
Open Campus 2019

鶴東学生ライフを

体験できます！
鶴東学生ライフを

体験できます！

待ってまーす！

［ お問い合わせ ］TEL.0235-22-0223 Fax.0235-25-6150
［ TSURUTOの情報はホームページで！ ］www.tsuruokahigashi.ac.jp

鶴岡東高等学校
〒997-0022 鶴岡市切添町22番30号

9：00～12：00
オープンキャンパス
13：00～15：00
部活動体験入部

9
28土

9：00～12：00
オープンキャンパス
10：45～12：45
部活動体験入部

10
26土

9：00～12：00
オープンキャンパス

12
77土

9：00～12：00
オープンキャンパス
10：45～12：45
部活動体験入部

11
17日

鶴岡東高等学校鶴岡東高等学校
1

自
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代
を
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う

鶴東オープンキャンパス

鶴東ってどんな学校！？ 入学前に発見しよう！ Guide Book 2020

本校には「鶴東サポートパス」
という特別な定期券が

あります。

高校の通学には
多くのお金がかかる
とお思いではありませんか？

1 21火

3 18 水

前期入試

2 8 土
後期入試

3月入試

入試日程

詳細は必ず募集要項で
ご確認ください。

これからの社会で求められる「自分で考え、問題を

解決して行く力」を養うため、思考力・判断力・

表現力を問う問題（記述式問題等）を

多く出題します。

入試問題が
新しく

変わります

Plus year



C�tents

齋藤　哲校長

常に時代の先導者たれ

◎教育目標

鶴岡東高等学校は、創立以来の精神を受け継ぎ、これからの時代にあった
生き抜く力を兼ね備えた人間になってほしいと考えています。先生と生徒
が強い信頼関係で結ばれ、ともに学ぶことを教育のモットーとし心身ともに
健全な生徒の育成を目指しています。

１. 校訓である“秩序・忍耐・努力”の精神をもって事に当たる人

２. 調和のとれた個性豊かな人

３. 自主と協同の精神に富み平和を愛する人

４. 近代社会に即応する高い教養と知性および専門的な知識技能を
　 身につけた人

５. 健全な心身と正しい勤労観ならびにたくましい実践力を持つ人

秩 序

忍 耐 努 力

◎校訓

国公立、難関大学を目指す人に

特進コース
………P4へ

部活動に励み全国を目指したい人に

体育コース
………P6へ

新しい学びで自分の可能性を伸ばしたい人に

普通コース
………P8へ

●部活動紹介･･･ P10 ●施設紹介 ･･････ P14 ●学校行事･････ P16 

●サポート制度 ･･ P18 ●進路実績 ･･････ P19
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コースの特徴

15:40～16:50
ハイパーゼミ
演習で
実力アップ

12:45～13:20
お昼休み
待ちにまった
お弁当タイム！
友達とワイワイ
一息つきます。

永壽　暖
（鶴岡第二中学校出身）

特進科 3年

山田雄輝さん

長岡造形大学
造形学部 合格
（鶴岡第二中学校出身）

特進科卒業

鎌田桃歌
（鶴岡第三中学校出身）

私のこだわりお見せします！

特進科１年

国公立大学や難関私立大学を目指します。

一人ひとりに寄りそった、きめ細やかなサポートで、志望大学合格を目指します。

教えて、センパイ！
Tell me Senpai!

