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●教育目標
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

◎校訓

秩序

忍耐 努力

常に時代の先導者たれ
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。

校長 齋 藤 哲

　進　学�

庄内私立高校トップの実績!
【国公立大学】��
山形大学（３）／会津大学／高崎経済大学／新潟県立大学
【私立大学】�� �
八戸学院大学／青森中央学院大学／富士大学／盛岡大学／東北学院大
学／仙台大学／東北学院大学／石巻専修大学／東北福祉大学／東北文
化学園大学／東北医科薬科大学／宮城学院女子大学／東北工業大学／
仙台大学／東北福祉大学／秋田看護福祉大学／東北文教大学／東北公
益文科大学／日本大学／医療創生大学／白鴎大学／上武大学／早稲田
大学／獨協大学／城西大学／清和大学／文教大学／立正大学／淑徳大
学／浦和大学／十文字学園女子大学／駿河台大学／白梅学園大学／東
京情報大学／中央学院大学／帝京平成大学／流通経済大学／千葉商科
大学／城西国際大学／千葉科学大学／中央大学／大正大学／拓殖大学
／桜美林大学／創価大学／江戸川大学／日本経済大学／東京農業大学
／国士舘大学／高千穂大学／多摩大学／嘉悦大学／日本体育大学／日
本女子大学／大妻女子大学／昭和女子大学／亜細亜大学／東都大学／

㈱庄内工場／㈱佐藤工務／有賀建設㈱／小野寺建設㈱／㈱浅賀建設／
㈱誠朋建設／㈱五勇組／㈱庄内シャーリング／㈱まる味食品八栄島
GPセンター／㈱プレステージ・インターナショナル山形BPOパーク
／ジョイカル・コバック鶴岡インター店㈱ミウラカーズ・ワン／㈱セン
トラルリース庄内営業所／㈱ニューライフサンワ ドコモショップ三
川店／㈱ニューライフサンワ ドコモショップ酒田北店／㈱佐藤鉄筋
／㈱マルハチ／グリーンメタル㈱／㈱バイタルネット鶴岡支店／㈱大
山機械／生協（生活協同組合共立社）コープ／松田工業㈱／㈱半田商店
／羽黒・のうきょう食品加工㈲／社会福祉法人恵泉会／医療法人社団
みつわ会／社会福祉法人山形虹の会 老人保健施設かけはし／㈱互恵
／ぷらすはーと㈱／マーレエンジンコンポーネンツジャパン㈱／㈱青
森屋／㈲畑田鐵工所／LEGEND齋藤建築／㈱フジワーク山形事業所
【県　　外】��
㈱スカイテック／㈱はあとふるあたご／山北木材加工協同組合／㈱ア
イ・ステーション／㈱上州屋／㈱カワイチファーム ステラパークス仙
台／三電工業所
【公 務 員】��
陸上自衛隊（一般曾候補生）〔県内〕

令和２年度 卒業生進路実績
東京工科大学／駒澤大学／明治学院大学／東海大学／大東文化大学／
帝京大学／東京福祉大学／神奈川工科大学／神奈川大学／相模女子大
学／フェリス女学院大学／関東学院大学／鎌倉女子大学／新潟リハビ
リテーション大学／新潟食糧農業大学／新潟医療福祉大学／新潟青陵
大学／新潟薬科大学／山梨学院大学／中京学院大学／大谷大学／京都
芸術大学／追手門学院大学／大成学院大学／近畿大学／関西学院大学
／岡山理科大学／九州共立大学
【国公立短期大学】��
山形県立産業技術短期大学校庄内校／山形県立米沢女子短期大学
【私立短期大学】��
東北文教大学短期大学部／羽陽学園短期大学／鶴見短期大学
【各種・専門学校】��
SENDAI中央理容美容専門学校／仙台医療秘書専門学校／仙台大原簿
記情報公務員専門学校／仙台総合ペット専門学校／仙台リゾートアン
ドスポーツ専門学校／東日本医療専門学校／ファッション文化専門学
校DOREME／葵会仙台看護専門学校／仙台接骨医療専門学校／仙台
保健福祉専門学校／東京IT会計専門学校仙台校／東北文化学園専門学
校／大原スポーツ公務員専門学校山形校／酒田調理師専門学校／鶴岡

