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～「私立は高い」は昔の話です～
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1 入学試験スケジュール

Ⅰ． 願書・サポート
受付期間

前期試験   令和 4年12月 1 日（木）～令和 5年 1月11日（水） 
※調査書受付　令和 5 年 1 月18日（水） 必着

後期試験   令和 5年 2月 2日（木）～令和 5年 2月13日（月） 
※調査書受付　令和 5 年 2 月15日（水） 必着

３月試験   令和 5年 2月22日（水）～令和 5年 3月18日（土）正午まで 
※調査書受付　令和 5 年 3 月18日（土） 正午必着

Ⅱ．入学試験　 前期試験   令和 5年 1月25日（水）
後期試験   令和 5年 2月18日（土）　
３月試験   令和 5年 3月18日（土） 

　➡試験の時間割はP.5へ

Ⅲ．合格発表日時 前期試験   令和 5年 1月31日（火） 13時
後期試験   令和 5年 2月20日（月） 13時
３月試験   令和 5年 3月18日（土） 17時

Ⅳ．入学手続期間 前期試験

専願：令和 5年 2月 1日（水）～令和 5年 2月 3日（金）
併願：令和 5年 2月 1日（水）～令和 5年 3月17日（金）

後期試験  
専願：令和 5年 2月21日（火）～令和 5年 2月22日（水）
併願：令和 5年 2月21日（火）～令和 5年 3月17日（金）

３月試験

専願：令和 5年 3月20日（月）

併願から
専願の変更
について

併願受験のサポート内定者は、令和5年2月14日（火）までに手続きをすると専願
扱いとなり1ランクアップします。
例えば、特進サポートBで内定していた人は、期限までに手続きをすると特進サポ
ートAになります。但し、特進サポートS・スタディサポートA内定者はランクア
ップはありません。また、サポート内定のない生徒はランクアップはありませんが、
入学金が専願扱いとなります。

サポートの申込みは
前期試験のみです。

※は中学校の先生へのお願いです。
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2 出願手続（特待生サポート申込み）・合格発表までの流れ

願書受付

①Webでの願書受付
 特待生サポートの申込み（希望生徒のみ） 
も併せて行います。

　 受験料支払 　 受験票印刷
⑴  入力情報の不備や訂正の内容によっては出願完

了後でも内定が取り消される場合があります。
⑵  中学校の先生方はWeb上で出願状況を確認の上、

調査書の準備をお願いします。また、申込み内
容に不備、訂正等ございましたら、本校に連絡
をお願い致します。

Webでの
出願方法については

P.9～11へ

受　　験 ②受験票を持って受験
受験当日の日程・
持ち物は

P.5へ

合格発表

③Web上で合格発表
◎ 合格者には入試得点・コース順位・ 
併願校順位（鶴岡南・鶴岡北・鶴岡中央・鶴岡
工業のみ）がWeb上で表示されます。

※ 中学校の先生方は合否状況・入試得点・コース順位・ 
併願校順位がWeb上で確認できます。

Webでの
合格発表については

P.9～11へ

入学手続
④ 受験票･入学金･住民票を持参し  

本校にて手続きをお願いします。
　（詳しいご案内は合格発表時にホームページ上に掲載します。）
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1． 受　 験　 料　　18,000円
2． 入　 学　 金　　専願　100,000円　　併願　170,000円
3． 毎月の納入額　　 43,200円（授業料 40,000円 ＋ 施設設備費等 3,200円）
 　※具体的な金額は【国の就学支援金制度】及び 【山形県授業料軽減補助制度】の説明をご覧下さい）
4．  入学時に教育充実費（3年間の冷暖房費等）25,000円を4月の納付金と一緒に納入して頂きます。

