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素敵なWONDERLAND「ひがし」
校長
４月８日早朝、ピロティに生徒たちの大き
な歓声が沸き起こりました。新学年のクラスの
発表があったのです。悲喜こもごもというので
しょうか、 生徒たちは様々な思いを持って教
室へ移動していきました。いずれにしても、今
は新たな気持ちで頑張ってくれているようで
す。その日の午後は、爛漫と咲き誇る桜の中、
ひがしの新しい時代の担い手となる中学校１６
回生、高校７４回生を迎えることができまし
た。素晴らしい青空のもと、校門では記念写真
を撮る笑顔の親子の長い行列ができました。あ
れから１ヶ月。４月１日のオリエンテーション
では私服だった中１はひがしの制服がすっかり
馴染んできました。高１も革靴が似合ってきま
した。高１、中１とも東志行を境に、また中高
の新２、３年生も歓迎遠足を境に学年やクラス
の雰囲気がとても和やかになってきました。そ
の一方で、年度初めの「頑張らなくては」とい
う思いが強すぎて、慣れない環境の中で緊張の
糸を張り続けている生徒もいるようです。疲れ
も出てくる頃です。そういう時には思いもよら
ぬ心や体の不調を招くことが考えられます。ご
家庭におかれましては、バランスのいい食事や
適度な睡眠、休養をいつも以上に意識して取る
ようにお子様に声をかけてあげて欲しいと思い
ます。
ところで、高１東志行初日、「これからの
ひがしでの生活を楽しむために、皆さんが一番
欲しいもの何ですか？」という私の質問に生徒
の一人が「友達」と答えてくれました。また、
中１全員が私宛に書いてくれた「校長先生への
手紙」の内容で一番多かったのが 「友達をた
くさん作りたい」でした。今年度の新入生の出
身小学校は４８校、中学校は４２校です。それ
だけに、入学できた喜びよりも友達ができるか
という不安の方が大きかったのでしょう。しか
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も、生徒たちが望む友達は、単に顔と名前を
知っているというレベルではなく、楽しみや
悲しみを分かち合える友達、お互いに切磋琢
磨できる友達、どんな悩みも打ち明けられる
友達、一つの目標に向かって一緒に突き進ん
でいける友達なのだと思います。どうすれば
そのような友達ができるのか難しい問題で
す。私たち大人の社会でも、人間関係をわず
らわしく感じたり、些細なことでトラブルに
なったりすることは少なくありません。友達
作りや仲間作りにはかなりの努力と時間が必
要です。生徒の皆さんは、自分の思い通りに
い か な か っ た り、思 わ ぬ 周 囲 の 反 応 に と ま
どったりすることがたくさんあるでしょう。
しかし、人は人の中でしか磨けません。お互
いに刺激し合ったり競争したりすることはと
もに成長するための原動力になります。その
一つ一つが、生徒の皆さんを成長させていく
のではないでしょうか。それらの積み重ねの
結果として、生涯の友ができていくのではな
いかと思います。折原みとさんの「扉を開け
て」と い う 詩 の 一 節 に、「世 界 は 素 敵 な
WONDERLAND／小さな手には のらない
おもちゃ箱／知らないことは たくさんある
けど／知らないことは うれしいこと／これ
からいっぱいお楽しみがあるんだからね」と
あります。新入生の皆さんには、楽しいこと
がたくさん詰まった素敵なWONDERLAND
「ひがし」で、お互いに声をかけ合い、楽し
みながら友達をつくるための努力をして欲し
いと思います。
ひ が し の 大 応 援 団 で あ る 皆 様、今 年 度 も
「ひがしは一つ」という合い言葉のもと、生
徒たちを支えてください。どうぞよろしくお
願いいたします。
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高
１

