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絆  
校長  野 田 定 延 

５月５日に本校吹奏楽部の第２４回定期

演奏会を開催しました。連休中にもかかわ

らず、1000名を超える皆さんにご来場い

ただきました。おかげさまで、音楽が好き

な部員たちと、音楽が好きな聴衆の皆さん

が一つとなった、素晴らしい演奏会になり

ました。今回最も感心したのが、聴衆の皆

さんを楽しませようとする生徒諸君の姿で

した。「音には生命がある」という言葉通

りの演奏。入部間もない１年生の一生懸命

なダンス。ダンス部による切れがあり見ご

たえのあるダンス。そして、書道部、美術

部、写真部の作品は心を豊かにしてくれま

した。生徒諸君の一人ひとりから、「よう

こそ定期演奏会・ギャラリー展へ。楽しん

でください！」というメッセージを確かに

感じました。 

今回演奏された曲目の中に山崎朋子さん

の「絆」がありました。初めて聴く曲でし

た。「桜咲く／あの日／希望と夢にあふれ

ていた／大切な仲間／この場所で巡り会え

た」で始まります。「青空の下で／未来を

追いかけて／ともに汗を流した日々／苦し

いときにも／友達という風／僕を支えてく

れた」という一節もあります。部員の一人

が、「この曲を歌うと感極まります。」と

紹介してくれました。この日を迎えるまで

に、ひがしで出会った仲間とともに多くの

苦労を重ね、絆をつむいできたのでしょ

う。深く心に響くものがありました。 

生徒の皆さんは、あたりまえのように学

校生活を送っていますが、そのあたりまえ

の日々を、大勢の人が支えてくれていま

す。食事や日々の生活の世話をしてくれる

家族。何でも語り合える同級生や部活動の

仲間。相談に乗ってくれる先生。一人では

解決できなかったけれど、仲間の温かい支

えがあり乗り越えることができたという経

験は、誰にでもあると思います。学校生活

は、人と人とのつながりを感じ、お互いの

価値を認め、受け入れることによって成り

立っています。安心して学校生活を送るこ

とができるのも、この支え合いがあるから

です。そして、そこから強い絆が生まれ、

何かを成し遂げる力や、目標に向かって前

進する力が生まれるのです。 

今年も東中・東高の入部率は１００％を

超えており、ひがしの生徒たちの強い意欲

を感じずにはいられません。それぞれの部

の活動において、辛いことがあっても、出

会った仲間とともに、歯を食いしばって頑

張って欲しいと思います。県高総体は６月

１日から、市中総体は６月８日から競技が

始まります。対戦相手も決まり、練習にも

一層熱が入ってきています。出場選手の活

躍を期待して全校生徒による募金や、募米

によるおにぎりサービスという力強い応援

がありました。強い絆で結ばれたかけがえ

のない仲間とともに、正々堂々と戦ってき

て欲しいと思います。 

 

「君と僕との思い出は／かけがえのない

宝物／分かち合った／強い思い／消えるこ

とはない／いつまでも」（「絆」より） 



６月 

目標 
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６月 

「ひがし」の誇りを胸に力を尽くす 

 高総体1日目 

 高総体2日目 

 高総体3日目 

 振替休日（中学6/８分 高校6/２分） 

 高総体報告会 眼科検診（中全） 

 放課後補習開始（高3） 

進路講演会（高3） 

内科検診（中１）  

 中総体1日目 

対外模試（高3）・土曜補習（高1・2） 

 中総体2日目 

対外模試（高３） 

 中総体3日目 

 中学のみ振替休日（6/９分） 

高大連携事業（高２・６７校時） 

 耳鼻科検診（高１） 

 県一斉模試（高２・３）  

GTEC（高１・3）中総体（水泳・空手） 

 県一斉模試（高３）GTEC（高２）  

ＮＨＫ杯県大会（放送）中総体（水泳）  

 考査時間割発表（高全） 

SGH講演会集会週間（高１～21日まで） 

長崎新聞出前講座（中１・6校時） 

 市中総体報告会（6校時） 

高校生徒会立ち会い演説会（7校時） 

 考査時間割発表（中全） 

 耳鼻科検診（中全） 

九州地区高等学校PTA連合総会 

 長崎東安全の日 長崎東懇親会 

 学習会（高全） 

 第1回考査１日目（高全） 

 第1回考査２日目（高全） 

 第1回考査３日目（高全） 

第1回考査１日目（中全） 

 第1回考査４日目（高全） 

第1回考査２日目（中全） 

 考査レビュー日 

メディア安全指導講話 

県内就職促進講演会（高３） 

生 徒 指 導 部 よ り 

    高総体・中総体 迫る！ 
 

 元号が令和に代わって初めての高総

体、中総体が間近に迫ってきました。各

運動部は日頃の練習の成果を発揮し、

悔いの残らない戦いをすべく最後の追

い込みに余念のないところです。特に

最後の総体となる３年生には大いに頑

張って欲しいと念願しています。 

 さて、高総体、中総体時には県内の多

くの中高校生が試合に、応援にと各所

を移動します。事件・事故に巻き込まれ

ないように安全意識をしっかりと持つ

ことはもちろん、「ひがし」の一員であ

るという自覚を忘れず、モラルに基づ

きマナーを守った行動を心がけて欲し

いと思います。バスマナー等について

は、折に触れて指導をしているところ

ではありますが、ご家庭でも話題にし

て頂き、自らの言動は自らで律するこ

とができるようご指導下さい。 

 ＰＴＡ総会のお礼 ～教務部より～ 

 