3 受験料・入学金・学費等について

国の就学支援金制度 及び 山形県授業料軽減補助制度 　※ 国と県の政策変更により毎月の納入額が
変更になる場合もあります。

○国の就学支援金制度は保護者の課税状況によって変わります。次の手順でご確認下さい。

※別途PTA諸経費・修学旅行
　費用がかかります。

学費援助制度・奨学制度・授業料の軽減

※�上記世帯収入区分は16歳以上～19歳未満の子1人、16歳未満の子1人の2人の子を持つ世帯をモデルとして記載。
※�「34,000円/月」は、全日制課程の水準であリ、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リます。

山形県の授業料軽減補助

山形県の授業料軽減補助

国の就学支援金計34,000円/月
1,000円/月

33,000円/月

154,500円未満計算式の額
世帯収入
（目安） 約590万円未満

304,200円未満

約590万円～約910万円

304,200円以上

約910万円以上

計22,000円/月

12,100円/月

9,900円/月
4,950円/月

多子世帯（扶養する23歳
未満の子が私立高校生を
含め3人以上いる世帯）
が対象となります。

ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

就学支援金・授業料軽減事業費補助金の支給額（月額）

マイナポータルHP

次の計算式（両親２人分の合計額）により判定します。
　【計算式】
　�市町村民税の課税標準額×６％ － 市町村民税の調整控除の額

上記による算出額＜154,500円…34,000円/月に該当
上記による算出額＜304,200円…22,000円/月に該当
※ 政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除の額」に3/4を乗じて計算

ご自身の課税標準額などは
マイナポータルで「あなた
の情報」から確認できます。
（マイナンバーカードが必
要です。）
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高校生等奨学給付金

○ 生活保護受給（生業扶助）の家庭および両親の県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計が
非課税の家庭には「高校生等奨学給付金」が給付されます。

学費援助制度

① 本校（鶴岡商業高校・鶴商学園高校含む）及び山形情報経理専門学校（鶴岡高等経理学校）の
卒業生の子女が入学した場合、返還義務のない年額3万円の学費援助制度があります。

② サポート特待制度以外に、本校独自の返還義務のない奨学金制度があります。経済的な理由で
学費援助が必要な人は願い出て、審査が通れば利用することができます。

奨 学 制 度

○ 山形県高等学校奨学生の貸与制度や、市町村独自の奨学制度など学資を無利子で貸与する諸奨
学制度があります。

鶴東サポートパス 　※下記「鶴東トレインサポート」と併用できます。

　鶴岡東高等学校の生徒が庄内交通のバスで通学する場合、自宅最寄りのバス停から学校最寄りのバス停まで
　　　　 一律1ヶ月2,200円 （片道35円）で通学できます。（乗り継いでも料金は変りません｡）

※参考
1回の往復での料金

区 間 鶴岡～あつみ温泉駅 鶴岡～酒田駅前 鶴岡～朝日庁舎前

料 金 2,320円 1,680円 1,580円

鶴東トレインサポート 　※上記「鶴東サポートパス」と併用できます。

　JRを利用して通学する生徒を対象に当該区間の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、それを越えた通学費を補助します。

※参考
6ヶ月定期を1ヶ月換算した額

区 間 鶴岡～遊佐 鶴岡～酒田 鶴岡～余目 鶴岡～藤島 鶴岡～府屋

料 金 7,983円 6,923円 6,088円 3,241円 8,695円
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4 試験について

試験日 入学試験 試験会場

前
期
試
験

令和 5 年
1 月25日（水）

午前 8 時40分まで集合

◇ 5教科試験
（1） 国語　 9：10～10：00　　（4） 理科　13：10～14：00
（2） 数学　10：20～11：10　　（5） 英語　14：20～15：10
（3） 社会　11：30～12：20
◇ 作文・面接試験
作文 （800字程度）  9：10～10：00
面接 （10分程度） 10：20～12：00

鶴岡東
高等学校

後
期
試
験

令和 5 年
2 月18日（土）

午前 8 時10分まで集合

◇ 3教科・面接試験
（1） 国語　 8：40～ 9：30　　（3） 英語　10：40～11：30
（2） 数学　 9：40～10：30　　（4） 面接　11：40～12：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10分程度）

