
志願してほしい生徒像に合致し、出席状況が良好で、学習意欲と知的探究心に溢れる生
徒のうち、次の条件A､条件Bのいずれかに該当する生徒

条件A　学習成績が優秀で、学校行事・生徒会活動・ボランティア活動・英検などの各
種検定取得に積極的に取り組んだ生徒

条件B　学習成績が優良で、体育活動あるいは文化活動において、県レベル以上の大 
会で優秀な成績を収めた生徒、または同等の能力を有している生徒のうち、
高校入学後も引き続き諸活動に取り組もうとする強い意志をもつ生徒　　
なお、団体の場合は、中心となって活躍した生徒とする

出願の条件

選抜資料比重

普通科条件 A
普通科条件 B

40
30

区　分 調査書

15
20

40
15

面接

5
5

所見

30

特技 備考特色適性検査

前期募集人員の 45％程度

前期募集人員の 55％程度

前期募集選抜方法（普通科）募集定員に対する募集率　20%以内

普通科

志願してほしい生徒像に合致し、出席状況が良好で、学習意欲と知的探究心に溢れる生
徒のうち、学習成績が極めて優秀で、理数教科にも関心を持ち、学校行事・生徒会活動・
ボランティア活動・英検などの各種検定取得に積極的に取り組んだ生徒

志願してほしい生徒像 

（１）本校の教育方針や特色をよく理解し、将来の目標を持ち、その実現に必要な課題に 
  　  積極的に取り組む強い意志を持っている生徒
（２）周囲と協働できる豊かな人間性を備えている生徒 
（３）グローバルな視野をもって主体的に行動し、リーダーシップを発揮できる生徒

出願の条件

選抜資料比重

理数科 30

区　分 調査書

15 50

面接

5

所見 特技 備考特色適性検査

前期募集選抜方法（理数科）募集定員に対する募集率　15%以内

理数科

山梨県立吉田高等学校 学校案内 2021

Yoshida 
Pride

YOSHIDA
HIGH SCHOOL

吉田高校はとてもアットホームな雰囲気の学校です。勉強面
では、自習室や大会議室など集中できる環境が整っていて、
勉強のことで困ったらいつでも気軽に先生方に相談すること
ができます。
部活動への取り組みも盛んで熱意ある顧問の先生の指導の
下、3年間本気で取り組む仲間達と充実した毎日を送ることが
出来ます。私は野球部の副部長を務めさせていただき、今に
繋がるかけがえのない体験をさせていただきました。家族や
先生方、部活動の仲間のおかげで中学生の頃からの目標で
あった自分の志望大学にも無事合格することができました。み
なさんもぜひ吉田高校でやりたいことに全力で取り組んでほ
しいと思います！

山梨大学 教育学部
荒井　祥護 さん
【野球部】（吉田中出身）

吉田高校は生徒一人ひとりが自信を持って自分らしさを発揮
することが出来る学校です。学園祭や体育祭では、みんなが
それぞれ自分の仕事に全うし、クラス全体、ブロック全体で協
力して大きな達成感を得ることができます。私は、バスケット
ボール部に所属し3年間練習に打ち込みました。勉強と部活動
となると大変そうと感じるかもしれませんが、休憩時間にみん
なで単語を覚えたり、分からないところを聞きあったりと、部
活の仲間がいたからこそ勉強も最後まで頑張ることが出来た
と思います。部活と仲間の存在は私にとって大切なものになり
ました。学習面では、先生方がいつでも親身になって話を聞い
てくれます。私も受験で悩んだ時は何度も先生方に相談しま
した。皆さんも吉田高校で自分の夢をつかみとってみません
か？応援しています！！

都留文科大学 教養学部
萱沼　萌香 さん
【バスケットボール部】（都留第一中出身）

条件B 卒業生Voice
令和3年3月

場所：吉田高校　　
対象：本校への進学を考えている中学生の皆様
内容：入試説明・先輩の話・教育活動紹介（VTR）・キャンパスツアー・部活動自由見学など
※詳細については、後日、中学校を通じてお知らせします。　※新型コロナウィルス感染症等の状況によっては、中止あるいは内容を変更することがあります。

