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鶴 岡 東 高 等 学 校

先輩たちの活躍の様子をお届けします!

情報誌「うァ！うォ！」　編集・発行

TEL（0235）22-0223　FAX （0235）25-6150
E-mail top@tsuruokahigashi.ac.jp

鶴岡東高等学校
〒997-0022 山形県鶴岡市切添町 22 番 30 号

TSURUTOの情報はホームページで！　http://www.tsuruokahigashi.ac.jp

私達が強く心をふるわせるような出来事に直面した瞬間に、思わず口をついて
出るのがこの一言です。その感動・感激の一端を、皆さんにも是非お伝えしたい。
これが本誌名称の由来です。鶴岡東高校で「うァ！うォ！」を連発させてくれ
る先輩達の活躍をどんどんお知らせしていきます！
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2020年4月 新コーススタート!
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9/5●土 ★9/26●土 ★10/25●日
11/21●土 ★12/12●土 令和3年

1月27日（水）
※開催日程は変更になる場合があります。ご了承願います。

令和3年

2月20日（土）
令和3年

3月18日（木）

私立高校授業料無償化拡大
～「私立は高い」はもう昔の話です！！～

「国の就学支援金」と「県の授業料軽減事業費補助金」で補助を行います。（返済不要です。）
詳細につきましては、本校のホームページをご覧ください。

“OPEN CAMPUS”の申し込み、“特待生サポート”の申し込み、
“入学試験の出願”が 全てホームページでできます！

WEBSITE RENEWAL

前期試験日 後期試験日 3月試験日



私は将来の夢のために学業と部活動の両立を頑張
りたいと思っています。私が将来やりたいことを
実施するには学業も部活動も手を抜かずに
取り組まなくてはならないので得意
教科はもちろん苦手な英語も
克服して、３年間努力し
ていこうと思い
ます。

特進
コース

１年Ｂ組池田尚史
男子バスケットボール部（酒田六中出身）

私の目標は、勉強も部活動も両立させ、毎日充実し
た高校生活を送ることです。勉強では計画的に取り
組み得意科目を増やすことが目標です。ま
た、吹奏楽部では曲と音に向き合い心
に響く演奏ができるよう練習し
て、今よりも自分自身を
伸ばしていきたい
です。

特進
コース

１年Ｂ組伊藤万莉
吹奏楽部（遊佐中出身）

私はまだ具体的な将来の夢がないので、勉強し
て知識を得ていくなかで自分がしたいことを見
つけ出そうと考えています。そのやりたい
ことのできる大学に行きたいと今
は考えています。

特進
コース

１年Ａ組鈴木達也
（藤島中出身）

私が高校生活で頑張りたいことは部活動です。
私はバスケットボール部に入部しています。ト
レーニングルームなどとても環境が整って
いるので、全国大会出場を目標に
日々の個人練習を頑張って
いきたいと思います。

体育
コース

１年Ｃ組阿部優晴
男子バスケットボール部（余目中出身）

私達は、甲子園での勝利を目標に日々の厳しい練
習を仲間と共に切磋琢磨し励まし合いながら頑
張っています。鶴東は設備が充実してお
り、とても練習しやすい環境が整っ
ています。高校生活を充実さ
せると共に、必ず目標
を達成します。

体育
コース

１年Ｂ組中村丈瑠
野球部（鶴岡二中出身）

私たちは１日でも早く学校生活に慣れて、部活動と勉
強の両立が出来るようになりたいです。特に、
サッカーの練習では、集中力を切らさ
ず、１つの動作も丁寧に取り組
み、大会で実績を残せ
るようにしたい
です。

体育
コース

１年Ａ組 石戸谷莉子（右）
１年Ａ組 佐藤　渚（左）
女子サッカー部（鶴岡五中出身）

私は、高校生活で勉学と部活動に力を入れてい
きたいと思っています。勉学では、自分のために
なる方法で勉強し、部活動では先輩方の
ような輝かしい成績を残せる選手
となれるように日々努力して
いきたいです。

体育
コース

１年Ｂ組上野航汰
剣道部（藤島中出身）

私は、生活していくにあたって「常に成長する」とい
う目標を立てています。そのために、一つ一つの言動
や行動に責任をもち自分の意志を強くもって
いたいです。また、社会性を大事にした
いので基本の礼儀など、当たり
前のことも欠かさずに取
り組んでいきたい
です。

普通
コース

１年Ａ組鈴木若奈
女子バレーボール部（鶴岡一中出身）

部活動では、１日1日の練習を全力で取り組み、
沢山の人に笑顔を届けられるようなダンスをした
いです。学習面では、夢を実現できるよう
に努力を積み重ね、部活動と勉強
を両立させ、充実した３年間
を送りたいです。

