・河南西中・前谷地・涌谷郵便局　他

加美方面 宮崎仲町・西小野田・小野田車庫・色麻役場・中新田町裏八番　他

上記以外のバス停留所や料金・時刻等については、事務室までお問い合わせください。
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中学校の先生方へのお知らせ
⃝中学校の先生方用Webサイトのご案内

受験生が本校へのWeb出願を行っている状況や合否結果などを「中学校の先生方用サイト」で確認す
ることができます。
こちらhttps://lsgrf.grapecity.com/Sensei/Account/loginからログオンしていただきご利用ください。

⃝Web出願の流れについて
①受験生がWebから出願登録することにより出願申込内容確認書の印刷が可能になります。受験料納入

前に生徒が印刷した出願申込内容確認書のチェックをお願いいたします。問題なければ受験料の支払い
をして「受験票」の印刷ができるようにご指導ください。

②「受験票」は原則として受験生に印刷していただき、入試当日受験生が持参することになります。また、
ご指導における様々なケースを想定し「中学校の先生用サイト」でも受験票を印刷することができます。

③印刷された受験票に顔写真が印刷または糊付けされていることの確認をお願いいたします。
④中学校からの提出書類につきましては、「中学校の先生用サイト」から印刷された志願者一覧表の順に

書類毎に重ねてご提出いただくようお願いいたします。
注）試験毎に書類提出日を別にする場合は、志願者一覧表を印刷する際に提出する試験名を選択してください。

⃝資料のダウンロードについて
奨学生推薦書・特別推薦書・一般推薦書・受験料免除申請書は本校ホームページの「入試案内」にある

「入試関係資料ダウンロード」からダウンロードしてください。
　　https://www.furukawa-gakuen.ac.jp/highschool/guidelines/guidelines.html

⃝受験料納入後のWeb出願事項の修正や変更について
受験料納入後に出願事項の修正・変更をWeb上で受験生がすることは出来ませんので、本校（担当：

入試広報室）まで内容をお知らせください。
 　ＴＥＬ：0229−22−2545  FAX：0229−22−2547　  メール：koho@furukawa-gakuen.ac.jp

⃝受験会場について
一般入試の受験会場は、在学している中学校毎に指定させていただきます。諸事情により指定された会

場以外で受験を希望する場合は、出願前に本校（担当：入試広報室）へお問い合わせください。
本校会場の受験生には、送迎バスを運行します。中学校様には事前にご利用の有無を担当者から確認さ

せていただきます。
また、新型コロナウイルス等の状況により試験会場に変更があった場合は、ご連絡いたします。

⃝学業奨学生入試のスライド合格について
学業奨学生入試で奨学生に該当しなかった場合でも、普通科進学コースに一般合格となり一般入試を免

除する場合があります。

⃝一般入試で普通科進学コース又は普通科創志コースを受験し、入試の結果が特に優れた成績で合格した生
徒に対して一般奨学生の特典を与えます。本校教員から該当生徒へ電話で内容等をご連絡いたします。

⃝合否結果は「中学校の先生方用サイト」で確認できます。本校から文書による合否の通知はありませんの
でご了承ください。
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令和4年度入試の流れ

※土・日・祝日及び12月28日～１月３日は受付を行いません。

Web出願登録を本校ですることができる期間
令和３年12月１日㈬から12月11日㈯　【日曜日を除く】
平日／9：30～17：00　土曜日／9：00～12：00

※予約が必要になりますので、電話または、メールで希望日時をお申し込みください。

入試区分 Web出願登録

　11月12日㈮
～１月４日㈫

　11月12日㈮
～１月14日㈮

出願書類受付

　12月17日㈮
～１月４日㈫

　12月17日㈮
～１月14日㈮

合格発表

１月13日㈭

１月28日㈮

　１月13日㈭
～１月21日㈮

学業奨学生入試で一
般合格となった場合
【一次手続】
　１月13日㈭
～２月10日㈭
【二次手続】
　１月13日㈭
～３月17日㈭

【一次手続】
　１月28日㈮
～２月10日㈭

【二次手続】
　１月28日㈮
～３月17日㈭

入学手続期間試 験 日

１月12日㈬

１月22日㈯

学校法人　古川学園

古川学園高等学校
〒989-6143
宮城県大崎市古川中里六丁目２番８号
ＴＥＬ：0229－22－2545
ＦＡＸ：0229－22－2547
Email：nyushi@furukawa-gakuen.ac.jp

不明な点がありましたら、入試広報室
までお問い合わせください。

至青森

至仙台 至仙台

至盛岡

至美里

至小牛田

東
北
新
幹
線

中
里
口

市役所●

GS●
●

星
陵
病
院 ●

イオン

国道108号

ＪＲ陸羽東線

至鳴子

至加美

至古川I.C.

古
川
バ
イ
パ
ス
（
国
道
４
号
）

旧
国
道
４
号

●
アルプスアルパイン

●

古川学園
中学校・高等学校

ウジエ
スーパー

七十七銀行
十日町支店
●

Ｊ
Ｒ
古
川
駅

学業奨学生入試
部活動奨学生推薦入試
特別推薦入試
一般推薦入試

一 般 入 試

【電　話】0229－22－2545（平日9：00～17：00）
【メール】nyushi@furukawa-gakuen.ac.jp


