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 和服の着付け講座  中２ 

高３  進路講演会  

高校  地域清掃活動  

 6月9日（木）に高校3年生向けの進路講演会を開催しました。北九州予備校から大山純

治先生を招き、「合格の秘訣」という演題で講話をしていただきました。目標の達成に向

けて「志望校との距離、残された時間、夢の重さ」をはかりながら計画を立てることの重

要性や、睡眠や食事の大切さ、「合格力＝学力×体力×気力」の気力の維持など様々な秘

訣をご教授いただきました。今回の講演会では生徒たちがすべてを運営してくれました。

事前準備から司会、講師紹介、講演会後の座談会の実施など主体的に動くことができまし

た。運営委員に立候補してくれた皆さんありがとうございました。また、同日から放課後

補習・講座も始まり、いよいよ進路実現に向けた本格的な取り組みがスタートしました。 

 高総体の開会式の日にあたる６月３日（金）の午後、高

校生約４００名がボランティア地域清掃を行いました。校

内の広大な敷地内、及び学校周辺の地域のゴミ拾い、除草

作業を実施しました。日頃お世話になっている教育施設や

地域の方々への感謝の気持ち、ボランティアの精神にそっ

た行動がみられました。 

 ６月６日（月）、授業の一環として、中学２年生の各クラ

スを対象に実施しました。講師の先生方の手ほどきを受けな

がら、浴衣の着方や、たたみ方、和室での挨拶の仕方などを

学びました。これまでに自分で着たことがある生徒はわずか

で、多くの生徒は苦戦していましたが、練習を繰り返すうち

に難しい帯結びも何とかできるようになりました。 

 生徒は、「毎年、母に着せてもらっていたので、いつか自

分一人で着られるようになりたいと思っていました。今年の

夏には教えていただいたことを思い出しながらチャレンジし

ます。」「浴衣は肌触りがよく、涼しく着られました。着て

みると、体に一本の軸が通ったように背筋がまっすぐになり

感動しました。」などと感想を述べており、和服のよさに改

めて気付く機会になったようです。 



 高総体、市中総体・県中学生弓道大会等
中 

高 

 今年度の高総体・中総体は、依然として制限はあるものの、３年ぶりに有観客で実施されました。

以下にその結果の一部をご報告します（上位入賞のみ載せています）。 

       
 

 

■陸上部  

女子４×１００ｍＲ 第6位 

 3年3組 宮本やよい 

 3年1組 陸門亜衣 

 3年2組 大坪希 

 2年1組 松尾弥奈 

女子１００ｍＨ 第６位 

 3年3組 宮本やよい 

■女子ソフトテニス部 

個人戦（ダブルス） 準優勝 

 1年4組 片山二湖 

 3年2組 八戸春桜 

■男子バスケットボール部 第3位 

■剣道部 女子団体 第3位   

■柔道部 男子73kg級 第３位  

 １年７組 堀陽登 

■男子テニス部  

団体 準優勝   

個人（シングルス） 優勝 

 ３年６組 安田圭太朗    

個人（ダブルス） 第3位 

 ３年６組 安田圭太朗 

 ３年６組 矢田翔 

■女子テニス 部 

団体 第3位   

個人（ダブルス） 準優勝 

 ２年６組 森山和夏 

 ２年１組 野口知乃 

■空手道 

男子個人 形 第３位 

 ３年７組 山下倫太朗 

           

高総体  
 

（空手・水泳競技の市中総体結果は

次号でお知らせします） 
■陸上部  

１年女子４×１００ｍＲ 第２位 

 １年２組 松尾皆実 

 １年３組 時津凜花 

 １年３組 小林実紅 

 １年３組 大久保美空 

■男子バドミントン部 

男子団体 第３位 

■柔道部 

女子個人 優勝 

 ３年２組 中村志歩 

■剣道部 

女子個人 第３位 

 １年１組 横山琴美 

■卓球部 

女子団体 優勝 

女子個人 準優勝 

 ２年２組 坂本莉菜 

女子個人 第３位 

 １年１組 宮本愛子 

■弓道部 

女子団体 第２位 Ｄチーム 

 ２年１組 森瑞穂 

 ２年２組 川口瑠心 

 ２年２組 山田梨香子 

     第３位 Ａチーム 

 ３年２組 北島未颯 

 ３年３組 栗﨑寛奈 

 ２年３組 三浦心和 

女子個人 第３位  

 ２年３組 三浦心和 

中総体・県中弓道大会 

その他の各種大会        
◆駒場リレーカーニバル 
一般高校男子4×100mR第２位  
 ３年２組 上野 駿太  
 ３年３組 平  翔太 
 ２年２組 髙見 真生 
 ２年５組 山川  隼  
一般高校男子1500m第３位 
 ３年３組 大塚 優斗 
高校男子砲丸投げ 第３位  
 ３年３組 西  勇樹 
◆長崎地区高校オープン卓球大会 
男子団体 第3位 