市立荘内看護専門学校／山形厚生看護学校／山形医療技術専門学校／
アール医療福祉専門学校／千葉美容専門学校／HAL東京／東京IT会計
専門学校／東京ダンス＆アクターズ専門学校／国際文化理容美容専門
学校／東京スポーツ・レクリエーション専門学校／東京ベルエポック
美容専門学校／日本工学院／アップルスポーツカレッジ／国際ホテル・
ブライダル専門学校／シェフパティシエ専門学校／新潟医療技術専門
学校／新潟デザイン専門学校／新潟理容美容専門学校／国際メディカ
ル専門学校／新潟看護専門学校村上校／新潟公務員法律専門学校／北
陸食育フードカレッジ／ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校

　就　職�

内定率100％
【山形県内】��
鶴岡信用金庫／日本郵便㈱東北支社／庄内たがわ農業協同組合／鶴岡
市農業協同組合／庄内みどり農業協同組合／北日本羽黒食品㈱（ブル
ボン）／松文産業㈱鶴岡工場／TDK庄内㈱／山形クラッチ㈱／丸善食
品工業㈱鶴岡工場／㈱イタガキ／㈱庄交コーポレーション／高島産業

会津大学

山形大学

　会津大学に入学して２か月
経ちました。大学生活に慣れて
くるにつれて友達もできて、今
は楽しくて仕方ない日々を過ご
しています。また、毎日新しい
ことを学べることの喜びもたま
りません。本当に受験で頑張っ
てよかったと思います。

　私は大学を受験する際に
勉強面での不安がありまし
た、しかし先生方のサポー
トもあり、無事に山形大学
に合格することができまし
た。大学では学びたい分
野をより専門的に学習する
ことがとても楽しいです。

　私は大学で心理学を専攻しており、並行して食につ
いても学んでいます。まだまだ制限の多い日々が続き
ますが、皆さんがそれぞれの目標に向かって努力を積み
重ね、充実した学校生活を送られることを願っています。

武田遼太郎さん
（鶴岡第一中学校出身）

～田川ナンバースクール出身生徒大活躍～～田川ナンバースクール出身生徒大活躍～

佐藤なつみさん
（鶴岡第四中学校出身）

新潟県立大学

　私は今大学で経済学を学ん
でいます。大学は中学校とは
違い、自分の好きなことを学
べます。しかし大学で好きなこ
とを学ぶには中学高校できち
んと勉強をしなければなりませ
ん。これからも将来の自分の
ために勉強頑張ってください。

佐藤花郁さん
（鶴岡第二中学校出身）

山形大学

　鶴岡東高校に入学し、多くのこと
を学び、自分自身大きく成長するこ
とができました。また受験期はとて
も大変で、何度も諦めようと思った
こともありましたが、先生方の手厚
いサポート、クラスメイトとの励ま
し合いのおかげで無事に合格するこ
とができました。みなさんも自分の
目標達成目指して頑張ってください！

原田　蒼さん
（鶴岡第三中学校出身）

阿部爽汰さん
（鶴岡第五中学校出身）

合格

合格

山形大学
合格

合格

合格
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▶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。

▶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）

▶�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。

　私が鶴岡東高校に入学した理由は勉強と部
活を両立させたいと考えていたからです。部活
の面ではチームの目標を実現させるため、日々
の練習に精一杯打ち込んでいました。勉強の
面では、受験期に入り、先生方やクラスの友
達のおかげで良い雰囲気と高いモチベーション
で学習を進めることができ、大学に合格するこ
とができました。中学生の皆さんも自分のやり
たいことを鶴東で精一杯取り組んでみてください。

特進コース 卒業
渡部　迅さん
岩手県立大学 合格
（鶴岡第五中学校出身）

　私は、大学で経済学やドイツ語、心理学な
ど幅広く学んでいます。具体的には、経済をミ
クロ経済とマクロ経済に分けて多角的に学んだ
り、経営学系の授業を選択し色々な企業の経
営について学んだりしています。皆さんも目標
に向かって頑張ってください。

特進コース 卒業
田村　菫さん
名桜大学 合格
（鶴岡第三中学校出身）

　私は、特進コースⅠ類で大学進学を目指し、
日々、励んでいます。特進コースⅠ類では、ゼミ
など授業外の勉強もでき大学受験に有利なコー
スだと思います。また、私は慶應義塾大学の先
端生命科学研究所で研究のため勉強を始めたと
ころです。中学生のみなさんもがんばってください。

特進コース 1年A組
三浦桜介さん
（櫛引中学校出身）

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。

コースの特徴

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。

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。

教えてセンパイ !

