
■登校バス
（１）飽の浦・長崎駅前（駅構内・東口）・中央橋 → 諏訪神社前 → 東高

ーー ーー ーー 飽の浦 長崎駅構内 駅前東口 中央橋 諏訪神社前 経済学部前 水源池跡 東　高

… … … … … … 7:20 7:24 7:25 7:27 7:33
… … … … … 7:25 7:27 7:28 7:30 7:36
… … … … … … 7:45 7:49 7:50 7:52 7:58
… … … 7:40 7:49 7:49 7:51 7:52 7:54 8:00
… … … … … … 7:53 7:57 7:58 8:00 8:06

　①　長崎駅前東口バス停（乗り場）は，長崎中央郵便局斜め向かいの「ローソン」前です。

　②　長崎駅構内バス停（乗り場）は，アミュプラザ１階の「ファミリーマート」前です。

　③　飽の浦始発のバスは「旭大橋経由」です。旭町・稲佐橋方面は経由しないのでご注意ください。

　④　中央橋バス停（乗り場）は「パチンコまるみつ」側です。

（２）北陽小学校前 → 道の尾 → 浦上駅前 → 長崎駅前南口 → 大波止 → 中央橋 → 東高〔大波止経由〕
大神宮前 道の尾 住　吉 大　橋 浦上駅前 宝　町 駅前南口 大波止 中央橋 諏訪神社前 東　高

6:42 6:47 6:52 6:59 7:03 7:07 7:10 7:12 7:17 7:22 7:31
6:52 6:57 7:02 7:09 7:13 7:17 7:20 7:22 7:27 7:32 7:41
7:01 7:06 7:11 7:18 7:22 7:26 7:29 7:31 7:36 7:41 7:50

　①　長崎駅前南口バス停（乗り場）は，ホテルニュー長崎向かいの「日本海庄や」前です。

　②　この便は「定期路線バス」ですので，一般のお客様も多数乗車されます。利用の際は乗車マナーを守ってください。

（３）県立大学シーボルト校 → サニータウン → 昭和町 → 扇町 → 三原団地 → 西山台団地 → 東高
まなび野団地 長与駅西口 ｻﾆｰﾀｳﾝ車庫 昭和町 扇　町 ﾌﾗﾝｼｽｺ病院前 三原団地 西山台団地 三つ山口 休　場 東　高

7:04 7:07 7:08 7:21 7:23 7:26 7:30 7:40 7:44 7:49 7:55
　①　シーボルト校発の便は，まなび野団地 → 長与第二中前 → 長与駅西口 → サニータウン の順に経由しますのでご注意ください。また，

　　長与駅西口バス停（乗り場）は「長与郵便局」側ですので，乗車場所にご注意ください。

　②　本原地区の方は，扇町・フランシスコ病院前などのバス停をご利用になれます。

（４）浦上駅前（駅構内）→ 目覚町 → 立山 → 東高
ーー ーー ーー ーー ーー 目覚町 あじさい荘 銭座町高部 浜　平 立　山 東　高

7:35 7:36 7:38 7:39 7:42 7:46
7:53 7:54 7:56 7:57 8:00 8:04

　※　浦上駅前バス停（乗り場）は，駅舎を出てすぐの場所です。電車通りのバス停ではありませんので，乗車場所にご注意ください。

（５）中央橋（川側）→ 長崎駅前（高架下）→ 宝町 → 銭座市場入口 → 目覚町 → 立山 → 東高
万才町 市役所前 長崎駅前 宝　町 銭座市場入口 目覚町 あじさい荘 銭座町高部 浜　平 立　山 東　高

7:26 7:28 7:33 7:36 7:38 7:40 7:41 7:43 7:44 7:46 7:50
　※　中央橋の乗り場は「中島川」側，長崎駅前の乗り場は「高架下」，宝町の乗り場は「ホテル」側です。

（６）つつじが丘・高城台・戸石・ガーデンシティ・矢上団地・矢上・日見 → 芒塚 → 東高
高城台西 戸　石 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ東 中央通 矢　上 網場道 日見宿跡 芒　塚 蛍茶屋 諏訪神社前 東　高

7:05 7:10 7:16 7:22 7:29 7:33 7:42
… 6:49 6:53 7:00 7:13 7:19 7:25 7:32 7:36 7:45

7:13 7:19 7:21 7:30 7:37 7:41 7:50
7:15 7:20 7:26 7:32 7:39 7:43 7:52
… … … 7:10 7:23 7:29 7:35 7:42 7:46 7:55

　※　つつじが丘6:58発の便のみ，日見地区の各バス停（日見公園前・日見宿跡・八坂神社前・団地前）を経由します。なお，日見公園前バス

　　停（乗り場）は，ファミリーマート向かいの公園側（県営バスの標柱）です。乗車場所にご注意ください。

　①　東高下バス停から，長崎駅前方面行きの定期路線バス（諏訪神社前・中央橋・市役所前経由）が20分毎に運行されています。

　②　定期路線バスの混雑が予想されるため，臨時下校バス（本校正門発）を20分毎に運行します。

便種 経由地等ーー

7:03

浦上駅前

7:33

便種 北陽小学校前 経由地等

…

※ 毎時41分発の便は「立神」まで運行されます。01分発・21分発の便は「長崎駅前」止まりです。

臨時ｽｸｰﾙ

臨時ｽｸｰﾙ 長崎署前

臨時ｽｸｰﾙ

…
…
…
…

7:51

臨時ｽｸｰﾙ 旭大橋・長崎署前

臨時ｽｸｰﾙ

定期路線 6:36 大波止・中央橋

定期路線 6:46 大波止・中央橋

臨時ｽｸｰﾙ 三原団地・西山台団地

定期路線 6:55 大波止・中央橋

便種 経由地等 シーボルト校

臨時ｽｸｰﾙ 目覚町

便種 経由地等

臨時ｽｸｰﾙ 目覚町

便種 中央橋 経由地等

便種 経由地等

定期路線 7:25 目覚町

つつじが丘

臨時ｽｸｰﾙ 矢　上

臨時ｽｸｰﾙ ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ･矢上団地

…
…

定期路線バス
（東高下バス停発）

臨時ｽｸｰﾙ 矢上団地・矢上

6:58

…

臨時ｽｸｰﾙ 矢上・日見公園前

臨時ｽｸｰﾙ 矢　上

長崎駅前方面行き出発時刻 …… 毎時01分／21分／41分発（20分毎）

登下校バス時刻表〔4/1(水)運行〕

（※ 全便，経路上のすべてのバス停からご乗車になれます。）

長崎東高等学校　高校入学予定者オリエンテーション

…

お問合せ先　長崎県立長崎東高等学校

　電　話（０９５）８２１－４６４２

■下校バス（臨時便・定期路線バス）

臨時下校バス
（正門発）

長崎駅前行き
（諏訪神社前・中央橋・市役所前経由）

11：20発／11：40発／12：00発