◆文部科学大臣杯全国高校囲
碁選手権大会長崎県大会 
男子個人戦優勝 
 ２年７組 鳥居 大誠 
◆長崎県高校将棋選手権大会 
男子団体戦 
優勝 Aチーム 
 １年２組 久冨 瑠唯 
 ３年７組 森下 皓生 
 １年５組 布江 壱成 
第３位 Bチーム 
 ２年１組 横田 啓史 
 ３年６組 早田 龍史 

◆全国高校将棋竜王戦長崎県予選 
男子個人戦 第３位  
 １年５組 布江 壱成 
◆ＮＨＫ杯全国高校放送コンテス
ト県南地区大会 
朗読部門 優秀賞 
 ２年２組 妹川真子 
 ２年３組 龍原彩 
 ２年７組 本田雅奈 
朗読部門 優良賞 
 １年７組 星原凛花 
アナウンス部門 優良賞  
 ２年１組 平山潤 
 ２年７組 東嶋華子 
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■射撃部 

女子総合 準優勝 

男子総合 第3位 

ＡＲ男子団体 準優勝   

 2年6組 森保信輝 

 2年7組 林優太 

 3年5組 宮島陸 

ＡＲ女子団体 優勝 大会新  

 2年4組 山口日菜佳 

 3年3組 川添瞳子 

 3年5組 鎌田しおり 

ＢＲ男子団体 第３位 

 3年2組 永峯昴叡 

 3年3組 三田村広星 

 3年6組 足達弘隆 

ＢＲ女子団体 準優勝 

 2年5組 東美奈 

 3年7組 北尾依舞葵 

 3年7組 古賀愛菜 

個人 ＡＲ男子 優勝 大会新 

 2年6組 森保信輝 

個人ＡＲ男子 準優勝  

 2年7組 林優太 

個人ＡＲ女子 優勝 大会新 

 2年4組 山口日菜佳 

個人ＢＲ男子 第3位 

 3年2組 永峯昴叡 

個人ＢＰ男子 第3位 

 1年3組 平野陽希 

個人ＢＰ女子 優勝 

 2年3組 横川香菜 

 



