
◎ 東高下 → 立山 → 浜平 → 目覚町 → 宝町 → 長崎駅前 → 市役所前 → 中央橋（※ 水源池跡・諏訪神社前・市民会館方面は通りません。）

東高下 立　山 浜　平 あじさい荘 目覚町 銭座市場入口 宝　町 駅前東口 市役所前 親和銀行前 中央橋

16:11 16:15 16:17 16:20 16:21 16:23 16:25 16:28 16:32 16:34 16:35
◎ 東高 → 諏訪神社前 → 中央橋 → 長崎駅前 → 浦上駅前 → 住吉 → 道の尾 → 滑石団地（北陽小学校前）

東　高 諏訪神社前 中央橋 市役所前 大波止 長崎駅前 宝　町 浦上駅前 住　吉 道の尾 北陽小学校前

16:15 16:23 16:28 16:31 16:35 （止） … …
16:15 16:23 16:28 16:34 16:39 （止） … … … …
16:45 16:53 16:58 17:02 17:06 17:09 17:13 17:27 17:32 17:43 ※(1)

１６：４５発の北陽小学校前行きは、定期便のため出発時刻の変更はありません。

◎ 東高 → 西山台団地 → 三原団地 → 昭和町 → サニータウン → まなび野団地（県立大学シーボルト校）

東　高 三つ山口 西山台団地 棚荷尾 三原団地 扇　町 昭和町 女の都入口 ｻﾆｰﾀｳﾝ車庫 長与駅西口 シーボルト校

18:00 18:11 18:13 18:17 18:21 18:27 18:30 18:34 18:41 18:43 18:47
◎ 東高 → 諏訪神社前 → 中央橋 → 長崎駅前 → 浦上駅前 → 住吉 → 道の尾 → 滑石団地（北陽小学校前）

東　高 諏訪神社前 中央橋 市役所前 大波止 長崎駅前 宝　町 浦上駅前 住　吉 道の尾 北陽小学校前

18:00 18:08 18:14 （止） … … … …
18:00 18:08 18:13 18:17 18:21 18:24 18:28 （止） … …

◎ 東高 → 諏訪神社前 → 芒塚 → 矢上 → 高城台・矢上団地・ガーデンシティ

東　高 諏訪神社前 中川町 芒　塚 網場道 切　通 東望道 矢　上 高城台西 中央通 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ東

18:00 18:08 18:10 18:18 18:25 18:26 18:27 18:30 18:42 18:49
18:00 18:08 18:10 18:18 18:25 18:26 18:27 18:30 18:35 （止） …

◎ 東高 → 諏訪神社前 → 中央橋 → 長崎駅前 → 浦上駅前 → 住吉 → 道の尾 → 滑石団地（北陽小学校前）

東　高 諏訪神社前 中央橋 市役所前 大波止 長崎駅前 宝　町 浦上駅前 住　吉 道の尾 北陽小学校前

18:20 18:28 18:33 18:36 18:40 （止） … …
18:20 18:28 18:33 18:38 18:43 （止） … … … …
18:30 18:38 18:43 18:46 18:50 （止） … …
18:30 18:38 18:43 18:47 18:51 18:54 18:58 （止） … … ※(2)

18:30 18:38 18:43 18:47 18:51 18:54 18:58 19:11 19:16 19:27
19:00 19:08 19:13 19:17 19:21 19:24 19:28 19:40 19:45 19:56

◎ 東高 → 西山台団地 → 三原団地 → 昭和町 → サニータウン → まなび野団地（県立大学シーボルト校）

東　高 三つ山口 西山台団地 棚荷尾 三原団地 扇　町 昭和町 女の都入口 ｻﾆｰﾀｳﾝ車庫 長与駅西口 シーボルト校

18:30 18:41 18:43 18:47 18:51 18:57 19:00 19:04 19:11 19:13 19:17
◎ 東高 → 諏訪神社前 → 芒塚 → 日見公園前 → 矢上 → 高城台・矢上団地・ガーデンシティ・江の浦・つつじが丘

東　高 諏訪神社前 芒　塚 日見公園前 矢　上 高城台西 中央通 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ東 飯盛団地 江の浦 つつじが丘

18:30 18:38 18:47 18:58 19:10 19:17 19:37 19:46 （止）

18:30 18:38 18:47 18:58 19:03 （止） … … …
18:30 18:38 18:47 18:53 18:59 19:13

冬時間の１８：３０発中央橋方面（中央橋・大波止経由浦上駅前行き）は、市役所前を経由しないので注意してください。

◎ 東高 → 諏訪神社前 → 中央橋 → 長崎駅前 → 浦上駅前 → 住吉 → 道の尾 → 滑石団地（北陽小学校前）

行き先 東　高 諏訪神社前 中央橋 大波止 長崎駅前 宝　町 浦上駅前 住　吉 道の尾 北陽小学校前

北陽小学校前 13:03 13:11 13:15 13:19 13:23 13:25 13:28 13:40 13:45 13:56
北陽小学校前 16:13 16:21 16:25 16:29 16:32 16:34 16:38 16:49 16:54 17:05