※詳細については、後日、中学校を通じてお知らせします。　※新型コロナウィルス感染症等の状況によっては、中止あるいは内容を変更することがあります。

OPEN CAMPUS

理数科 進路セミナー　10月9日（土）

8月21日（土）

市立病院

富士吉田市役所
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高校山梨県立吉田高等学校

〒403-0004　富士吉田市下吉田六丁目17－1　
TEL 0555（22）2540（代） FAX 0555（22）2542
e-mail  info＠yoshidah.kai.ed.jp 吉田高校 検索

ココだよ

詳しくは吉田高校ホームページをご覧ください。    
http://www.yoshidah.kai.ed.jp
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自己肯定力

22
傾聴力

33
分析力

44
思考力

55
発信力

66
想像力

77
創造力

88
行動力

自分を認める力 他者の意見を
謙虚に聴く力

事実を客観的に
分析する力

物事を鵜呑みにせず
「何故か」を考える力

自分の考えを、わかりやすく
他者に伝える力

未来（結果）を考え
想像する力

課題を解決する方法を
創造する力

自身の考えに基づき
行動する力

百折不撓
ひゃくせつふとう

何度困難にあっても
決してくじけないこと純 剛

じゅんごう

明るく爽やかで、
意志強く、
飾らないこと

ONE 　DAY

Graduation Policy

吉高の1日の生活

8：00

8：25～読書の時間

8：45～授業

12：15～昼食16：00～部活動

吉高   の力
夏期課外

前期第２回試験

理数科宿泊学習会
登校学習会

後期第１回試験（３年）

後期第１回試験（１・２年）

共通テスト対策ゼミ（３年）
冬期登校学習会（１・２年）

夏季休業

冬季休業

春季休業

前期第１回試験

入学式、対面式、校歌応援歌練習
前期生徒総会、壮行会
集団行動発表会（１年）
 
県高校総合体育大会春季大会

 
理数科企業見学会①（１年）
学校林整備事業
 三者懇談
蒼風祭（学園祭）
 理数科課題研究（２年）

  
オープンキャンパス
理数科課題研究発表会

生徒会役員選挙
富士登山強歩大会

体育祭、後期生徒総会
新人体育大会

県高校芸術文化祭
修学旅行（２年）
校内外環境美化活動（１年）

 理数科企業見学会②（１年）
クリスマスツリー点灯式
県高校総合体育大会冬季大会
スケート授業（１年・体育）

 校内百人一首大会（１・２年）
スケート授業（１年・体育）

富士山学発表会（２年）
中学校教育ボランティア

卒業式
理数科サイエンスダイアログ（２年）
球技大会（１・２年）

後期第２回試験

理数科宿泊学習会（１・２年）

月4

月5
月6
月7

月8

月9
月10

月11

月12

月1
月2

月3

EVENTS
年間行事

自転車や徒歩で登校
集中力が高まります

部活動に打ち込みます
楽しいランチタイム

13：00～授業

午後も授業に集中

体育祭体育祭体育祭 蒼風祭蒼風祭蒼風祭 蒼風祭

応援練習応援練習応援練習 野球応援野球応援野球応援修学旅行修学旅行修学旅行 富士登山強歩大会富士登山強歩大会富士登山強歩大会

壮行会壮行会壮行会

吉田高校の精神は「Yoshida PRIDE」。
何事にも自らの考えを持って主体的に臨み、他者を尊重するしなやかな心。
その「Yoshida PRIDE」を持って未来を生きぬく生徒を育成します。

 吉高GP
３年間を通して８つの力を身につける



【国立】　人数順　10名以上は太字
山梨大・信州大・東北大・東京大・千葉大・静岡大・茨城大・筑波大・名古屋大・電気通信大・
埼玉大・新潟大・山形大・東京農工大・富山大・金沢大・秋田大・東京学芸大・東京海洋大・横
浜国立大・大阪大・群馬大・東京海洋大・北海道大・お茶の水女子大・東京工業大・東京医科
歯科大・一橋大・京都大・神戸大・九州大　他