６月 

目標 
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 教育実習を終えて 

 今年は５月末～６月中旬にかけて、中学・高校に５名の教育実習生を迎えました。実

習を終えた実習生からのメッセージを紹介します。 

福島 大晟先生（高・音楽） 
 ３週間の教育実習で多くのこ

とを学ぶことができました。ま

た、母校ということもあり懐か

しさを感じつつ、自分がいた頃

と大分変わっていて驚きまし

た。学んだことを生かし頑張り

ます。ありがとうございまし

た。 

野球部・吹奏楽部より 

 野球部・吹奏楽部は、７月に甲子園予選・吹奏楽コン

クールという大きな大会を控えています。各部長に大会へ

の抱負を聞いてみました。 

全国高校野球選手権大会長崎大会 

 会場：長崎県営野球場（ＢｉｇN） 

 日時：７月１０日（日）１３：００～ 

 対戦相手：小浜高校 
 
「私たち野球部は、３年生最後の大会となる全国高校野球選

手権長崎大会に出場します。初戦の小浜高校は実力のある

チームですが、粘り強く戦い必ず勝利を掴みます。応援よろ

しくお願いします。」     野球部部長  高田 大輝 

第６７回長崎県吹奏楽コンクール 高等学校の部 

 会場：長崎ブリックホール 

 日時：７月２４日（日）演奏１５：１０～ 
 
「家族のように温かくて大好きな仲間たちと挑む 

最後の大舞台です。これまで歩んできた道を信じ 

て、堂々と魅力ある東サウンドを奏でてきます。 

応援よろしくお願いします。」 吹奏楽部部長 藤丸茉里子 

中学１・３年   

７月２１日～２２日 

  ・２５～２７日 

中学２年  

６月２７日 

    ～７月１日 

高校１・２年   

７月２１日～２２日 

  ・２５～２７日 

高校３年    

７月１３日～１６日 

     ・１９日 
 

 詳しい時間は、各

学級担任から連絡が

あります。駐車場は

ございませんので公

共交通機関を御利用

ください。 

井原 与裕先生（高・国語） 
 ２週間という短い期間ではあ

りましたが、とても多くのこと

を学ばせていただきました。実

習を通して得た知識や経験を生

かしていけるように頑張ってい

きたいと思います。本当にあり

がとうございました。 
 

川口 祐伽先生（高・英語） 
 東高という私が高校の教員を目

指すきっかけになった原点で実習

させていただけてありがたかった

です。教育熱心な先生方と素敵な

生徒のおかげで楽しく、また学び

多き実習となりました。４週間、

ありがとうございました。 
 

坂本 茉優先生（中・理科） 
 ６年間の沢山の思い出が詰まった学舎

で、ご指導してくださった先生方や、授

業をさせていただいた生徒の皆さんのお

かげで実のある３週間になりました。実

習に関わってくださった方々に心より感

謝申し上げます。 

油田 耀先生（中・音楽） 
 母校で実習ができたことを幸せに思い

ます。先生方、生徒の皆さん、お世話に

なりました。実習では、机上で学ぶこと

のできない多くの体験を通して、やりが

いや楽しさを実感することができまし

た。ありがとうございました。 
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７月 

７月 

目標 

校長より 

県高総体・市中総体を終えて 
 ６月前半に中高ともに大きな行事（県高校総体と市

中総体）がありました。「ひがし」の生徒たちは中高

ともに活躍をしてくれました。（結果は、別途掲載さ

れていますので、ご覧ください。） 

 まず、６月３日（金）から県高校総体が開催されま

した。今年は３年ぶりに開会式が実施されました。開

会式会場は佐世保の競技場でしたので、長崎地区の高

校は終盤に入場。「長崎東」のプラカードを先頭に

堂々たる行進を見せてくれました。暑い中、待ち時間

が長かったにも関わらず、トラックからフィールドに

入るまで、最後までしっかり手を振り行進していた

「ひがし」の選手団を見て、感動しました。昨年も、

一昨年も見たかった行進でした。 

 そして、翌日から、各競技大会が始まりました。力

を尽くしてプレイする姿、集中して的に向かう姿、団

結して試合に臨む姿、普段学校で見る、「ひがし」ら

しさ、「ひがし」のすばらしさが全面に出ていまし

た。各会場で目にする、こうした「ひがし」の生徒を

誇らしく思いました。全国大会など、上位の大会に出

場する生徒のさらなる活躍を期待しています。 

 １週間後の６月１１日（土）からは長崎市中総体が

開催されました。土曜日は雨が降る天気でしたが、本

校が出場する競技は全て実施されました。私も、いく

つかの競技会場で応援しましたが、試合の勝ち負けに

関係なく、一生懸命にボールを追う姿、仲間をサポー

トする姿には心を動かす何かがありました。県中総体

に出場する生徒の健闘を祈ります。 

 両大会とも、本校の選手は全員が予定通り参加でき

ました。５月下旬以降、大会前の生徒の体調管理の面

でご家庭にご協力をいただき、感謝申し上げます。中

高ともに３年生は、コロナ禍の中で部活動をしてきた

２年２か月でした。部活動ができない時期もありまし

たが、それを乗り越え、皆が立派な試合をしてきたと

思います。 

 梅雨に入り雨の日が多くなりました。７月になると

大雨（豪雨）になることもあるかと思います。すでに

お知らせしていますが、登校前の警報等にご注意くだ

さい。一方、新型コロナウイルスの感染状況は減少傾

向が続いています。このまま、落ち着いていくことを

願っています。 

「凡事徹底」当たり前のことを当たり前に 

1日(金) 
校内大会(高1・2) 

三者面談(中2 ～7/4) 

2日(土)    中学校オープンスクール 

4日(月) ＷＷＬ長崎フォーラム(高３) 

5日(火) 
生徒会立会演説会・壮行式 

(高) 

6日(水) 
「しま」生活体験修学旅行

（中２ ～7/8) 

8日(金) 生徒会役員任命式（高） 

9日(土) 対外模試進研実力(高全) 

10日(日) 対外模試進研実力(高３) 

11日(月) 
高校振替休日(7/1６分) 

学年ＰＴＡ(中１) 

13日(水) 
放課後特別講座・三者面談 

(高３ ～7/19) 

16日(土) 高校オープンスクール 

20日(水) 
終業式・全国大会等壮行式・ 

受納式 

21日(木) 

授業日①  

県中総体激励会 

三者面談(中1・3、高1・2     

～７/27) 

22日(金) 
長崎東安全の日 

授業日② 

23日(土) 
チーム東大(～7/2４) 

九大プレテスト(高３) 

25日(月) 授業日③ 

26日(火) 授業日④ 

27日(水) 
授業日⑤ 

ＦＷ週間(高１２  ～7/29) 

28日(木) 
授業日⑥ 

ミニオープンスクール(中) 

29日(金) 
授業日⑦ 

ミニオープンスクール(中) 

30日(土) 
東大・京大オープン模試 

(高３ ～7/31) 