鶴岡東
高等学校

３
月
試
験

令和 5 年
3 月18日（土）

午後 0 時30分まで集合

◇ 3教科・面接試験
（1） 国語　13：00～13：50　　（3） 英語　15：00～15：50
（2） 数学　14：00～14：50　　（4） 面接　16：00～16：20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10分程度）

鶴岡東
高等学校

持ち物 受験票・筆記用具・定規・コンパス・上履き・昼食（携帯電話の持ち込み禁止） 

選抜方法
合否の判定については、中学校から提出される調査書と本校が実施する入学試験（5教
科試験、作文・面接試験 等）を総合的に判断して決定します。また、調査書中の「各
教科の学習の記録」以外についても十分考慮します

諸注意

【注意1】
1． �受験手続は、すべて受験生がWeb上で行って下さい。調査書は中学校で用意していただきますが、公立
高校と同じ様式です。

2． 推薦入試（自己推薦）で受験する場合は、Web上にて自己評価票の入力が必要です。
3． 合格者全員（作文・面接受験者以外）が入学試験の成績をWeb上で確認できます。
4． 一度納入された納入金等は返還しません。
5． �体育コースを受験する場合は、野球（男）、サッカー（男女）、ソフトボール（女）、卓球（男女）、バスケッ
トボール（男女）、剣道（男女）のいずれかの部活動に入部することになります。

6． �インフルエンザなどの学校感染症に罹患し、前期試験のサポート入試を受験するのが困難な場合、�
事前に連絡を頂いた上で後期試験を受験し合格すれば同等の特典が得られます。

7． �新型コロナウイルス感染症予防のため、試験実施にあたり変更事項が発生することも予想されます。�
あらかじめご了承下さい。

【注意2】作文・面接で受験する受験生のみなさんへ
1． 面接は個別又はグループ面接になります。
2． 所要時間は10分程度。
3． それぞれの面接が終わった時点で解散になります。
4． �解散後控室がありますので、他の受験生の終了まで待つこともできます。
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5 前期試験 ─ サポート入試について
特進サポート特待生として受験する場合

資 格

令和5年3月中学校卒業見込みの人で、将来大学進学を志望する人
通知票の1学期・前期・2学期いずれかの3学年評定5教科（国語・数学・社会・理科・外国語）
5段階の合計が、下記特典ランクの成績に達していること　ただし、全科目評定に1がなく、欠席が
少ないこと

募集コース 特進コース

特 典

★専願 中学校の成績（3学年の評定）国語・数学・社会・理科・外国語の5教科5段階（合計25）合計

段　階 成績 入学金
（100,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

Sランク 24以上 0円 0円 0円 ※� 0円 2,000円
Aランク 23以上 0円 3,200円 3,200円 ※� 3,200円 5,200円
Bランク 21以上 0円 3,200円 3,200円 ※�10,250円 15,200円
Cランク 19以上 30,000円 3,200円 3,200円 ※�15,250円 20,200円
Dランク 17以上 30,000円 3,200円 8,200円 ※�25,250円 30,200円

（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）
☆併願 中学校の成績（3学年の評定）国語・数学・社会・理科・外国語の5教科5段階（合計25）合計

段階 成績 入学金
（170,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

Aランク 24以上 20,000円 3,200円 3,200円 ※� 3,200円 5,200円
Bランク 23以上 30,000円 3,200円 3,200円 ※�10,250円 15,200円
Cランク 21以上 50,000円 3,200円 3,200円 ※�15,250円 20,200円
Dランク 19以上 50,000円 3,200円 8,200円 ※�25,250円 30,200円

（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）
　◎学力検査によるランクアップはありますがランクダウンはありません。