【公立】　人数順　10名以上は太字
都留文科大・山梨県立大・東京都立大・諏訪東京理科
大・静岡県立大・前橋工科大・横浜市立大・高崎経済
大・釧路公立大・埼玉県立大　他

【私立大学など】　人数順　15名以上は太字
日本大・東洋大・神奈川大・明治大・東京理科大・武蔵野大・中央大・東京工科大・桜美林大・神奈川工科大・東海
大・専修大・山梨学院大・北里大・東京家政大・東京電機大・山梨英和大・法政大・帝京大・芝浦工業大・明星大・
早稲田大・東京農大・国士舘大・杏林大・東京都市大・健康科学大・玉川大・立教大・立命館大・青山学院大・順天
堂大・慶應義塾大・駒澤大・国際医療福祉大・拓殖大・東京女子大・日本女子大・学習院大・明治薬科大・津田塾
大・東京薬科大・自治医科大学　他

昨年は

 バランス（文・武）のとれた高校生活の実現

吉田高校では、吉高GPに加え自分の可能性を最大限に広げていく能力が自然と身につきます。
学習でも部活動でも学校行事でも、君たちの未来は自分の意欲次第でどんどん広がっていきます。
中学生のときには気づくことのなかった新たな自分をみつけ、明るい未来をつかみに吉高へGO！

普通科
 未来をプロデュースする力を一貫教育で養う 

理数科

理数科独自の科目として、「理数数学Ⅰ」「理数数学Ⅱ」「理数数学特論」「理数物
理」「理数化学」「理数生物」が開講され、より高度な内容について学ぶことがで
きます。エキスパートを目指すあなたに最適なカリキュラムです。

理数科内での少人数パート授業できめ細かい指導 理数科目を深く学び、エキスパートを目指す!

無限の可能性を広げる吉高カリキュラム

それぞれの進路希望に合わせたパート授業を実施し、きめ細かい指導を行って
います。40人を2パート以上に分けますので、教科によっては10人以下の編成
もあり、一人ひとりに合った内容を最適なスピードで行っています。

理数科独自の行事で最先端に触れる・研究する
理数科では、独自の行事が盛りだくさんです。「企業見学会」「理数探究」など
さまざまな行事が実施されています。

放課後課外・登校学習会や宿泊学習会を実施
通常の授業の後も課外を行い、各教科・科目をさらに深く学ぶことができます。
問題演習にもじっくり取り組むことができ、実践力を養います。また、夏季休業
中および春季休業中に登校学習会や宿泊学習会を行っています。学習会での集
団生活を通じて、規律性や社会性も向上させ、真のプロフェッショナルを育て
ています。

令和3年3月 卒業生からのメッセージ

令和3年3月 卒業生からのメッセージ

自分の将来を想像し、
夢を実現させる

キャリアプラニング能力
●1年次は全クラスが同じカリキュラム。自分
の特性を見つめ、文系・理系への選択をじっ
くり考えていきます。
●2年次からは文系・理系にわかれ、自分の希望
を叶える学びを深めていきます。
●3年次には、習熟度に応じたパート授業や学校
独自の科目を選択することで、自分の弱みを補
強し、強みをさらに育てていくことができます。