　私は鶴岡の特産品である「だだちゃ豆」の種と
さやについて研究しています。その研究成果の一
端として、今までの栽培方法に一石を投じること
が出来たのかなと思います。今回の受賞に慢心
することなく、これからＩＡＢの最先端機器を利用し
てさらに研究を深め、鶴岡の農業に貢献したいと
考えています。また、生命科学
分野の全国大会でもある、
「高校生バイオサミットin鶴
岡」において高校３年間の研
究の集大成を発表し、受賞す
ることを目標に日々努めていき
ます。中学生のみなさんも鶴
東で夢中になれるものが見つ
かることを祈っています！！

　私は目標であった第一志望合格を果たすことが
できました。それも昼休みや放課後まで熱心に個
別指導してくださった先生方をはじめとする、たくさ
んの支えがあったからこそ成し得た合格だと思いま
す。これからも勉強に加え、自分のやりたいことに
向かって努力していきます。本気で自分の目標を
叶えるために、みなさんもぜひ頑張ってください。

應義塾大学特別研究生に選ばれました！

たくさんの支えとともに。

コース特進

少人数での学習環境
　一人ひとりの進路や勉強の悩みにも手厚い対応が受けられます。

多様な選択授業
　大学入試ではどのような受験科目で試験を受けるかが大切。自分
の志望する進路に適した授業を選択し、複雑な入試形態にも対応し
ます。

課外授業でさらなるレベルアップ
　放課後の「ハイパーゼミ」、土曜日の「サタスタ」、高い志を持った人
のための「難関大ゼミ」、長期休暇の「夏季・冬季補習」、大手予備校
の授業を受けられる「サテライト授業」といった幅広い課外授業があり
ます。塾や予備校に通わずとも、個人に合わせた高いレベルの授業を
受けることができます。

学習意欲を高める
　学習習慣を身につけるための勉強合宿をはじめとし、最先端技術

講座や進学講演会、大学のオープンキャンパスへの参加などを通して、
明確な目標や進学のビジョンを持つ機会がたくさんあります。また、
年間を通して多数開催される模擬試験で努力の成果を実感すること
ができます。

勉学奨励賞
　模擬試験での成績が一定の基準に達すると授与されます。受賞者
は難関大学に合格しており、頑張る人の励みになっています。

各種検定への取り組み
　GTEC、漢字検定、数学検定、英語検定の取得に力を入れてい
ます。より上の級を目指す中で、基本的な学力を身につけていきます。

特進サポート
　中学校での頑張りや入試の成績によって認定されます。サポート
特待生に認定されると、納付金等が軽減されます。（詳しくは募集要項をご
覧ください）

1
2
3

バイオサミット表彰式！

０校時から集中

08:10～12:45
午前授業

友達と教え合いながら今日の復習。
自学自習

13:20～15:10 
午後授業

15:15～15:30
清掃

美味しそう！

ここはこうじゃない！？

なるほど！

07:50
登校

17:00～
個別指導
わからないこと
はその場で
解決！

19:00
下校
家でも予習・復習！

指導体制

Advanced Class

慶

特進コースの
1日を紹介します！

My 1 day!

My Plus 1!
ノートは教科ごとに、図やスタンプ
でわかりやすく！

集中！集中！

必須・選択を含め、さまざまな演習で一般入試に対応できる力をつけます。

生徒の進路に合わせた、丁寧できめ細かい指導で志望校合格を目指します。

大学進学に特化したⅠ類と、大学進学と部活動を両立するⅡ類から選択することができます。
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体育コースの
1日を紹介します！

My 1 day!

鈴木風香さん

埼玉県警察 合格
（鮭川中学校出身）

体育科卒業

〈ソフトボール部〉
２年ぶり２回目の
インターハイ出場

スポーツⅡの授業
　週４時間ある「スポーツⅡ」という授業は、毎週木曜・金曜の５～６時
間目に実施。それぞれが所属する部活動の競技力や技術を向上する
ために、部活動に集中して取り組むことができます。トレーニング法、ス
ポーツ栄養学、応急手当（AED講習等）といった知識を深めたり、アド
ベンチャープログラムを通してチームワークの育成を図る研修も豊富
に取り入れています。（特進コースⅡ類でも選択できます）

進路
　部活動での活躍を活かした進路選択ができます。進学について
は、様々な分野の大学や専門学校から直接話を聞く機会を設けてい
ます。就職についても、部活動で身につけた礼儀や社会性、コミュニ
ケーションスキルで企業からの早期内定を頂いています。