入試の方法 5教科試験

スタディサポート特待生として受験する場合

資 格
令和5年3月中学校卒業見込みの人で、学校生活を一生懸命に取り組むことが出来る人
通知票の1学期・前期・2学期いずれかの3学年評定9教科5段階の合計が、下記特典ランクの成績
に達していること　ただし、全科目評定に1がなく、欠席が少ないこと

募集コース 普通コース

特 典

★専願 中学校の成績（3学年の評定）9教科5段階（合計45）合計

段　階 成績 入学金
（100,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

Aランク 33以上 30,000円 3,200円 3,200円 ※�20,250円 25,200円
Bランク 29以上 30,000円 3,200円 8,200円 ※�25,250円 30,200円
Cランク 25以上 30,000円 3,200円 11,200円 ※�28,250円 33,200円

（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）
☆併願 中学校の成績（3学年の評定）9教科5段階（合計45）合計

段階 成績 入学金
（170,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

Aランク 38以上 50,000円 3,200円 3,200円 ※�20,250円 25,200円
Bランク 33以上 50,000円 3,200円 8,200円 ※�25,250円 30,200円

（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）
　◎学力検査によるランクアップはありますがランクダウンはありません。

入試の方法 5教科試験

◦ ゾーンⅠ・Ⅱ・Ⅲの区分はP3をご覧
下さい。

◦ ゾーンⅢの※は多子世帯（扶養する
23歳未満の子が私立高校生を含め
3人以上いる世帯）の場合です。
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体育文化サポート特待生として受験する場合

資 格

令和5年3月中学校卒業見込みの人で、本校の部活動顧問による推薦があり本校のみを志望する人
野球（男）、サッカー（男・女）、ソフトボール（女）、卓球（男・女）、バスケットボール（男・女）、
剣道（男・女）、バレーボール（女）、吹奏楽（男・女）のいずれかの部活動に入部すること
ただし、通知票の1学期・前期・2学期のいずれかの3学年評定に1がなく、欠席が少ないこと
各部活動の技能が優秀なうえに学業および生活態度も他の範であること
注　野球部の採用人数は5名以内とする

募集コース

①特進Ⅱ類コース・体育コース（女子はコースを問いません）
　対象：�野球（男）、サッカー（男・女）、ソフトボール（女）、卓球（男・女）、バスケットボール

（男・女）、剣道（男・女）
②特進Ⅱ類コース・普通コース
　対象：バレーボール（女）、吹奏楽（男・女）

特 典

入学金
（100,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

30,000円 0円 0円 ※� 9,050円 14,000円
（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）

入試の方法 5教科試験もしくは作文・面接試験

部活サポート特待生として受験する場合

資 格

令和5年3月中学校卒業見込みの人で、本校の部活動顧問による推薦があり本校のみを志望する人
合唱、陸上、ソフトテニス、体操、チアダンス、書道、茶道、美術、奉仕、英会話、情報処理のいずれか
の部活動に入部すること。また、水泳、躰道、スキー、相撲、空手などを継続して取り組む人。
ただし、通知票の1学期・前期・2学期のいずれかの3学年評定に1がなく、欠席が少ないこと
そして学業および生活態度も他の範であること
�上記以外で中学校の各種大会で上位に入賞した生徒で本校を専願で受験する場合はご相談下さい。

募集コース 特進コースⅡ類・普通コース（女子はコースを問いません）

特 典

入学金
（100,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

30,000円 0円 0円 ※�17,050円 22,000円
（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）

入試の方法 5教科試験もしくは作文・面接試験

アピールサポート特待生として受験する場合

資 格

令和5年3月中学校卒業見込みの人で、本校のみを志望する人
次のどれかに該当すること　ただし、特進コースを志望する場合は、5教科評定計（国語・数学・�
社会・理科・外国語）の合計が16以上であること
　①3年1学期、2学期または前期の5教科評定計（国数社理外）の合計が13以上
　②3年1学期、2学期または前期の評定で数学と外国語の合計が7以上
　③中学校在学時に、各部活動で頑張った人
　④生徒会活動やボランティア活動を頑張った人
ただし、3学年評定に1がなく、生活態度がしっかりしていること。また、体験入部をして受験する
場合は、本校入学後も当該部活動を続けること
　◎ 本校オープンキャンパスに参加し、入学後に本校の強化部等へ入部する生徒は体験入部、それ
以外の生徒は個別面談をして下さい。