授業と部活動の両立など、
時間を管理する

タイムマネジメント能力
●吉田高校の授業は、すべてが45分。長すぎな
い時間設定で集中力を切らさず授業が受け
られます。

●部活動の時間は16:00～19：00の3時間。
下校後の自分の時間もしっかり確保できます。

●部活動ごとに設定された定期的な休養日の
時間を利用して、課題も計画的に完成させる
ことができます。

発信力を鍛え、
自分の強みが発揮できる

パフォーマンス能力

これが
身につく!1 これが

身につく!2 これが
身につく!3

●グループやペアでの活動を通じて自分の意
見を発表しあう授業が数多くあります。

●蒼風祭の吉高ミュージカルでは、台本、歌、演
技、映像技術などなど、個人個人の強みを結
集させて大きな舞台へと仕上げていきます。

●クラスの意見を学校へ。生徒総会では毎回活
発な意見交換が行われています。

私は吉田高校での生活を通して大きく成長できました。先生方は生徒
の成長を１番に考えてくださっていると思います。授業は丁寧で理解
しやすく、教科書には載っていない内容も教えてくださるので学びが
深まります。課題もむやみに出すのではなく生徒の理解度に合わせて
適切に出してくださるので部活動と両立することも十分可能です。ま
た学習面以外でも部活動や学園祭などの学校行事で仲間と競ったり力を合わせたりするこ
とで高め合うことができます。そしてかけがえのない思い出を作ることができます。皆さん
もぜひ吉田高校で最高の高校生活を送ってください。 

普通科(勝山中出身)

 

宇治　陽介 さん筑波大学 生命環境学群
吉田高校は、自分自身を大きく飛躍させることができる学校です。学
習面では。整った環境で勉強に集中することができます。部活動で
は、先生方の手厚いサポートのもと、自分を成長させることができま
す。多くの生徒が部活動に参加し、学習との両立を図るために部員同
士で支えあっています。蒼風祭や体育祭といった行事では、仲間と同
じ目標に向かうことで充実感や満足感を感じることができます。仲間との思い出は、私に
とって一生の宝物です。一緒に頑張る仲間がいたからこそ、つらいことも乗り越えることが
できました。皆さんも吉田高校へ入学して、自分に秘められた可能性を見つけてください。

山梨県立大学 看護学部 普通科(忍野中出身)天野　祐菜 さん

理数科は、勉強面はもちろん人として成長できる
環境が整っています。少人数授業を通して手厚い
サポートをしてくださる先生方や、勉強面や生活
面で尊敬できる先輩方のおかげで高校生活はと
ても充実したものとなりました。そして何より、
高い目標を持つクラスメイトと３年間を共に過ごすことはかけがえ
のない思い出となります。理数科では勉強や学校行事など何事にも全
力で取り組むため、クラスの絆は深まり、喜びを共有したり、悩みを打
ち明けられる関係性が築けます。また受験期では、勉強が辛いと感じ
ても、周りには必死にペンを走らせる仲間の姿が常にあり、何度も励
まされました。このように理数科だからこそできる経験がたくさんあ
ります。理数科で濃密な３年間を送りませんか。

理数科(下吉田中出身)

 

小池　美緒 さん東北大学 教育学部
理数科では、自分でどんな目標を立てても馬鹿にするような人がいなくて、その目
標に向けてひたむきに努力できるような環境でした。また授業進度が普通科に比
べて早いのも強みです。私たちが高校３年の時にコロナウイルスが蔓延し、高校３
年の最初の時期は学校に通うことができなかったため、普通科は授業が終わるの
が受験直前になってしまいましたが、理数科は高２終了時点で高校の学習範囲が
ほとんど終わっていたので、特に支障が出ずに受験に臨むことができました。また授業進度が早いといっ
ても、周りの先生たちのサポートが手厚いために、ついていくことが辛いというわけではないので安心し
てください。そして、理数科は勉強だけではないということも魅力的なことだと思います。まず、他にはい
ない個性的な仲間たちと３年間同じクラスで過ごすことによって、絆はとても強くなり、様々な行事に全
力で取り組む姿勢も身に付きます。実際、私たちのクラスは体育祭のリレーで３年間他クラスを圧倒し、
学年優勝までもしています。このように勉強だけでなく、他のことにも全力で取り組めた３年間は今も私
に良い影響を与えています。皆さんも理数科で最高に充実した高校３年間を過ごしてみませんか？

理数科(明見中出身)

 