◎ 東高下 → 立山 → 浜平 → 目覚町 → 宝町 → 長崎駅前 → 市役所前 → 中央橋（※ 水源池跡・諏訪神社前・市民会館方面は通りません。）

行き先 東高下 立　山 浜　平 目覚町 銭座市場入口 宝　町 駅前東口 市役所前 親和銀行前 中央橋

中央橋 13:26 13:30 13:32 13:36 13:38 13:40 13:43 13:47 13:49 13:50
中央橋 16:11 16:15 16:17 16:21 16:23 16:25 16:28 16:32 16:34 16:35

◎ 東高 → 西山台団地 → 三原団地 → 昭和町 → サニータウン → まなび野団地（県立大学シーボルト校）

東　高 三つ山口 西山台団地 棚荷尾 三原団地 扇　町 昭和町 女の都入口 ｻﾆｰﾀｳﾝ車庫 長与駅西口 シーボルト校

12:55 13:06 13:08 13:11 13:15 13:21 13:24 13:28 13:35 13:37 13:41
◎ 東高 → 諏訪神社前 → 芒塚 → 日見公園前 → 矢上 → 矢上団地・ガーデンシティ・江の浦・つつじが丘

東　高 諏訪神社前 中川町 芒　塚 日見公園前 網場道 矢　上 中央通 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ東 戸　石 つつじが丘

12:55 13:03 13:05 13:12 13:18 13:23 13:35 13:42 13:46 （止）

12:55 13:03 13:05 13:12 13:18 13:19 13:24 13:38

◎ 東高 → 諏訪神社前 → 中央橋 → 長崎駅前 → 浦上駅前

東　高 経済学部前 諏訪神社前 市民会館 中央橋 市役所前 桜　町 長崎駅前 宝　町 茂里町 浦上駅前

16:05 16:11 16:13 16:16 16:18 16:20 16:22 16:23
16:05 16:11 16:13 16:15 16:17 16:22 16:24 16:26 （止） … …スクール 長崎駅前 中央橋・市役所前

■土曜下校バス【高校対外模試】※〔運行日注意〕高校の対外模試の実施日などに運行します。

便種 行き先 経由地等

スクール 浦上駅前 旧長崎署前

スクール 江の浦 矢上団地・ガーデンシティ

スクール つつじが丘 日見公園前・矢上

スクール シーボルト校 西山台団地・三原団地

便種 行き先 経由地等

定期路線 土曜･日祝 目覚町・宝町

■土曜下校バス【高校土曜補習】※〔運行日注意〕高校の土曜補習の実施日などに運行します。

便種 行き先 経由地等

便種 運行日 経由地等

定期路線 土曜･日祝 目覚町・宝町

定期路線 土曜のみ 中央橋・大波止・道の尾

定期路線 土曜のみ 中央橋・大波止・道の尾

スクール つつじが丘 日見公園前・矢上

※(2)

■土曜下校バス ※ スクール便の運行の有無に関係なく必ず運行されます。ただし、各路線の運行日に注意してください。

便種 運行日 経由地等

スクール 江の浦 矢上団地・ガーデンシティ

スクール 高城台西 矢　上

スクール シーボルト校 西山台団地・三原団地

便種 行き先 経由地等

定期路線 北陽小学校前 中央橋・大波止・道の尾

便種 行き先 経由地等

スクール 浦上駅前 中央橋・大波止

定期路線 北陽小学校前 中央橋・大波止・道の尾

スクール 長崎駅前 中央橋・市役所前

スクール 浦上駅前 旧長崎署前

■下校バス【高校部活動】※「定期路線」の便は、スクール便の運行の有無に関係なく必ず運行されます。

便種 行き先 経由地等

スクール 浦上駅前 旧長崎署前

スクール ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ東 矢上・矢上団地

スクール 高城台西 矢　上

スクール 浦上駅前 中央橋・大波止

便種 行き先 経由地等

便種 行き先 経由地等

スクール 長崎駅前 旧長崎署前

※(1)

■下校バス【中学校部活動】

便種 行き先 経由地等

スクール シーボルト校 西山台団地・三原団地

スクール 長崎駅前 中央橋・市役所前

定期路線 北陽小学校前 中央橋・大波止・道の尾

便種 行き先 経由地等

スクール 浦上駅前 旧長崎署前

便種 行き先 経由地等

定期路線 中央橋 目覚町・宝町

令和３年度 長崎東 中 学 校 下校バス路線別時刻表高等学校

■下校バス ※「定期路線」の便は、スクール便の運行の有無に関係なく必ず運行されます。 【冬時間】