　◎�本校入学後の頑張りによって特進サポート特待生、スタディサポート特待生または体育文化サポー
ト特待生、部活サポート特待生に昇格することがあります。

募集コース 特進コース・体育コース・普通コース

特 典

入学金
（100,000円のところ）

毎月の納入額（43,200円のところ）
ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ

0円 9,200円 21,200円 ※�38,250円 43,200円
（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）

入試の方法 5教科試験もしくは作文・面接試験

◦ ゾーンⅠ・Ⅱ・Ⅲの区分はP3をご覧下さい。
◦ ゾーンⅢの※は多子世帯（扶養する23歳未満の子が

私立高校生を含め3人以上いる世帯）の場合です。
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6 前期試験 ─ 一般入試・推薦入試について
一般入試で受験する場合

資 格
令和5年3月中学校卒業見込みの人、または中学校を卒業している人
サポート特待生としてではなく一般受験生として5教科を受験する場合は、前期試験を受験して下さい。
入試成績上位者（10%以内）の生徒は一般特待生扱いになります。

募集コース 特進コース・体育コース・普通コース

特 典

★一般特待合格
入学金 毎月の納入額（43,200円のところ）

専願（100,000円のところ）30,000円 ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ
併願（170,000円のところ）50,000円 3,200円 3,200円 ※� 20,250円 25,200円

（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）
◎一般特待に該当しない場合でも、この特典のない、一般合格があります。
（参考）…サポート特待生の特典のない一般合格

入学金 毎月の納入額（43,200円のところ）
専願　100,000円 ゾーンⅠ ゾーンⅡ ゾーンⅢ
併願　170,000円 9,200円 21,200円 ※� 38,250円 43,200円

（ただしPTA諸経費・修学旅行費用は含まれません）

入試の方法 5教科試験

推薦入試（自己推薦）で受験する場合
資 格 令和5年3月中学校卒業見込みの人で、本校のみを志望する人

募集コース 特進コース・体育コース・普通コース

推 薦 基 準 調査書の評定が20／45以上とし、特進コースについては27／45とする
ただし、問題行動がなく、部活動やボランティア活動に意欲的に取り組み将来性のある人は考慮します

入試の方法 作文・面接試験　◎体育コースを志望する人は実技テストがあります。（運動着・運動靴持参）

3月試験で受験する場合
資 格 令和5年3月中学校卒業見込みの人、又は中学校を卒業している人で、本校のみを志望する人

募集コース 特進コース・体育コース・普通コース

入試の方法 3教科・面接試験

7 後期試験・３月試験について
後期試験で受験する場合

資 格 令和5年3月中学校卒業見込みの人、又は中学校を卒業している人

募集コース 特進コース・体育コース・普通コース

入試の方法 3教科・面接試験

◦ ゾーンⅠ・Ⅱ・Ⅲの区分はP3をご覧
下さい。

◦ ゾーンⅢの※は多子世帯（扶養する
23歳未満の子が私立高校生を含め
3人以上いる世帯）の場合です。
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8 Web出願方法

鶴鶴岡岡東東高高等等学学校校  

入入学学試試験験出出願願フフロローーチチャャーートト  
  

 

① 鶴岡東高等学校ホームページトップ画面 

  から入学試験の出願 WEB 申し込みをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

② メールアドレス・パスワードを入力しログオンします。 

（オープンキャンパスへの WEB 申し込みをしたことのない方は、 

初めての方はこちらからアカウントの新規手続きをおこなってください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ホーム画面のサポート受付・出願をクリックします。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新規申込手続きをクリックします。 
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鶴鶴岡岡東東高高等等学学校校  