宮下　泰熙 さん東京大学 理科Ⅰ類

％国公立大合格!生徒の35
過去３年間の卒業生の主な合格校

普通科(西桂中出身)

 

諏訪田　夏梨 さん

吉田高校は何事にも全力で取り組むことができる学校です。学習面
では、学習環境が良いだけでなく、最後まで諦めずに問題に取り組む
友だちや、分かるまで熱心に教えてくださる先生方がいるので、自分
も頑張ろうと自然とやる気が出てきます。
部活動でも、全力で活動して共に汗を流す仲間たちがいるので、楽し
いことや苦しいことも何でも挑戦することができます。また、行事にも全力です。今でもみ
んなと過ごした日々と、大きな達成感から生まれた笑顔は忘れられません。全力で取り組む
ことはカッコいいことです！吉高生はみんなカッコいい！！そんな吉田高校の仲間たちと
充実した3年間を過ごしませんか？

山梨県立大学 国際政策学部
吉田高校で過ごした3年間は、私にとって宝物です。勉強、部活、学校行
事、何事にも全力を出せる環境が吉田高校には整っています。私自身
は吹奏楽部の副部長を務める中で、音楽は勿論、人として大切なこと
を数多く学び、自己理解を深めることもできました。それらは受験勉
強の大きな武器となり、今も新たな環境で過ごす私の支えとなってい
ます。さらに、卒業後も支え合える仲間、心から尊敬できる先生にも出会えました。やる気次
第で多くの人やものに出会い、学び、人として大きく成長できる吉田高校で、皆さんも充実し
た毎日を過ごしてみませんか？

普通科(河口湖南中出身)

 

渡邊　ゆり さん大阪大学 医学部



体育局 文化局
卓球部
野球部
サッカー部
ソフトテニス部
バレーボール部

スケート部
バスケットボール部
剣道部
ボート部
陸上部

ハンドボール部
ラグビー部
ヨット部
弓道部
ウエイトリフティング部

放送部
写真部
音楽部
美術部
吹奏楽部
書道部

数理部
茶道部
箏曲部
社会研究部
囲碁・将棋部
ＥＳＳ部

■各種全国大会出場
　（インターハイ・国体等） ……ウェイトリフティング部、ボート部、スケート部 
■関東大会出場 …………………ウエイトリフティング部、ボート部 

■各種全国大会出場
　（全国高等学校総合文化祭高知大会等）  
　放送部、写真部 
■関東大会出場  
　放送部、囲碁将棋部、音楽部

【令和 2年度 部活動の実績】

体育局
文化局

＊出場権獲得後、大会が中止になったものもあります。

クラブ活動

CLUB 
ACTIVITIES

私 た ち 吉 田 高 校 吹 奏 楽 部 は
UNISONのテーマのもと、毎日楽
しく活動しています。
私も中学生のときに吉高吹奏楽部
の最大行事である定期演奏会を見
て、部の一員として演奏したいと思
い入部しました。
練習計画から本番の演出まですべ
てが部員たちの手作りの活動です。
皆さんも一緒に素敵な演奏を作っ
ていきましょう！
霜村　陸乃心 さん （河口湖北中出身）

吹奏楽部

みなさんこんにちは。私たち音楽部
は日々学年の隔たりなく、仲良く、
楽しく活動しています。日本語はも
ちろんラテン語、英語などたくさん
の曲を歌っています。ぜひ私たちと
一緒に吉田高校で素晴らしいい
ハーモニーを響かせましょう。
高山　司 さん　（下吉田中出身）

音楽部

私たちは「No tennis，no life」とい
うテーマのもと県大会初戦突破を
目標に日々練習しています。部員一
人一人の高い意識と、決められた練
習時間と定期的な休みのおかげで
文武両道も確実に実践することが
できます。
牛田　悠太 さん　（吉田中出身）