 ５月１２日（日）のＰＴＡ総会・学年ＰＴ

Ａ・学級懇談会・部活動保護者会へのご出席

ありがとうございました。８割近い保護者の

皆様のご参加を賜り、無事に終了することが

できました。総会では、小栁義則ＰＴＡ会長

の進行により、昨年度の事業・決算報告、新

役員の紹介、今年度の事業計画と予算案の審

議が行われました。また、学校から現況報告

をさせていただき、長崎県からは若者定着へ

の取り組みについて説明がありました。当日

ご欠席の保護者の方にはお子様を通じて資料

をお配りしていますので、内容のご確認をお

願いいたします。 



 栄冠目指して「ひがし」は一つ！ 中 学校
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高 校 

感性を育むスケッチ大会  中学 

 ５月１５～１７日、校内で中学スケッチ大会を実施しました。今年

度は、学年ごとに日程を分けての実施となりました。後半は天候が心

配されましたが、３日間とも青空の下でのびのびと制作することがで

きました。初めての学校内開催でしたが、普段見慣れている風景の中

から美しさを探し出すうちに、新しい発見もあったことと思います。

例年より短い時間での開催となりましたが、それぞれが工夫を凝らし

て一生懸命制作に励んでいました。 

 ５月３１日（金）にトランスコスモススタジアム

長崎で総合開会式が行われます。岩坪教頭を団長、

陸上部の吉田羽矢人君を旗手に、男子４０名、女子

３４名、合計７５名で行進します。今年は１６競技

に男女合わせて２６８名の生徒が参加します。部活

動の練習にも熱が入っており、今年も各競技で上位

入賞が期待されます。 

 

市中総体は６月８日から３日間長崎市の各会場で開催されます。東中からは１７競技に１４９

名が参加します。開会式の旗手は陸上部の永田リサさんが務めます。 

 

出場選手を激励するための「おにぎりサービス」を２３日、２４日に実施しました。たくさん

の募金やお米の寄付へのご協力ありがとうございました。 
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  高総体・中総体 会場案内 部活

令和元年度 高総体組み合わせ 

長崎市 ソフトテニス 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 男子団体 ６月１日（土）  9:30～ ＶＳ 対馬 