体育サポート
　中学校での部活動の頑張りや、高校で部活動に取り組む意志に
よって認定されます。サポート特待生に認定されると、納付金等が軽
減されます。（詳しくは募集要項をご覧ください）

コースの特徴

1
2
3

授業として部活動の時間を取り入れることで、競技に集中して打ち込むことができます。

部活動と連携してスポーツに関する知識やトレーニング法なども学習します。

「スポーツを通した人格形成」を目標にしっかりとした礼儀や社会性を身につけます。

９つの強化部から選択・所属してスポーツを
通して心身を鍛えます。コース体育

Sports Class

部活動に集中できる取り組みがあります。
指導体制

9つの強化運動部。
強 化 部

女子卓球部 男子卓球部 剣道部（男女）

野球部 男子バスケットボール部 女子バスケットボール部

ソフトボール部 男子サッカー部 女子サッカー部

　私は、3年間ソフトボール部に所属していました。部活動
顧問の先生や担任の先生からサポートしていただき、試験
勉強に取り組みました。高校生活で学ぶことは社会に出て
からも役に立つと思います。自分の夢に向かって、ぜひ頑
張ってください!

部活で学んだことを社会でも。

全国大会出場の夢を叶える選手たち！
教えて、センパイ！
Tell me Senpai!

〈男子卓球部〉
５年連続東北大会制覇
１４年連続インターハイ出場

〈野球部〉
甲子園出場
（３年ぶり
６回目）

ケガや熱中症にならないために
しっかり準備。

08:55～12:45
午前授業
学業もしっかり取り組みます。

12:45～13:20
お昼休み
しっかり食べて、
午後の授業に備えます！

08:35～08:50
朝学習

13:20～15:10
スポーツⅡの授業

部活に集中できる環境です！

水分補給は欠かせません！

いっぱい食べて

エネルギーに！

08:00
登校

15:10～18:30
部活動
練習も
試合同様
に全力を
尽くします。

19:00
下校

My Plus 1!

通常の学習もしっかり！

土田結菜
（鶴岡第一中学校出身）

体育科１年

私のこだわりお見せします！

My Plus 1!
お気に入りの試合用シューズです。
これを履いて勝ち点を取れるよう
頑張ります！
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［１年間履修型を専攻した場合の例］

［ 2020年度より新設］
自分の興味関心を模索し、自分の未来を創造します。コース普通

General Class

３つの履修スタイルから選択し、なりたい自分をみつけて未来を創造できます。

①１年間履修型
　　１年次に主要教科（国語・英語）の演習
を行い、学習に必要な基礎力を身につけ
ながら自身の興味関心を模索します。その
後、２年次・３年次でそれぞれ1つのクラス
を履修します。

ビジネスクラス（基本・応用）
パソコンに関する様々な知識を学
ぶクラスです。基本クラスでは、
ワード、エクセルなどの基礎的な
技術を習得し、応用クラスではよ
り高度な技術の習得を目指します。

クッキングクラス
調理技術はもちろん栄養につ
いての知識など、料理に関して
学ぶクラスです。奥田政行氏の
「アル・ケッチァーノ」で、本場の
味から学ぶ研修もあります。

国際クラス
様々な国の文化について理解
を深め、英語を中心とした語学
の力をつけることを目標とします。
異文化に触れることで、自らの
視野を広げられるクラスです。

書道クラス
書道に関する技術や知識を習
得します。臨書や創作はもちろ
ん、お寺での写経や紙漉き体
験などを通して幅広く学ぶこと
ができます。

茶道クラス
裏千家茶道のお点前を中心に、
日本古来の文化や礼儀作法、
おもてなしの心を学びます。学内
茶会や留学生との国際交流な
どの実践も多く取り入れています。

看護福祉クラス
看護・医療・福祉系への進路を希
望している生徒を対象としたクラ
スです。２年次は「介護職員初任
者研修」を受け、３年次は医療・
看護の分野の内容を学びます。