ソフト
テニス部 ボート部

吉高放送部は、自分の個性を磨き、
成長できる部活動です。アナウン
ス、朗読だけではなく、地元の話題
を取り上げた番組制作や、手話で伝
える活動、富士山麓の環境保全活動
に参加しています。自分で考え意見
を持ち、「気配り目配り心配り」がで
きる大人を目指しています。放送部
で一緒に人間成長しませんか。

中野　愛子 さん　（東桂中出身）　

放送部
陸上部は楽しい！元気あり！笑い
あり！そんな部活です。もちろんや
るときには全力で取り組んでいま
す。どんなに辛いときも、仲がいい
からこそ、仲間に頼って、一緒に頑
張ることができます。陸上は個人競
技ではありますが、１人じゃないと
感じることができます。陸上部に
入って良かったと思うことができ
ると思います。私たちと一緒に陸上
をしませんか？マネージャーも募
集してます！　
長谷川　千鶴 さん　（吉田中出身）

陸上部 ウエイトリフティングという競技は
自分の体重より重たいバーベルを
頭上に挙げ、どれだけ重たいものを
挙げられるかを競う競技です。現在
は3年生6人、2年生3人、1年生9人
の18人で毎日練習に励んでいま
す。ウエイトリフティングはあまり知
られていないスポーツですが挙げ
られた時の気持ちよさや達成感が
とてもあり、楽しいスポーツです。
ぜひ1度体験してみてください！
髙草　公佑 さん　（下吉田中出身）

ウエイトリフ
ティング部　

サッカー部

バレー
ボール部

私たちスケート部は「周りから応援
される選手」を目標に、日々取り組
んでいます。
少人数ながらも冬の大会で結果を
出せるよう、笑顔を忘れず練習に励
んでいます。
同じ目標を掲げ、充実した高校生活
を一緒に送りましょう。
杉浦　早咲 さん　（山中湖中出身）

私たち女子バレーボール部は、「英
姿颯爽」というスローガンの下、
ONコートでもOFFコートでも
日々成長できるよう切磋琢磨し合
いながら練習しています。また、切
り替えを大切にし毎日楽しく活動
しています。
釜中　憩 さん　（河口湖南中出身）

スケート部

ボートは高校から始める人がほと
んどなので自分の努力量に応じて
結果が残る競技です。関東や全国で
戦う機会も多く、ハイレベルな漕ぎ
を間近で見ることができます。新し
いことに挑戦したい皆さん、私たち
と一緒に全国で戦いましょう！
齋藤　陽 さん　（河口湖北中出身）

男子バスケットボール部男子バスケットボール部ヨット部ヨット部野球部野球部サッカー部サッカー部吹奏楽部吹奏楽部書道部書道部ラグビー部ラグビー部卓球部卓球部

剣道部剣道部 女子バスケットボール部女子バスケットボール部 弓道部弓道部ボート部ボート部 放送部放送部ハンドボール部ハンドボール部音楽部音楽部

サッカー部は「誰から見ても誇れる
チーム」をテーマに活動していま
す。サッカー面では、高い集中力や
積極的な声掛けを、生活面では、あ
いさつや学力向上を意識し、高いレ
ベルを目指しています。仲間と共に
文武両道が実現できる部活です。
江頭　直樹 さん　（忍野中出身）



志願してほしい生徒像に合致し、出席状況が良好で、学習意欲と知的探究心に溢れる生
徒のうち、次の条件A､条件Bのいずれかに該当する生徒

条件A　学習成績が優秀で、学校行事・生徒会活動・ボランティア活動・英検などの各
種検定取得に積極的に取り組んだ生徒

条件B　学習成績が優良で、体育活動あるいは文化活動において、県レベル以上の大 
会で優秀な成績を収めた生徒、または同等の能力を有している生徒のうち、
高校入学後も引き続き諸活動に取り組もうとする強い意志をもつ生徒　　
なお、団体の場合は、中心となって活躍した生徒とする