スタディープログラム
ベネッセの強みを活かした独自の

教科学習プログラムです。単元ごとの学習
教材、学習動画（本校は視聴用タブレット1
人一台貸与）が利用でき、一人ひとりの学習
到達度に応じて、理解をサポートします。

54



Sp
o

rts C
la

ss

▶スポーツⅡの授業（特進コースⅡ類でも選択できます）
　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。

▶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）

▶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
コ ー ス

▶９つの強化運動部
◦男子卓球部
◦女子卓球部
◦男子バスケットボール部
◦女子バスケットボール部
◦男子サッカー部
◦女子サッカー部
◦野球部
◦ソフトボール部（女子）
◦剣道部（男女）

　看護の道に進むことが目標で、受験のため勉
強に力を入れてきました。担任の先生の大きなサ
ポートがあり夢を叶えることが出来ました。みなさん
も夢に向かって頑張ってください。

体育コース 卒業
丸山乃愛さん
葵会仙台看護専門学校
合格
（酒田第四中学校出身）

　僕はTDK庄内の鶴岡東工場で働いています。
鶴岡東工場ではコイルを作っています。仕事内容
は製品であるコイルを切断するための機械を稼動
させています。交代勤務なので夜に出勤すること
もあり大変です。しかし自分が作った製品が人の
役にたっていることを考えるととてもやりがいを感じ
ます。

体育コース 卒業
金子涼太さん
TDK庄内㈱内定
（余目中学校出身）

　私は卓球部に所属しており日本一を目標に日々
努力しています。目標達成のために「文武両道」
と「人間力の向上」をチームのスローガンとし
て掲げ、日々支えてくださる方々への感謝の気
持ちを忘れず、これからも精進していきます。

体育コース 2年B組
熊谷楓希さん
（酒田第四中学校出身）

９つの強化部から選択・ 所属
部活動に集中できる取り 組みがあります。

1

2

3

コースの特徴

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。

�部活動の時間を授業の一環
として取り入れることで、
競技に集中して打ち込むこ
とができます。

教えてセンパイ !
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　進路を決める上でも社会人になってからも大
切になってくることは、勉強だと思います。コ
ロナ禍で大変な思いをしているかと思いますが、
励まし合いながら頑張って下さい。応援してい
ます。私も現在、資格取得のために勉強に励
んでいます。一緒に頑張って行きましょう。

普通コース 卒業
佐藤真海さん
日本郵便㈱東北支社内定
（豊浦中学校出身）

　自分の適性を知りたい人は…�
▶ビジネスクラス（基本・応用）※１
　�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※２
　�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※２
　�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。

※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年間の単位で履修
することも可能です。

　看護系・保育系・公務員系に進みたいあなたは…�
▶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年次は実習を通
して医療・看護の分野をさらに深く学びます。

▶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。

　部活動を極めたいあなたは…�
▶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
※実施部活動については変更になることもあります。

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。
※�当該部活動の部員であっても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。

普 通
コ ー ス

　私は幼児保育クラスで将来のために学んでい
ます。折り紙での制作やピアノの練習など、皆
仲良く楽しみながら勉強することができています。
これからも実習や講義に力を入れ、充実した高
校生活を送りたいです。

普通コース 2年C組
上野原叶夢さん
（鶴岡第一中学校出身）

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。

1

2

3

コースの特徴

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。

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。

教えてセンパイ !

大原スポーツ公務員専門学校 山形校の先生
より講義を頂きます。

　選択クラスでは、それぞれの進路や極めたい
ことに一生懸命取り組みます。キャリア育成公
務員クラスでは、講師の先生をお呼びして公務
員の仕事について学び試験の対策をしています。
将来に向けて確実に自信が持てるよう努力します。

普通コース 2年A組
片倉　雅さん
（鶴岡第二中学校出身）
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学校での活動は勉強ばかりではありません。自分の好きなスポーツや、
文化活動を通してチームワークやコミュニケーションを学び文武両道を
実現し、より輝ける鶴東生をめざしています。