普通
コース

１年Ａ組土田結女佳
チアダンス部（鶴岡三中出身）

私は勉強と部活動の両立を頑張りたいです。勉強面
では、時間の使い方を工夫して効率よく進められ
るようにしたいです。部活動では、日々の練
習を精一杯頑張り、良い結果を残せ
るようにしたいです。そして高
校生活を充実したもの
にしたいです。

普通
コース

１年Ａ組阿蘇実奈
剣道部（東部中出身）

私は将来教員免許を取得したいと考えているの
で、大学に進学するために、勉強を頑張りたいと
思っています。勉強だけではなく、他のこ
とにも力を入れながら自分がなりた
いと思っていることを目指
し、一生懸命努力して
いきたいと思い
ます。

普通
コース

１年Ｃ組鈴木咲朱
（鶴岡四中出身）

新入生に聞きました！

鶴東でのあなたの
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　私は陸上部に所属し、引
退するまで全力で部活動に
励んでいました。その時に大
切にしたのは、授業の復習と
苦手教科を中心にした学習
計画を立てたことです。辛い
時期もありましたが、先生方
の手厚いご支援のおかげ
で、最後に志望校合格を勝
ちとることができました。皆
さん、鶴東で充実した３年間
を送るために文武両道を目
指して頑張ってください。

原田　蒼
特進科卒（鶴岡三中出身）

釧路公立大学 経済学部（２）／北海道教育大
学 教育学部釧路校／室蘭工業大学 理工学部
／岩手県立大学 ソフトウェア情報学部／宮城
大学 事業構想学群／山形大学 人文社会科学
部／山形大学 地域教育文化学部／山形大学
工学部／筑波大学 体育専門学群／新潟大学
工学部／富山大学 人文学部／広島大学 法学
部／公立名桜大学 人間健康学部

令和2年度入試国公立大学合格校
庄内私立高校トップ！

山形大学
地域教育文化学部
地域教育文化学科

　僕は日頃の先生方の指
導のおかげで志望校に合
格することができました。
僕は英検をとることをおす
すめします。新入試ではリ
スニングが重視されるた
め、英検レベルに慣れると
入試レベルで八割は安定す
ると思います。がんばれ！

瀧澤　琉
特進科卒（鶴岡五中出身）

広島大学
法学部 法学科

　自分はサッカー部所属
でした。特進Ⅱ類は部活と
勉強の両立が大変ですが
先生方や友達と協力し合
うことで自分の目標を果
たせます。自分は逆転合格
でしたので最後まで自分
を信じればなるようになる
と思います。『明日やろう
は馬鹿野郎』がんばれ‼ 渡部　迅

特進科卒（鶴岡五中出身）
田村　菫

特進科卒（鶴岡三中出身）

岩手県立大学
ソフトウェア情報学部
ソフトウェア情報学科

　合格できてとても嬉し
かったです。私は中期を受
けたのですが、前期の結果
を引きずらずに切り替えら
れたのが良かったのでは
ないかなと思います。また
合格できたのも先生達に
熱心に指導して頂いたから
なので、感謝しています。

釧路公立大学
経済学部 経済学科

公立名桜大学
人間健康学部
スポーツ健康学科

　私は高校生の時、勉強と
部活の両立を頑張っていま
した。特に部活が終わる６
月からは部活のやる気を
そのまま勉強に移し合格
することができました。大
事なのはメリハリをつける
ことだと思います。自分の
やりたいことを見つけて充
実した高校生活を送ってく
ださい。白幡凪人

特進科卒（豊浦中出身）

富山大学
人文学部 人文学科

　私は本格的に受験勉強
を始めたのは３年生になっ
てからです。英語では中学
の文法から始めました。電
車の中でも単語の勉強を
していました。センター試
験後は先生方に二次試験
の教科の指導をして頂き、
志望校を合格することが
できました。中学生の皆さ
ん、勉強も部活も頑張って
ください。

佐藤凪人
特進科卒（温海中出身）

山形大学
人文社会科学部
人文社会科学科

　１、２年生のうちにやっ
ておけば良かったことは、
数学と英語です。僕は、２
次試験で数学ができませ
んでした。難関大学にいく
には、学校教材レベル以上
のものをしたほうがいいと
思います。皆さん、今から
コツコツ学習しましょう。

佐藤飛来
特進科卒（鶴岡三中出身）

新潟大学
工学部 工学科

　私は鶴岡の特産品であ
る「だだちゃ豆」の種と莢
（さや）について研究してき
ました。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。これ
から大学へ進学し、ＩＡＢ
の最先端機器を利用して
さらに研究を深め、日本の
農業に貢献したいと考え
ています。永壽　暖