入入学学試試験験出出願願フフロローーチチャャーートト  
  

 

① 鶴岡東高等学校ホームページトップ画面 

  から入学試験の出願 WEB 申し込みをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

② メールアドレス・パスワードを入力しログオンします。 

（オープンキャンパスへの WEB 申し込みをしたことのない方は、 

初めての方はこちらからアカウントの新規手続きをおこなってください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ホーム画面のサポート受付・出願をクリックします。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新規申込手続きをクリックします。 

          

 

 

 

 

 

 

⑤「試験選択」画面より入入試試区区分分を選択し、希望する試験の申込をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○ササポポーートト特特待待生生にに申申しし込込みみ＆＆出出願願ををさされれるる方方ははここちちらら 

【【出出願願  前前期期入入試試】】特特進進ササポポーートト特特待待生生  

【【出出願願  前前期期入入試試】】ススタタデディィササポポーートト特特待待生生  

【【出出願願  前前期期入入試試】】体体育育文文化化ササポポーートト特特待待生生  

【【出出願願  前前期期入入試試】】部部活活ササポポーートト特特待待生生  

【【出出願願  前前期期入入試試】】アアピピーールルササポポーートト特特待待生生  

という５つの試験から、1 つ選び入試の申込をクリックしてください。 

 

○○ササポポーートト申申しし込込みみををせせずず、、出出願願さされれるる方方ははここちちらら  

【出出願願  前前期期入入試試】】推推薦薦入入試試（（自自己己推推薦薦））  

【【出出願願  前前期期入入試試】】前前期期入入試試((ササポポーートト申申込込ののなないい方方))  

という２つの試験から、１つ選び入試の申込をクリックしてください。 

  

⑥ 出願 ※※ササポポーートトのの申申しし込込みみのの有有無無にに関関わわららずず共共通通  

志願者情報入力 → 保護者情報入力 → 次へをクリック → 入力内容確認 

→ 上記内容で申込 をクリックします。 
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⑦ お支払いをクリックし、試験と支払方法を選択してお支払いをおこなってください。 

   
                 ↓ 

   
支払い完了後、出願完了となります。（出願完了のメールが送信されます。） 

 

⑧ 出願を完了すると、出願申込履歴より受験票の印刷が可能となります。 

印刷へから印刷してください。 

 

※スマートフォンを用いてコンビニで印刷する場合は、ホームページのトップ画面から印刷についてのバナー 

をクリックし、詳細をご覧ください。 

  切り取り線より下の部分の受験票を持って受験会場へお越しください。 

 

受験後、合否発表期間中に Web 出願サイトへ 

ログインしてください。 

【合否照会】から対象の試験の【結果を確認】ボタン

をクリックして、合否結果を確認できます。 

 

重　　 要

入力情報の不備や訂正の
内容によっては出願完了
後でも内定が取り消され
る場合があります。
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9 鶴岡東高等学校について Q & AQ  &  A
Q 1 サポート特典のランクが上がることもあると聞いたのですが。

A 1 特進サポート、スタディサポートに内定した人が受験して学科試験が好成績だった場合、受験
前に内定していたランクよりも上がることもあります。また、併願で受験して合格した受験生が、
指定された期日までに専願に変更すると1つ上のランクに上がります。

Q 2 授業料などが減額される方法はありますか。

A 2 本校のみ受験する場合（専願）は、他校を受験して本校も受験する場合（併願）より入学金が
減額されております。特待生制度は、授業料の他にも入学金が免除になる場合や減額される制
度です。これらは在学中3年間適用され、返還の義務はありません。尚、本校独自の育英制度
である奨学金制度や、本校の卒業生の子女が入学すると利用できる学費援助制度もあります。