めざせ ! あなたもわたしも文武両道！

C LU B G U I D E
男子卓球部

野 球 部

体 操 部

美 術 部

陸 上 部

書 道 部

女子バスケットボール部男子バスケットボール部

ソフトテニス部

茶 道 部

女子卓球部

ソフトボール部

チアダンス部

英会話同好会

男子サッカー部

剣 道 部

吹奏楽部

情報処理同好会

女子サッカー部

バレーボール部

合 唱 部

奉 仕 部

目標は「全国制覇」と
� 「人間力の向上」熊谷楓希

（酒田四中出身）

甲子園目指して
頑張ります！阿部壮臣

（鶴岡一中出身）

仲間と切磋琢磨しながら
全国入賞目指します。石向美羽

（藤島中出身）

全国コンテストで
入選を目指します!!金丸葵彩

（藤島中出身）

見る人の心を揺さぶる
� バスケットを!!沢川果音

（櫛引中出身）

東北駅伝目指して
頑張ります。

遠藤はるな
遠藤はるか
（鶴岡一中出身）

書道の魅力を感じよう。山田未葵
（温海中出身）

「一意専心。目指せ全国！」佐藤泰誠
（鶴岡三中出身）

インターハイ出場が
目標です！大津孝也

（羽黒中出身）

和の心を大事に頑張ります!石井梨乃
（朝日中出身）

「インターハイに
� ふさわしいチーム」へ!!

一戦必勝で頑張ります！髙橋菜々子
（酒田三中出身）

笑顔と元気をお届けする
ために、頑張っています!!恩田紗希

（鶴岡五中出身）

Let's�Laugh�and�Talk.

全国一勝を目指します！本間唯斗
（羽黒中出身）

県優勝を目指します！富樫悠生
（東部中出身）

素敵な演奏をお届け
できるよう頑張ります。佐藤陽南

（鶴岡三中出身）

「各
・

種
・

検定取得に挑戦」佐藤陽菜多
（余目中出身）

「一人一人が本気で
� サッカーを楽しむ！」
「目標は全国大会出場！」

佐藤　遥
（鶴岡一中出身）

「挑戦者たれ」を部訓に
全国1勝を目標に
活動しています。

桑名　麗
（酒田六中出身）

心に響く歌声を
お届けします♪佐藤綾花

（余目中出身）

社会のためにも
自分のためにも佐藤菜々美

（鶴岡三中出身）

活部 動 紹 介

伊藤　夏
（余目中出身）
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切添グラウンド北体育館

調理実習室 サッカー専用グラウンド 野球専用グラウンド

南体育館

EVENT CALENDER
一年を通してイベントいっぱい！

4 ●第１学期始業式
●対面式・新入生歓迎

●入学式
● PTA総会

5
●春季総体壮行式
●田川地区高校総合体育大会
●生徒会リーダー研修会
●進路三者面談

●中間試験
●校外研修
●特進１年勉強合宿

6 ●県大会壮行式
●吹奏楽部定期演奏会

●県高校総合体育大会
●学校祭・体育祭

7 ●期末試験
●第１学期終業式

●合唱部定期演奏会
※夏休み

8 ※夏休み
●地区新人大会壮行式

●第２学期始業式

9 ●秋季総体壮行式
●秋季田川地区高校総合体育大会

10 ●中間試験
●生徒会リーダー研修会

●県高校新人大会（前期）

11 ●県高校新人大会（後期）
●修学旅行（USA ハワイ州）

12
●期末試験
●球技大会
●第２学期終業式

●創立記念日
●特進３年進路三者面談
※冬休み

1 ※冬休み
●学年末試験（３年）

●第３学期始業式
●特３年自由登校

2 ●３年自由登校
●送別会

●スキー教室

3 ●卒業式
●第３学期終業式

●学年末試験（１・２年）
●新入生臨時登校

鶴東マルシェ
　ロビーでは、ジュース・アイス・パンの自動販売
機に加え「ピーターパン」のパンや「なんば農園」
のおにぎりの販売もあります。さらに、「カレー
ハウスCoCo 壱番屋」による温かいカレーライス
や、「Heart＆Peace（cafe H&P）」のクレープ、
「808 泉屋」のフルーツサンドも販売しています。
そして、コンビニエンスストア「セブンイレブン」の
味も楽しめるようになり、休み時間もワクワク♪
　鶴東マルシェで美味しい昼休みを過ごしてみるの
はいかがですか？

設備充実の我らが学び舎！ 施 設 紹 介

年 間 行 事

C A M P U S G U I D E
介護実習室コンピューター室

図 書 室

トレーニングルーム

中央体育館
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トレインサポート（列車通学生に対する通学費助成）

鶴東サポートパス

就 学 支 援 金

そ の 他 の 制 度

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?

