
愛知学院大学、愛知工業大学、愛知淑徳大学、愛知東邦大学、星城大学、名城大学、中京大学、
中部大学、名古屋学院大学、東海学園大学、大同大学、至学館大学、日本福祉大学、同朋大学、
四日市大学、鈴鹿医療科学大学、岐阜経済大学、日本体育大学、亜細亜大学、城西大学、
山梨学院大学、麗澤大学、京都造形芸術大学　など34校

進学・就職実績

助成金・奨学金制度

愛知学泉短期大学、愛知文教短期大学、愛知県農業大学校、至学館大学短期大学部、
修文大学短期大学部、名古屋文化短期大学、名古屋短期大学　など10校

トヨタ自動車㈱、トヨタ車体㈱、アイシンＡＷ㈱、アイシン精機㈱、㈱アドヴィックス、
シロキ工業㈱、王子ネピア㈱、ホンダロジコム㈱、ＴＧロジスティクス㈱、明鋼材㈱、
丸一鋼管㈱、サカエ理研工業㈱、ＮＴＮアドバンストマテリアルズ㈱、日本郵便㈱、
㈱マキテック、愛知県警察、愛西市消防、稲沢市消防、自衛隊　など117名

トヨタ名古屋自動車大学校、名古屋コミュニケーションアート専門学校、愛知調理専門学校、
ELICビジネス&公務員専門学校、名古屋医健スポーツ専門学校、日産愛知自動車大学校、
中和医療専門学校　など27校

全日制
普通科

愛知学泉短期大学、愛知みずほ大学短期大学、
愛知工科大学自動車短期大学、修文大学短期大
学部、豊橋創造大学短期大学部、名古屋短期大
学、愛知文教女子短期大学、名古屋文理大学短
期大学部、名古屋経営短期大学、東海学院大学
短期大学、中京学院大学中京短期大学部、高山
自動車短期大学、中日本自動車短期大学、岐阜保
健短期大学、至学館大学短期大学部　　　15校

指定校短大一覧

愛知工業大学、愛知学院大学、愛知みずほ大学、
愛知学泉大学、愛知工科大学、愛知産業大学、愛
知文教大学、岐阜経済大学、岐阜聖徳学園大学、
金城学院大学、桜花学園大学、至学館大学、修文
大学、星城大学、人間環境大学、東海学園大学、
同朋大学、大同大学、日本福祉大学、豊橋創造大
学、名古屋経済大学、名古屋文理大学、四日市大
学、鈴鹿医療科学大学、中部学院大学、東海学院
大学、奈良大学、大阪商業大学、福井工業大学

など49校

指定校大学一覧 本校提携校

進学率

54.8%
就職率

37.5%

進学率

4.5%

就職率

90.9%全日制
看護科

大学
進学先

短大
進学先

名古屋市立東部医療センター、あま市民病院、名古屋徳洲会病院、八千代病院、西知多総合病院、
鈴鹿中央病院、松浪総合病院、済衆館病院、豊田厚生病院、東名古屋病院、名古屋第一赤十字病院、
名南病院、桑名市総合医療センター、大同病院、千秋病院、名古屋掖済会病院　など16病院

神戸市看護大学

就職先

大学
進学先

就職先

専門学校
進学先

修文大学、中京学院大学

藍野大学短期大学部、愛知きわみ看護短期大学

臨港病院、名古屋共立病院、野崎クリニック、名古屋西病院、三菱名古屋病院、八事病院、
岩倉病院、海南病院、偕行会リハビリテーション病院、北津島病院、あさい病院、秋田病院、
あいちリハビリテーション病院、土岐市立総合病院、青木記念病院　など26病院

名古屋市医師会看護専門学校、八事看護専門学校、豊橋市立看護専門学校、東濃看護専門
学校、岐阜県立衛生専門学校、岐阜市立第二看護専門学校、岐阜市医師会看護専門学校、
大垣市医師会看護専門学校、静岡県立東部看護専門学校、福知山市民病院付属看護専門
学校、上尾看護専門学校、板橋中央看護専門学校、高槻市医師会看護専門学校