幼児保育クラス
保育・幼児教育系への進路を
希望している生徒を対象とした
クラスです。「みどり幼稚園」で
の実習体験、講義、音楽教員に
よるピアノ実習などを行います。

キャリア育成 公務員クラス
公務員（警察、消防、行政職）を
目指す生徒を対象としたクラス
です。公務員試験対策の講義
等、徹底した指導で、現役での
公務員試験突破を目指します。

スポーツクラス バレーボール
バレーボールを通して、競技力
だけではなく挨拶や礼儀、協調
性や自発性といった内面の成
長を目指します。

スポーツクラス 陸上
陸上競技に専念し、自己ベスト
を目指して練習します。また上位
大会への出場を目標に、自分に
あった練習法を学んでいきます。

スポーツクラス ソフトテニス
ソフトテニスに全力で打ち込む
ことで、自主・自立の精神を育む
ことを目標としています。その中
で、技術や競技力の向上を目
指します。

芸術クラス 吹奏楽
吹奏楽コンクール等の全国大
会出場を目標に、一人ひとりの
技術向上・サウンド作りに励ん
でいます。また、吹奏楽を通じた
人間的な成長も目指します。

芸術クラス 合唱
部員一人ひとりが高い意識を
持ち、定期演奏会の成功や合
唱コンクール全国大会出場を
目指して、練習に励んでいます。

芸術クラス 書道
臨書・創作・大字に取り組み、
書道の奥深さを学びます。写経
や紙漉きなどを通して、自分の
表現力を磨いていきます。

芸術クラス 茶道
裏千家茶道の作法を学ぶ中で、
客人へのもてなしや心配り、礼
儀や社会性などを身につけます。
茶道検定や初級の許状取得を
目指します。

②２年間履修型
　　１年次に主要教科（国語・英語）の演習
を行い、その後２～３年次を通して1つの
クラスを履修します。

③３年間履修型
　　１～３年次まで当該部活動に専念し、
競技力の向上・成績向上につなげていき
ます。当該部活動の部員が選択できます。
但し、書道と茶道は部員でなくとも履修が
できます。

指導体制

各クラス

履修モデル

コースの特徴

1

2
3

１年次から３年次まで、自分の興味や関心を基に将来の進路に合わせて授業を選択すること
ができます。（週２時間、詳細は次ページをご覧ください）

希望進路に応じたクラス編成で、進学・就職それぞれに向けた手厚いサポートを受けられます。

PC技術など、進学・就職で強みとなる各種資格取得も可能。将来に向けたスキルアップが
できます。

クッキング
クラス
料理に
興味がある

看護福祉
クラス
福祉に
興味がある

主要教科の学習 国際クラス

将来、料理で
海外に行きたい

［2年間履修型を専攻した場合の例］

1年次 2年次 3年次

Aさんの
場合

海外で活躍する
料理人になりたい！

1年次 2年次 3年次

主要教科の学習

Bさんの
場合

ケアマネージャーに
なりたい！

１年間履修型選択クラス 2年間履修型選択クラス
・ビジネス基本クラス　
・ビジネス応用クラス※1　
・クッキングクラス ・国際クラス　
・書道クラス※2 ・茶道クラス※2

・看護福祉クラス　
・幼児保育クラス　
・キャリア育成 公務員クラス

3年間履修型選択クラス
・スポーツクラス
（バレーボール、陸上、ソフトテニス）
・芸術クラス
（吹奏楽、合唱、書道、茶道）

※1 ビジネス応用クラスはビジネス基本クラスを履修した後に選択できます。 
※2 書道と茶道は部員でなくても１年間履修型として選択できます。

１年履修型、２年履修型にある他のクラスの履修が認められる場合
があります。各部活動顧問に相談・お問い合わせください。

①１年間履修型

②２年間履修型 ③３年間履修型
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