特進科卒（鶴岡二中出身）

慶應義塾大学
環境情報学部

　私は高校時代、夏のイン
ターハイや春の全国選抜大
会で良い成績を出すために
毎日朝早くから夜遅くまで
部活動を行っていました。そ
の中でも毎日の授業や定期
テスト前の勉強も欠かさず
行い文武両道で頑張りまし
た。3年間、部活動と勉強ど
ちらも全力で取り組み、志望
する大学にも進学できまし
た。指導してくださった先生
方には、とても感謝していま
す。皆さんも毎日の積み重ね
を大切に頑張って下さい。

佐藤祐人
体育科卒（鶴岡二中出身）

筑波大学
体育専門学群

　私は１年生の頃から英語
をコツコツやってきまし
た。英語は伸びるまでに一
番時間がかかる教科なの
で単語と文法は２年生の
時点で完璧にしておくべき
だと思います。後から後悔
しないように日頃から勉
強時間を確保する事を考
えて頑張ってください。五十嵐 優

特進科卒（鶴岡四中出身）

宮城大学
事業構想学群

合格

合格

合格 合格 合格 合格ダブル

合格合格

合格 合格
卒業生か

らの
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部活動に自信
!!

※詳細については必ず募集要項をご確認ください。

入学金、授業料の
負担が少ない！

自分の中学校での
頑張りを活かせる！

入学試験で頑張れば
ランクアップの可能性も！

サポート入試のポイント

●特進サポート
●スタディサポート
●アピールサポート学力に自信!!

●体育サポート
●部活サポート
●アピールサポート

充実のサポート入試制度

“頑張る君”を応援する様々なバックアップ普通コース（総合科・情報科）からも看護系・保育系に多数合格
鶴東マルシェ

内定制度なので
早めに進路決定！

これで昼食もバッチリ！
今日のお昼は何にしようかな～♪

パン
おにぎり クレープカレー

セブン
自販機

　部活と勉強の両立はと
ても大変でしたが、先生方
に的確なアドバイスを頂
き、自信を持って受験する
ことが出来ました。大学で
は、資格を取得出来るよう
に頑張ります。皆さんも、
自分の夢に向かって頑張っ
てください。

神林佳奈
総合科卒（鶴岡三中出身）

東北文教大学
短期大学部
子ども学科

　私は吹奏楽部に所属し
ていました。部活が大変な
中、勉強と両立するのは大
変でしたが、周りの先生方
はじめ沢山の人に支えて
いただき3年間頑張るこ
とができました。皆さんも
自分の夢に向かい、充実し
た高校生活を送れるよう
頑張ってください！川俣桃伽

総合科卒（鳥海八幡中出身）

ＩＣＭ国際メディカル専門学校
臨床工学技士科

　私は、鶴岡東高校で剣道
部に所属し東北大会を目指
して日々練習に励みました。
そこで、礼儀や忍耐力を養
いました。そして今、高校生
活で学んだ多くの事を活か
して、お客様から信頼され、
喜んでいただけるように一
生懸命に勤めています。み
なさんも鶴岡東高校で夢に
向かって頑張ってください。
応援しています。佐藤史菜

体育科卒（酒田四中出身）

鶴岡信用金庫

　私は、将来看護師になり
たいと考えていました。鶴岡
東高校に進学し、介護職員
初任者研修の資格を取得で
き、将来の夢を叶える第一
歩となりました。資格の取得
は簡単ではありませんでし
たが、貴重な経験ができた
と思います。皆さんも自分な
りの目標をもって頑張ってく
ださい！

大井樹里
総合科卒（鶴岡四中出身）

山形厚生看護学校
看護学科

オリエンタルモーター株式会社／マーレエン
ジンコンポーネンツジャパン株式会社／北日
本羽黒食品株式会社【ブルボン】／ＴＤＫ庄内
株式会社／松文産業株式会社鶴岡工場／高島
産業株式会社庄内工場／鶴岡ガス株式会社／
社会福祉法人恵泉会／株式会社エルサン／東
北エプソン株式会社／株式会社スタンレー鶴
岡製作所

他、地元有名企業多数内定！

就職早期内定100％

令和3年４月から
列車通学生に対する通学費助成を行います

JRを利用して通学する生徒を対象に
月額3,000円を自己負担額上限として
それを超えた通学費を補助します。

鶴東サポートパス
登下校も強力にバックアップ！
安心して登校することができます！

自宅最寄りのバス停から学校最寄りのバス停まで

1ヶ月2,200円でバス通学が可能に！
【鶴東サポートパスを使わない場合】1 回の往復で

・鶴岡 ― あつみ温泉　2,320円
・鶴岡 ― 酒田駅前　　1,680円
・鶴岡 ― 朝日庁舎　　1,580円

休日もこの制度でバスに乗ることができます！

NEW列車通学生に対する通学費助成
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