Q 3 バスの定期券が安くなると聞きましたが・・・

A 3 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。鶴東サポートパス
では、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もできます。
尚、下記鶴東トレインサポートとも併用できます。（主なバス停からの実際の金額はP.4をご覧
下さい。）

Q 4 令和3年度入学生より列車通学生に対する通学費の助成が始まっていると
聞きましたが・・・

A 4 JRを利用して通学する生徒を対象に当該区間の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する鶴東トレインサポートと
いうものがあります。鶴東サポートパスの利用がしにくい地域からの通学には非常にお得な制
度です。尚、上記鶴東サポートパスとも併用できます。（主な駅からの実際の金額はP.4をご覧
下さい。）

Q 5 どのような資格を取ることができますか。

A 5 就職に有利な「ビジネス文書検定｣、「社会常識検定」はもちろん「介護職員初任者研修（旧ホー
ムヘルパー2級）｣、「漢字検定｣、「英語検定｣、「GTEC」、「数学検定」にも力を入れております。

Q 6 体育コース志望ですが、鶴岡東高校の顧問からの推薦がもらえませんでした。
あきらめるしかないでしょうか。

A 6 体育コースの9つの強化部に入部希望の場合、体育文化サポートの利用ができなくとも受験�
資格をクリアできればアピールサポートを利用することが可能です。その場合、指定された日
に「体験入部」を行うことが条件です。尚、吹奏楽部や合唱部に入部希望の場合も同様です。

 

⑦ お支払いをクリックし、試験と支払方法を選択してお支払いをおこなってください。 

   
                 ↓ 

   
支払い完了後、出願完了となります。（出願完了のメールが送信されます。） 

 

⑧ 出願を完了すると、出願申込履歴より受験票の印刷が可能となります。 

印刷へから印刷してください。 

 

※スマートフォンを用いてコンビニで印刷する場合は、ホームページのトップ画面から印刷についてのバナー 

をクリックし、詳細をご覧ください。 

  切り取り線より下の部分の受験票を持って受験会場へお越しください。 

 

受験後、合否発表期間中に Web 出願サイトへ 

ログインしてください。 

【合否照会】から対象の試験の【結果を確認】ボタン

をクリックして、合否結果を確認できます。 

 



【募集コース・定員】普通課程 315名
コース 内　　　　　容 定員

特進コース
◆Ⅰ類（国公立大学・私立大学進学）

◆Ⅱ類（国公立大学・私立大学進学）

・�1年次よりⅠ類（勉強を第一に考えま
す。）・Ⅱ類（文武両道を目指します。）
に分かれます。
・�Ⅱ類は、体育コースの科目（スポーツ
Ⅱ）を選択できます。

75名

体育コース
◆野球（男）　　　　◆ソフトボール（女）
◆サッカー（男女）　◆バスケットボール（男女）
◆卓球（男女）　　　◆剣道

・全国大会を目指します。
　（左記の強化部活動に限ります） 80名

普通コース

◆1年間で履修するタイプ
　1年次　主要教科の学習
　�2年次と3年次で右記よりそれぞれ1つ�
のクラスが選べます。

・ビジネス基本クラス
・ビジネス応用クラス
・クッキングクラス
・国際クラス
・書道クラス
・茶道クラス

160名
◆2年間で履修するタイプ
　1年次　主要教科の学習
　�2年次と3年次を通して1つのクラスを�
履修します。

・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年間で履修するタイプ
　�1年次から3年次まで当該部活動の活動�
になります。
　（�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もあります。）

・バレーボール強化クラス
・吹奏楽強化クラス

コースの内容

TEL（0235）22-0223  FAX（0235）25-6150

鶴岡東高等学校
TSURUTO の情報はホームページで !　http://www.tsuruokahigashi.net

〒997-0022 
山形県鶴岡市切添町22番30号

電話でのお問い合わせは、平日9時～16時までにお願いします。
お問い合わせ