東志行

高１

４月１５日（月）～１７日（水）の３日間、高１は「東志行」を行いました。
「①東高生になるための意識の転換を図る。②級友や先生方との親睦を深める。③「計画・実行・振り
返り」のサイクルを始動する」という３つの目標のもと、校歌練習や集団訓練、ＳＧＨの学習に向けた講
演会や班活動など、多くのプログラムに取り組みました。初めは恥ずかしさや緊張から遠慮がちな面持ち
でしたが、次第に元気よく活発になり、最後は立派な姿で３日間を終えることができました。学級でまと
まったり、明るく挨拶したりする東志行での姿を、ぜひ普段の学校生活でも続けて欲しいと思います。

中学校
高校

海外・国内語学研修

グローバル人材の育成

【海外語学研修】

をすることができました。

３月２４日（日）から３月３１日（日）まで、
７泊８日の海外語学研修をカナダのサレー市で実
施しました。カナダの学校が春休み期間中だった
ため、現地の学校の授業に参加することはできま
せんでした。しかし、日本の中高生と交流したい
と現地の生徒さんたちが１０数名来てくれて、
いっしょにESLレッスンを受けたり、ブリティッ
シュコロンビア大学のキャンパスを見学したりし
てくれました。おかげでカナダの同世代の人たち
との交流も体験できました。またホームステイを
通してカナダの生活を体験し、本物の異文化体験

【国内語学研修】
３月２６日（火）から３月２８日（木）まで、
２泊３日の国内語学研修をハウステンボスで実施
しました。ネイティブスピーカーのコーチの下で
の少人数での研修でした。施設内での場面別会話
練習から園内の散策に至るまで、すべての活動に
おいて、英語をしっかり聞いてしっかり話すこと
に集中しなければならず、まさに英語漬けの生活
でした。わずか３日間ではありましたが、英語を
使えるようになる大きな一歩を踏み出せたような
気がしました。

nagasaki higashi information

中学校

中高合同入学式

高校

桜の残る４月８日（月）、本校第一体育館にて、長崎
東中学校第１６回入学式・長崎東高等学校第７４回入学
式が挙行されました。新たに中学生１２０名、高校生２
８１名の入学が許可されました。新入生を代表して久冨
瑠唯さん（中１年３組）と野田凜さん（高１年５組）が
声高らかに代表宣誓を行い、新入生代表挨拶を森永千晶
さん（中１年１組）と富永快希さん（高１年７組）が見
事に務めました。多くのご来賓と保護者の方々にはご来
場いただき、とても素晴らしい入学式になりました。

歓迎行事

中学校

４月１０日（水）に、新入生の歓迎と地区生徒会を兼
ねて、生徒会オリエンテーションを行いました。生徒会
役員が「東中あるある」をビデオ動画でユーモラスに紹
介した後、３年生が企画した「東○×クイズ」で、新入
生だけでなく全員が楽しみながら、学校への理解を深め
ました。その後、地区別生徒会で同じ路線を使う仲間と
顔合わせをし、歓迎遠足の集合場所への行き方を確認し
高
ました。生徒会役員や３年生が自然にリーダーシップを
とる姿が見られ、これからの生活や行事でも皆が主体的
１
に取り組んでくれることが期待されます。
中学校
高

校

歓迎遠足を実施しました！
４月１９日、歓迎遠足が行われました。稲佐山公園は天
気にも恵まれ、心地よい日差しの中、フリースタイルバス
ケやダンス部のパフォーマンス、吹奏楽部の演奏などたく
さんの本校有志による出し物で新入生を歓迎しました。そ
の後は体育祭の組にわかれ、高校３年生の団長を中心に結
団式を行いました。初めは戸惑っていた新入生もすぐに先
輩達と打ち解け、大きな声でそれぞれの組を盛り上げてい
ました。

部活動結果

４月

吹奏楽部

第１回中学生・高校生のためのコントラバス・ソロコンテスト

弓道部

第５８回長崎県高等学校弓道選手権大会

女子個人優勝

平成３１年度長崎市長・市議長楯争奪弓道大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 平成３１年度長崎県高等学校春季選手権大会
卓球部