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。

「私立は高い」はもう昔の話です。

鶴岡東高校の特待生制度のご案内

Tsuruto Open Campus 2021Tsuruto Open Campus 2021
9/25土・10/24日・11/14日・12/11土
鶴東をWEBで体験しよう！バーチャルオープンキャンパス開催中‼

※締め切りは各回3日前までです。

鶴岡東高校には、入学金・授業料に
特典のある特待生制度があります。

　▶特待生制度のポイント　
●３学年評定は、１学期(前期）・２学期の通知票いずれかの成績でＯＫ!
　１学期の成績に自信がなくても、２学期の頑張りで特待生になれるチャンス！
●特進サポート、スタディサポートにはランクがあります。入学試験の結果でランクアップすることも！
　だから受験勉強もがんばろう！
●特待生の申し込みは12月から。前期入学試験の前だから、早めに準備しよう！

　▶すべての特待生に共通する必須条件　

「３学年の評定に１がないこと」　　「生活態度が他の模範であること」
「前期入学試験を受けること」
次の項目に応じて、それぞれの特待生に認定されます。

　▶頑張りたい人を応援する特待生サポートは５つ！　

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。
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円という価格※でバス通学ができます。
エスモール発着の路線の場合、高校生に人気のエスモールまでの乗車もでき、
放課後や休日にも利用することができます。

JRを利用して通学する生徒を対象に当該区間６ヶ月定期の１ヶ月あたりの料金に
対して月額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。

「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。

●対象となる世帯・減免の月額
　世帯収入により、次のとおり補助の月額が決まります。（原則「両親の合計」で算定）

※�子について、中学生以下15歳以下、高校生は16～18歳、大学
生は19～22歳とします。

※�給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親
の収入は同額として計算しています。

※�「34,000円／月」は、全日制課程の水準であり、通信制課程につ
いては25,750円／月となります。

※支給額は、各私立高校の授業料月額が上限となります。
※山形県内の私立高校に通う生徒が対象となります。
※詳しくは募集要項をご覧ください。

※参考
【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－朝日庁舎前　1,580円

※参考
【６ヶ月定期を１ヶ月換算した場合】
・鶴岡 ～ 酒田　6,923円
・鶴岡 ～ 余目　6,088円
・鶴岡 ～ 府屋　8,695円

特待生の種類 対象のコース 認定に関わる項目

特進サポート 特進 ・中学校の３学年評定（５教科）が所定の基準を満たしている。

スタディサポート 普通 ・中学校の３学年評定（９教科）が所定の基準を満たしている。

体育サポート 特進（Ⅱ類）、体育
※�女子はコースを問い
ません。

・本校の部活動顧問（強化運動部）による推薦がある。
・本校のみを志望している。
・スポーツ技能が優秀である。
・入学後、強化運動部で活動する。

部活サポート 特進（Ⅱ類）、普通 ・本校の部活動顧問（強化運動部以外）による推薦がある。
・本校のみを志望している。
・入学後、部活動で活動する。

アピールサポート 全コース ・本校のみを志望している。
・オープンキャンパスに参加し、下記のいずれかを終了している。
　①体験入部（強化部希望者）　②個別相談（強化部希望者以外）
　【加えて下記のいずれかに該当している】
・中学校の３学年評定が所定の基準を満たしている。
・中学校で部活動や生徒会活動、ボランティア活動を頑張った。

世帯の例 年収の目安

両親のうち
一方が働いている場合

子１人（高校生） ～約590万円 ～約910万円
子２人（高校生・中学生以下） ～約590万円 ～約910万円
子２人（高校生・高校生） ～約640万円 ～約950万円
子２人（大学生・高校生） ～約650万円 ～約960万円

両親共働きの場合

子１人（高校生） ～約660万円 ～約1,030万円
子２人（高校生・中学生以下） ～約660万円 ～約1,030万円
子２人（高校生・高校生） ～約720万円 ～約1,070万円
子２人（大学生・高校生） ～約740万円 ～約1,090万円

●保護者が本校（前身校を含む）卒業生の場合、返還義務のない学費援助が受けられます。
●世帯収入に応じて国や県、市町村からの支援制度もあります。

特待生制度
状況に合わせて制度を有効活用

34,000円／月

●国 33,000円／月
●県 1,000円／月

20,000円／月

●国 9,900円／月
●県 10,100円／月

補助額 補助額

鶴岡東高等学校　 検 索

Open Campusの
申し込みはWebから
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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.net

お問い合わせ