昼間定時制
衛生看護科

進学率

72.2%
就職率

27.8%

大学
進学先

短大
進学先

就職先

専門学校
進学先

●愛知東邦大学
●星城大学
●学校法人セムイ学園
　▶東海医療科学専門学校
　▶東海歯科医療専門学校
　▶東海医療工学専門学校
　▶東海医療福祉専門学校

指定校提携校

将来の明るい目標を胸に、己の進路を切り拓いてたくましく人生を歩んでゆく。
愛知黎明高等学校では生徒一人ひとりに合った指導・支援で、発達可能性を最大限に引き出します。

進学や将来の夢につながる環境を整えております。

学びたい気持ちを応援する

※過去3年間実績

生徒一人ひとりの輝く未来をサポート

進路ガイダンス（普／全学年） インターンシップ（普／1年） e-learning　 （全学年） プレゼンテーション（全学年） 社会見学（看・衛看／3年）

普通科では1年次から進
学・就職それぞれに様々な
外部の講師をお招きし、
「将来に役立つ高校生の勉
強法」や「社会で通用する
スキル」などを教育します。

普通科では1年次に地域企
業の協力のもと、高校生活
の早い段階から社会を体験
します。社会人としての基本
やマナーを始め、モノ作りや
人との触れ合いを学び、人
としての成長を教育します。

パソコンを使い中学・高校
範囲（大学受験も対応）の
英・数・国3教科の内容が学
べるシステムです。学校でも
自宅でもインターネットに
接続されたパソコンがあれ
ばどこでも学習できます。

他の生徒に向け、個人やグ
ループで学んだ研究発表を
行います。また、学校見学会
でも自分たちの学びを中学
生や保護者に伝える場を作
るなど「コミュニケーション
スキル」を向上させます。

病院・介護施設など臨地実
習を行う前に、現場を見学
するだけではなく実際に体
験したり直接指導をいただ
いたりして学びます。

助成金制度の充実で、公立との学費格差が是正され、
国と県から補助を受けることができます。

愛知県内の私立高等学校共通の奨学資金貸付金
制度があります。

愛知県奨学制度私学助成制度

●愛知県私立高等学校授業料軽減補助金

●愛知県私立高等学校入学納付金減免

●市町村助成

※詳しくは愛知県私学協会のホームページをご確認ください。※市町村助成の詳細は各市町村までお問い合わせください。※ご不明な点は本校へお問い合わせください。

愛知県私学協会のホームページの「私学助成金のシミュレーション」
で詳細の確認ができます。

全日制1年が対象となる愛知県私立高等学校授業料軽減補助金と
同様の基準で入学金の助成制度があります。

各市町村によって所得基準や軽減額が異なる助成金制度があります。

●愛知県高等学校等奨学金

●愛知県私立高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸付金

●奨学生制度　

保護者が愛知県在住の方が対象の制度です。

生徒が愛知県在住の方が対象の制度です。

本校が定めた様々な奨学生制度があります。※条件が細かくあります。
■学力奨学生　■技能奨学生　■経済奨学生
■一般入学試験成績優秀者優遇　■兄・姉在学中の場合の入学金補助
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本科
冬服

