
文化部の記録
＜吹奏楽＞

結果 順位
本校（氏名） （賞）

平成25年6月1日 第14回定期演奏会 鶴岡市文化会館
平成25年7月14日 全日本吹奏楽コンクール田川地区大会 鶴岡市文化会館 高校の部 金賞
平成25年7月26日 全日本吹奏楽コンクール山形県大会 山形県民会館 高校の部 銅賞
平成25年9月28日 訪問演奏 新形保育園
平成25年11月1日 藤島音楽祭参加 藤島公民館

アートフォーラム展吹奏楽部門 アートフォーラム
全日本アンサンブルコンテスト田川地区大会 鶴岡市文化会館 高校の部
全日本アンサンブルコンテスト田川地区大会 鶴岡市文化会館 高校の部
全日本アンサンブルコンテスト田川地区大会 鶴岡市文化会館 高校の部

＜合唱＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
平成25年5月26日 地区高校発声講習会 鶴岡北高校
平成25年6月9日 第14回定期演奏会 鶴岡市中央公民館

平成25年8月4日 ＮＨＫ学校音楽コンクール山形県大会 天童市民文化会館
高等学校の
部

金賞

平成25年8月18日 全日本合唱コンクール山形県大会 鶴岡市文化会館
高等学校の
部

金賞

平成25年9月8日 NHK学校音楽コンクール東北ブロック大会 名取市文化会館
高等学校の
部

奨励賞

平成25年9月27日 全日本合唱コンクール東北支部大会 イズミティ２１
高等学校の
部

2013/12/ 田川地区高校合唱祭
2014/2/ 地区高校発声講習会
2014/2/ 山形県声楽アンサンブルフェスティバル

＜美術＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
平成２5年9月１日～９月11日創立８９周年白甕社美術展 鶴岡アートフォーラム 絵画 3－5 泉　　千晶 鶴文堂賞

部門 クラス 備考

期日 大会名 場所 部門 クラス 備考

期日 大会名 場所

期日 大会名 場所 部門 クラス 備考



＜演劇＞
平成２５年度分

結果 順位
本校（氏名） （賞）

平成24年4月29日 第10回鶴岡中央高校演劇部定期公演 鶴岡市文化会館 『私のパパはモンスター』

平成24年5月11・12日 第１2回山形県高等学校演劇春季合同発表会 東根市さくらんぼタントクルセンター
平成24年6月2日 田川地区高文連演劇専門部三校合同発表会 鶴岡市文化会館
2012/6/ 学校祭一般公開公演 鶴岡中央高校
2012/9/ 第２7回庄内地区高等学校演劇合同発表会 鶴岡市文化会館
2012/10/ 中学生演劇交流会（鶴岡第四中学校での演劇指導） 鶴岡第四中学校
2012/12/ 高校生アートフォーラム展演劇発表会 鶴岡アートフォーラム
2012/12/ 音響・照明業務（総合学科課題研究発表会） 鶴岡市文化会館
2012/12/ 田川地区高等学校演劇部強化研修会（第45回東北大会合同視察） 秋田市文化会館
2014/2/ 鶴岡中央高校冬季公演 鶴岡市中央公民館

昨年度（平成２４年度）分
結果 順位

本校（氏名） （賞）
4月28日 第９回鶴岡中央高校演劇部定期公演 鶴岡市文化会館
5月12・13日 第１１回山形県高等学校演劇春季合同発表会 東根市さくらんぼタントクルセンター
6月3日 田川地区高文連演劇専門部三校合同発表会 鶴岡市文化会館
6月30日 学校祭一般公開公演 鶴岡中央高校
9月15日 第２６回庄内地区高等学校演劇合同発表会 鶴岡市文化会館 優良賞 県大会出場ならず
10月27日 中学生演劇交流会（鶴岡第四中学校での演劇指導） 鶴岡第四中学校
12月15日 高校生アートフォーラム展演劇発表会 鶴岡アートフォーラム
12月22日 音響・照明業務（総合学科課題研究発表会） 鶴岡市文化会館
12月23日 田川地区高等学校演劇部強化研修会（第45回東北大会合同視察） 秋田市文化会館
2013年2月11日 鶴岡中央高校冬季公演 鶴岡市中央公民館

＜華道＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
6月28日から6月29日 学校祭展示 中央高校
9月27日 田川地区リーダー研修会 中央高校
10月10日から13日 県高等学校総合文化祭展示 高畠町