   女子団体 ６月１日（土） 10:50～ ＶＳ 長崎女子     男女個人６月２日（日） 13:00頃～ 

  バレーボール 純心女子高校体育館 ６月１日（土） 10:00～ ＶＳ 佐世保南 

  ラグビー 長崎市営ラグビー・サッカー場 ６月１日（土） 13:00～ ＶＳ 長崎鶴洋 

  バドミントン 三菱重工総合体育館 男子団体 ６月１日（土） 9:30～ VS 鎮西学院  

  長崎南高校体育館 女子団体 ６月１日（土） 9:30～ VS 清峰   

   男女ダブルス ６月２日（日） 9:30～    男女シングルス ６月３日（月） 9:30～ 

  ライフル射撃 小江原射撃場 ６月１日（土） 10:30～ ＡＲ男女団体・ＢＲ男女団体 

    部員とその保護者のみ会場での応援可 ６月２日（日）  9:30～ ＡＲ女子個人・ＢＲ男子個人・ＢＰ女子個人 

      ６月３日（月）  9:30～ ＡＲ男子個人・ＢＲ女子個人・ＢＰ男子個人 

  水泳 長崎市民総合プール ６月１日（土）  9:45～ 4×100mフリーリレー、200m自由形、200m背泳ぎ、50m自由形 

      ６月２日（日）  9:35～ 100m自由形、100m平泳ぎ、100mバタフライ、100m背泳ぎ 

  ボクシング 長崎鶴洋高校体育館 男子個人 ６月１日（土） 開始時刻は当日抽選にて決定 

諫早市 陸上 トランスコスモススタジアム長崎 ６月１・２日（土・日） 9:30～ 、３・４日（月・火） 10：00～  各種目競技 

  柔道 諫早市小野体育館 男子団体 ６月１日（土） 10:15～ ＶＳ 佐世保西 

   男子個人 ６月２日（日）  9:45～  

大村市 卓球 大村市体育文化センター 男子団体 ６月１日（土） 9:30～ ＶＳ 佐世保特別支援 

   女子団体 ６月１日（土） 11:00～ ＶＳ 佐世保東翔      

   男女シングルス ６月２日（日） 13:00～   男女ダブルス ６月３日（月） 9:30～ 

島原市 弓道 島原市霊丘公園体育館･弓道場 男女団体予選 ６月１日（土） 10:30～ 

   男女団体予選・個人決勝 ６月２日（日） 9:00～  団体決勝６月３日（月） 9:00～ 

  サッカー 県立百花台公園サッカー場 ６月１日（土） 11:40～ ＶＳ 清峰 

 バスケット 小佐々スポーツセンター 男子 ６月１日（土） 15:30～ VS 島原と壱岐との勝者 

佐世保市  佐世保南高校体育館 女子 ６月１日（土） 11:00～ VS 対馬 

  テニス 佐世保市総合グラウンドテニスコート 男子団体 ６月１日（土） 10：30～ VS 青雲と佐世保南との勝者 

      女子団体 ６月１日（土） 10：30～ VS 西陵 

   男女ダブルス ６月１日（土） コートが空き次第   男女シングルス ６月２日（日） 9:00～ 

平戸市 剣道 平戸文化センター 男女個人 ６月１日（土） 10:00～ 

   男子団体 ６月２日（日） 10:30～ ＶＳ 壱岐 

陸 上   １４名（男子３女子１１）  ８（土）13:00  ９（日）10:30  かきどまり陸上競技場  各校   

バレーボール女子  ８（土） 10:00 西浦上中体育館 １回戦 梅香崎 

 １２名 ９（日） 13:00 西浦上中体育館 ２回戦 琴海 VS 三川の勝者 、準々決勝（15:00～）    １０（月）10:00 市民体育館 

卓球  ８（土） 10:30 県立総合体育館メイン 個人戦  

               
９（日） 9:30 県立総合体育館メイン 

団体戦 男子：リーグ戦（三重・日吉・大浦）のち決勝トーナメント 

１７名（男子９・女子８） 団体戦 女子：リーグ戦（滑石・西浦上）のち決勝トーナメント 

バスケットボール男子  ８（土） 9:30 桜馬場中体育館 １回戦 小江原 

１５名  ９（日） 9:30 長崎南山高校体育館 ２回戦 土井首VS三川の勝者、準々決勝(12:40～）    １０（月）11:00 県立総合体育館  

バスケットボール女子  ８（土） 12:30 純心女子高校体育館 １回戦 三重 

７名  ９（日） 11:10 桜馬場中体育館 ２回戦 福田VS山里の勝者、準々決勝（14:10～）     １０（月）9:30 県立総合体育館  

剣道 
 ８（土）  9:30  

男子団体１回戦 長崎南山、個人戦 
三菱重工総合体育館  

１０名（男子７・女子３） 女子団体戦 リーグ戦（東長崎・長大附属）のち決勝トーナメント、個人戦 

柔道            女子２名  ９（日） 10:20 県立総合体育館柔道場 女子団体リーグ戦（東長崎・片淵）のち決勝トーナメント、女子個人戦 

バドミントン男子  ８（土） 9:45 小島中学校体育館 団体戦 １回戦 長崎、２回戦 橘VS山里の勝者、準決勝、決勝 

 ９（日） 9:20 小島中学校体育館 個人戦 ベスト８決定まで    

１２名              １０(月) 9:30 三菱重工総合体育館 個人戦 準々決勝、準決勝、決勝 

バドミントン女子  ８（土） 9:45 市民体育館 団体戦 １回戦 長大附属、２回戦 岩屋、準々決勝、準決勝、決勝 

  ９（日） 9:20 三菱重工総合体育館 個人戦 シングルスベスト１６・ダブルスベスト１６決定まで  

１０名 １０（月） 9:30 三菱重工総合体育館 個人戦 ４回戦、準々決勝、準決勝、決勝 

サッカー  ８（土） 12:00 えがわ運動公園 １回戦 滑石 

                                      １７名 ９（日） 9:00 かきどまり運動広場（芝） ２回戦 長崎南山、準々決勝（15:45～）  １０(月）9:30 かきどまり陸上競技場  

テニス男子  ８（土） 9:20 市営松山庭球場 団体戦 １回戦 長大附属、決勝 東長崎VS海星の勝者、個人戦ダブルス      

１３名 ９（日） 9:00 市営松山庭球場 個人戦シングルス 

テニス女子  ８（土） 9:20 市営松山庭球場 団体リーグ戦（長大附属、海星）、個人戦ダブルス 

１３名 ９（日） 9:00 市営松山庭球場 個人戦シングルス 

空手道           男子２名 １５（土） 9:20 市民体育館 男子個人組手、男子個人形 

水泳                     ５名（男子５） １５（土） 10:00      １６（日）  9:15   市民総合プール  各校 

令和元年度 中総体組み合わせ 

※試合時間等は変更になる場合もあります。 