本科
夏服

専攻科

普通科
冬服

普通科
夏服

年間行事 制服紹介
◆入学式　◆始業式　◆社会見学
◆遠足　◆臨地実習　◆学園祭結団式

◆新入生歓迎フェスティバル
◆看護宣誓式
◆前期生徒会役員選挙（全日制）

◆生徒会リーダー研修
◆第1回オープン講座
◆インターンシップ

◆第25回 国際交流週間（USA）
◆サマーセミナー　◆部活動応援
◆クラス旗プレゼン大会　◆終業式

◆進路相談
◆ボランティア活動（東北スタディツアー）
◆生徒会リーダー研修

◆始業式・弁論大会
◆体育祭

◆黎明祭芸術フェスティバル／学園フェスティバル
◆遠足　◆健康フェスタ
◆臨地実習　◆駅伝大会

◆ビッグフェスティバル
◆第2回オープン講座
◆後期生徒会役員選挙（全日制・定時制）

◆始業式
◆生徒会リーダー研修
◆マラソン大会

◆修学旅行（沖縄）
◆授業改革フェスティバル

◆卒業式　◆修了式
◆アメリカマリーナ高校など訪問／ホームステイ

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

学校・地域一体型 協働活動
「未来型学力」は普段の授業での学びだけでなく、生徒自らが取り組む「自主活動」で養われます。

生徒たちは、家族や仲間、地域の人々、そして世界とつながって、未来に花開く学力を身につけます。

弥富市をはじめ、
地域と共に様々な

ボランティア活動を体験し、
社会を学びます。

地域交流

地域・家庭・学校が協働で、
友好校（アメリカ・オーストラ
リア）から来日する留学生を
もてなし、交流を深めます。

海外の高校で授業を受けホームステイを経験します。語
学力はもちろんのこと、異文化での実体験を通じ、多様
な価値観を認め受け入れられる心の広さも育ちます。

コース別の体験学習（民泊・街歩きによる琉球文化
体験、自然観察、マリンスポーツ体験、看護シミュレ
ーション研修など）、クラスの気の合う仲間とタクシ
ー研修（チームで自由に研修計画）、平和の貴さを
学ぶ平和祈念施設めぐりと沖縄観光（首里城・美ら
海水族館・国際通り散策
ほか）。事前の探究学習
の成果が３泊４日で最高
の思い出をつくります。

修学旅行in沖縄

学園祭「黎明祭」は他校とも交流を図りながら新し
い企画を立て盛り上げていきます。ボランティア活動
でつながった、長崎県、岩手県の高校と合同アートを
制作し、それぞれの
学園祭で展示されま
す。また、写真部、軽
音楽部をはじめとす
る文化部発表の場に
もなっています。

生徒会・部活動・学園祭・体験会

海外短期留学（国際探究コース）[アメリカに２週間]

弥富市共催ウェルカムパーティー

エコキャップ委員会・クリーン委員会を中心に、校内
のゴミの分別を始め、資源を大切にする活動に取り組
んでいます。ペットボトルキャップ回収を通して地域の
小中学校、企業、市民の方と協力して、最終的には、ワ
クチン支援活動、環境学習へとつながっていきます。
学園祭では、巨大キャップアートを制作し、啓発活動
にも努めてい
ます。

エコキャップ委員会

老人ホームや障がい者施設のイベント企画参加、運
営のお手伝いなど積極的に参加します。また、東日本
大震災、熊本震災募金は毎月11日に行われ、保育園
への遊具やいわき市への義援金、地元高校生の修学
旅行補助などに役立て
られています。東北や熊
本などに行き（一部の生
徒）、復興活動に参加し
ながら多くを学びます。

ボランティア活動

3つの交流・自主・自治活動で
「受験学力」に偏らない「生きる力」を育てる
様々な交流活動、自主・自治活動を通してコミュニケーション能力と問題解決能力を養います。

校外学習
修学旅行や国際交流など
校外で様々なことを

学びます。

◆芸術鑑賞　◆黎明フォーラム
◆一斉地域清掃　
◆終業式

校内活動
学園祭をはじめとした
学校行事は、生徒たち
自身の手で創り上げます。

弥富市協働「春まつり」「盆踊り」「健康フェスティバル」など
地域の人と共に企画を創り上げています。健康チェックや
子どもとの交流、地元青年部指導の盆踊りの太鼓練習を
通して、街の人とのふれ合いを大切にしています。

地域イベント参加

インターンシップ（職場体験）などを通して、人々
とふれあい、弥富市の環境、文化、伝統、産業を
学びます。

インターンシップ

全日制看護科5年一貫コース/本科・専攻科
昼間定時制衛生看護科4年制コース

全日制普通科は、落ち着いた深みのある茶色

（REIMEIブラウン）を基調としたスーツスタイル。

看護・衛生看護科は男女ともに、紺色ベースの

マイクロチェック柄のスーツスタイルを採用しています。

衛生看護科4年制コースは男女ともに
本科のシャツの襟と袖先の色が白になります

全日制普通科

ペットボトル
キャップアート2017
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