適宜 校内装飾花生けこみ 職員玄関　等

大会名 場所 部門 クラス

部門 クラス

備考期日

備考

期日 大会名 場所 部門 クラス 備考

期日 大会名 場所



＜茶道部＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
6月29日 学校祭茶会 鶴岡中央高校
7月7日 ふれあい茶会 鶴岡Sモール
8月29日 学校茶道合同茶会 出羽遊心館
10月12日 県高校総文祭 南陽市
11月2日 地区茶道専門部研修会 鶴岡東高校
11月10日 第6回茶道文化検定 鶴岡中央高校
12月14日 高校生アートフォーラム展 鶴岡アートフォーラム

＜ボランティア・インターアクト＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
平成25年4月21日 あつみさくらマラソン 温海町
平成25年6月7～8日 インターアクト年次大会 南陽市
平成25年6月29日 募金活動（学校祭） 本校
平成25年7月8日 インターアクト例会 本校 鶴岡西ロータリークラブ来校

平成25年7月20日 車いす用駐車場ペンキ塗り 中央児童館
平成25年7月26日 鶴岡公園清掃ボランティア 鶴岡建設協会主催
平成25年７月31～2日 インターアクト地区外研修 東京
平成25年8月 各施設ボランティア 鶴岡市内
平成25年9月1日 かけはし夏まつり 鶴岡市
平成25年9月2日 鶴岡西ＲＣ例会 グランドエル・サン 地区外研修感想発表
平成25年9月16日 鶴岡市敬老のつどい 鶴岡市文化会館
平成25年9月～12月 手話教室 本校
平成25年10月5日 中央児童館ボランティア 鶴岡市
平成24年10月11日 赤い羽根共同募金 こぴあ
平成25年10月20日 恵風園ボランティア 羽黒町
平成25年10月27日 ふれ愛ピックつるおか２０１３ 小真木原総合体育館

大会名 場所 部門 クラス 備考

期日 大会名 場所 部門 クラス 備考

期日



＜調理＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
4月15日 新入生歓迎会 食物実習室
5月1日 実習　オムレツ 食物実習室
5月8日 実習　マドレーヌ 食物実習室
5月15日 実習　ガトーショコラ 食物実習室
5月22日 実習　ロールケーキ 食物実習室
5月29日,6月5日,24日 学校祭準備 食物実習室
6月29日 学校祭(焼き菓子販売) 食物実習室
7月10日 学校祭反省会 食物実習室
7月24日 実習　キャラメルプリン 食物実習室
9月4日 実習　アスパラ肉巻き 食物実習室
9月11日 実習　ブラウニー 食物実習室

10月9日 実習　ﾒｰﾌﾟﾙﾖｰｸﾞﾙﾄｾﾞﾘｰ 食物実習室

＜天魄太鼓＞
結果 順位

本校（氏名） （賞）
10月12日 山形県高等学校総合文化祭 高畠町文化ホールまほら 郷土芸能

山形県高等学校和太鼓講習会 加茂水産高等学校
4月12日 コモンホール　ライブ 本校コモンホール 依頼演奏
5月18日 ＰＴＡ総会 本校体育館
5月25日 天神祭　北高書道部とのコラボレーション・パレード参加 マリカ広場・市内パレードコース 依頼演奏
6月2日 温海特産品祭 米子漁港 依頼演奏
6月27日 鶴岡市青少年育成市民会議 にこふる 依頼演奏
6月28日 鶴岡中央高等学校　中央祭　オープニング 本校体育館
6月29日 鶴岡中央高等学校　中央祭　一般公開 本校エントランス前広場
8月2日 学校説明会 依頼演奏
8月2日 老人デイサービスセンターふれあい　夏祭り 老人デイサービスセンターふれあい 依頼演奏（ボランティア）

8月3日 温海せせらぎ能 萬国屋前温海川河畔特設能舞台 依頼演奏
8月3日 京田地区夏祭り 京田コミュニティ防災センター 依頼演奏
8月25日 道の駅しゃりんオープン記念行事 道の駅しゃりん 依頼演奏
8月25日 黎明同窓会総会 グランドエルサン 依頼演奏

県青年交流事業 三川いろり火の里 依頼演奏
10月20日 関川しな織り祭 関川しな織りセンター 依頼演奏

京田コミセン祭り 京田地区コミュニティセンター 依頼演奏
産直しゃきっとイベント 産直しゃきっと 依頼演奏
鶴岡市青少年育成推進員連絡協議会40周年式典 鶴岡市第６学区コミュニティセンター 依頼演奏
高校生アートフォーラム 鶴岡アートフォーラム
黄金むらづくりの集い 黄金地区コミュニティセンター 依頼演奏

8/17-8/20 強化合宿 旧温海校

部門 クラス 備考

期日 大会名 場所 部門 クラス 備考

期日 大会名 場所