ＫＴＮ杯第２８回長崎県卓球選手権大会

射撃部

長崎県春季ライフル選手権大会
ＡＲ女子４位

浦野あおい

ＢＲ女子５位

末永紗菜

ＢＲ男子２位

入江椎菜

女子団体２位

長崎東Ａ

男子個人２位

寺田拓真

男子第３位

高校女子２位

ＡＲ女子団体２位

ＢＰ男子３位

銀賞

細田智大

ＢＲ男子団体３位

尾上柊人

ＢＲ女子４位
ＢＰ男子６位

ＢＲ女子団体３位
甲村香菜子

古巣友豊

nagasaki higashi information

ＢＰ女子２位

佐々木涼葉

５月

学習と部活動の「両立」を果たす

目標

５月
生徒指導部より

日

曜

主な行事

５

日

第2４回吹奏楽部定期演奏会
（長崎ブリックホール）

７

火

SGH研究室訪問（高１・２ ～５／９）
SGH基調講演会（高１・中３）
生徒大会（中全）

８

水

ＳＧＨ講演会（高２）、全校朝会

年度もスタートからひと月が過ぎようとし

９

木

内科検診（中３）

ています。入学式や東志行、遠足と多くの行

10 金

中間考査（高２・３）

事を通してクラスや学年の仲間たちと親睦

1２ 日

中間考査（高２・３）、実力テスト（中全）
ＰＴＡ総会・学年ＰＴＡ・学級懇談会

1３ 月

振替休日（５／１2分）

1５ 水

スケッチ週間（中３）

1６ 木

耳鼻科検診（中全）、スケッチ週間（中２）

いただき、気づきや悩みなどございました

1７ 金

総合検診①（高３）、スケッチ週間（中１）

ら担任や顧問などにご相談いただくようお

2０ 月

高総体前短縮授業（～５/２４）
教育実習開始

願いします。また、本校にはスクールカウン

2１ 火

花プランターづくり

ります。

2３ 木

総合検診②（高２）、長崎東安全の日
おにぎりサービス（～5/2４）

2４ 金

総合検診③（高３）
JICA出前講座（中１）

2７ 月

高総体壮行式（高全）
平和フィールドワーク（中１）

2８ 火

専門委員会（全中）

度命の大切さと安全について考えて欲しい

2９ 水

眼科検診（高１）
市中総体推戴式（全中）

と切に願います。

３0 木

高校振替休日（6/１分）
内科検診（中１）家庭科浴衣講習会（中２）

３1 金

高総体総合開会式（諫早）
地域清掃活動（高）

長崎東は中・高ともに新入生を迎え、３１

を深めているところですが、「ひがし」での
生活はどうでしょうか？もし、困り事や悩
みがあれば、先生方に相談してください。
保護者の皆様には、お子様の様子を見て

セラーとスクールソーシャルワーカーもお

４月２３日は「長崎東安全の日」でした。
「命を大切に」をモットーに安全意識の向
上に取り組んでいますが、残念なことに当
日実施した防犯ブザー検査は、近年になく
不備者が多い状況が見られました。もう一

平成３1年度新転任教職員
高校

中学

事務等

岩橋

順弘（副校長・理科）

宮﨑 亮 （保健体育）

山元 裕文（英語）

岩坪

正裕（教頭・英語）

下田 祐 （国語）

寺田 剛史（数学）

陶山

一也（理科）

田中 貴章（数学）

木下智香子（英語）

横山

徹

田中 正和（理科）

ｼﾞｬｯｸ ｹﾝｼﾞ ｹｽﾗｰ（英語）

冨野

雅嗣（英語）

鳥居 正洋（地歴公民）

廣瀬

忠義（副校長・英語）

川上 香織（英語）

池下

昭洋（数学）

柿木 理恵（国語）

野口

充徳（事務局長）

鶴田 和文（主任）

（理科）

福田 有司（英語）
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