出願の条件

選抜資料比重

普通科条件 A
普通科条件 B

40
30

区　分 調査書

15
20

40
15

面接

5
5

所見

30

特技 備考特色適性検査

前期募集人員の 45％程度

前期募集人員の 55％程度

前期募集選抜方法（普通科）募集定員に対する募集率　20%以内

普通科

志願してほしい生徒像に合致し、出席状況が良好で、学習意欲と知的探究心に溢れる生
徒のうち、学習成績が極めて優秀で、理数教科にも関心を持ち、学校行事・生徒会活動・
ボランティア活動・英検などの各種検定取得に積極的に取り組んだ生徒

志願してほしい生徒像 

（１）本校の教育方針や特色をよく理解し、将来の目標を持ち、その実現に必要な課題に 
  　  積極的に取り組む強い意志を持っている生徒
（２）周囲と協働できる豊かな人間性を備えている生徒 
（３）グローバルな視野をもって主体的に行動し、リーダーシップを発揮できる生徒

出願の条件

選抜資料比重

理数科 30

区　分 調査書

15 50

面接

5

所見 特技 備考特色適性検査

前期募集選抜方法（理数科）募集定員に対する募集率　15%以内

理数科

山梨県立吉田高等学校 学校案内 2021

Yoshida 
Pride

YOSHIDA
HIGH SCHOOL

吉田高校はとてもアットホームな雰囲気の学校です。勉強面
では、自習室や大会議室など集中できる環境が整っていて、
勉強のことで困ったらいつでも気軽に先生方に相談すること
ができます。
部活動への取り組みも盛んで熱意ある顧問の先生の指導の
下、3年間本気で取り組む仲間達と充実した毎日を送ることが
出来ます。私は野球部の副部長を務めさせていただき、今に
繋がるかけがえのない体験をさせていただきました。家族や
先生方、部活動の仲間のおかげで中学生の頃からの目標で
あった自分の志望大学にも無事合格することができました。み
なさんもぜひ吉田高校でやりたいことに全力で取り組んでほ
しいと思います！

山梨大学 教育学部
荒井　祥護 さん
【野球部】（吉田中出身）

吉田高校は生徒一人ひとりが自信を持って自分らしさを発揮
することが出来る学校です。学園祭や体育祭では、みんなが
それぞれ自分の仕事に全うし、クラス全体、ブロック全体で協
力して大きな達成感を得ることができます。私は、バスケット
ボール部に所属し3年間練習に打ち込みました。勉強と部活動
となると大変そうと感じるかもしれませんが、休憩時間にみん
なで単語を覚えたり、分からないところを聞きあったりと、部
活の仲間がいたからこそ勉強も最後まで頑張ることが出来た
と思います。部活と仲間の存在は私にとって大切なものになり
ました。学習面では、先生方がいつでも親身になって話を聞い
てくれます。私も受験で悩んだ時は何度も先生方に相談しま
した。皆さんも吉田高校で自分の夢をつかみとってみません
か？応援しています！！

都留文科大学 教養学部
萱沼　萌香 さん
【バスケットボール部】（都留第一中出身）

条件B 卒業生Voice
令和3年3月

場所：吉田高校　　
対象：本校への進学を考えている中学生の皆様
内容：入試説明・先輩の話・教育活動紹介（VTR）・キャンパスツアー・部活動自由見学など
※詳細については、後日、中学校を通じてお知らせします。　※新型コロナウィルス感染症等の状況によっては、中止あるいは内容を変更することがあります。

※詳細については、後日、中学校を通じてお知らせします。　※新型コロナウィルス感染症等の状況によっては、中止あるいは内容を変更することがあります。

OPEN CAMPUS

理数科 進路セミナー　10月9日（土）

8月21日（土）

市立病院

富士吉田市役所
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吉田
高校山梨県立吉田高等学校

〒403-0004　富士吉田市下吉田六丁目17－1　
TEL 0555（22）2540（代） FAX 0555（22）2542
e-mail  info＠yoshidah.kai.ed.jp 吉田高校 検索

ココだよ

詳しくは吉田高校ホームページをご覧ください。    
http://www.yoshidah.kai.ed.jp


