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長崎東版ＡＬ授業
校長
県 高 総 体、市 中 総 体 で は、生 徒 た ち の
「負けてたまるか！」という強い思いを随所
に見ることができて本当に嬉しく思いまし
た。保護者の皆様の熱い応援もありがとうご
ざいました。この大会を最後に引退する３年
生には、仲間とともに流した汗と涙を、青春
時代のかけがえのない宝物として大切にして
欲しいと思います。一般生徒の皆さんの各会
場での応援は、選手諸君への大きな力となり
ました。それぞれの立場での皆さんの活躍に
感謝します。
さて、現高２が受験する２０２１年度入試
から大学入試が新しくなります。これまでの
入試で重視されてきた知識・技能に加え、思
考力・判断力・表現力、主体性を持って多様
な人々と協働して学ぶ態度を、多面的・総合
的に評価する入試に転換していくということ
です。そのような中、学校に求められている
のが、主体的・対話的で深い学び（アクティ
ブ・ラーニング、以下、ＡＬ）の実現に向け
た授業改善です。ひがしでは、授業改善のた
めに、いい授業をつくるために、「ともに学
び、自ら深める、 」というテーマのもと、
長崎東版ＡＬ型授業の研究を行っておりま
す。今年度で４年目です。全教科で研究授業
と研究協議を行い、大学の先生から指導助言
をいただくなどの取組を行っております。
学校での授業は、集団で学ぶものです。こ
れまでの一斉講義形式だけでなく、ペアやグ
ループで考えたり、スクリーンに映し出され

野

田 定 延

た資料を見て考えたりといった場面もありま
す。そこでは様々な見方や考え方、気づきを出
し合い、意見を練り合うことができます。授業
中、誰かの発言や小さなつぶやきで課題が解決
し、「あ！ わかった！」という瞬間が必ず訪
れます。このような瞬間が随所にある授業を通
してこそ、求められている様々な力が身につき
ます。ＡＬ型授業というと、どうしても教員の
授業法と捉えられがちですが、私たちが考える
授業改善のねらいは真の主体的な学びができる
生徒を育てることにあります。教員だけでは良
い授業を作ることはできません。生徒の意欲的
な参加がなければ、授業は成立しないからで
す。授業は、生徒と教員が一緒につくっていく
ものです。教員は教材の研究を事前に時間をか
けて行い、生徒もまた旺盛な意欲を示して主体
的に参加してこそ、いい授業が成立するので
す。主体的に授業に参加するために生徒の皆さ
んには、「あらかじめわからないところを明ら
かにして授業を受けること」「仲間とともに知
恵を出し合うこと」「仲間の意見を聞いて考え
ること」を求めたいと思います。市総体、県高
総体が終わった今だからこそ、気持ちを切り替
え勉強に向かってください。それが、来春の合
格、新テストへの対策につながっていくのでは
ないでしょうか。
６月２８日（金）から７月４日（木）まで本
校の「長崎っ子の心を見つめる教育週間」で
す。中高とも全学年全教科の授業を公開してお
ります。どうぞ長崎東版ＡＬ授業をご参観くだ
さい。
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７月
目標

当たり前のことに本気になる
７月

２ 火 三者面談（中２、～7/５）
５ 金 三者面談（高３、～7/1２）
６ 土 進研模試（高１･２、高３のみ～7/７）
九州SGHフォーラム（高２、３国際科）

８ 月 三者面談（中１、３、～7/12）
９ 火 振替休日（7/13分）

10 水 「しま」の生活体験学習（中２、～7/12）
11 木 高校野球県大会開会式

◎野球部

めざせ甲子園

第１０１回 全国高等学校野球選手権長崎大会
開会式 ７月１１日（木）14:00～
初 戦 ７月１４日（日）12:00～
長崎県営野球場にて （対 佐世保工業）
決意表明
「野球部は甲子園出場のため限られた環境の中で一
人一人が考えながら練習してきました。」
主将 竹村 和真

授業日（中高）

13 土 高校オープンスクール①
中学オープンスクール

◎ 吹奏楽部

響け「ひがし」の音

14 日 東大・京大模試（高３）

第６４回

15 月 海の日

７月２０日（土）・２１日（日）
アルカスＳＡＳＥＢＯ
本校の演奏は２１日（日）の１１：４５～です。

17 水 三者面談（高１･２、～7/23）
18 木 理科研修（中１）
19 金 終業式 専門委員会
20 土 吹奏楽コンクール県大会（～7/21）

長崎県吹奏楽コンクール

「中高合同で高校の部に出場します。感謝を忘れ
ず、聴いてくださる方々に音楽の素晴らしさが伝
わるような演奏をしたいです。」
部長 松崎 文香

23 火 長崎東安全の日

27 土

夏季補習（高３、～7/28）
学習合宿（高２、～7/30）
夏季補習（高１、～7/31 ※7/28除く）
県中総体（～7/29）

三者面談のご案内

中学２年

７月２日～５日

中学１・３年

７月８日、1０日～1２日

高校３年

７月５日、1０日～1２日

SGH海外ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ（高２ 医療～8/2）

高校１・２年

７月17日、18日、22日、23日

学習合宿（高３、～8/5）
夏季補習・学習会（高２、～8/2）
夏季講座（中３、～8/7）

詳しい時間は、各学級担任から案内があります。

夏季補習・学習会（高１、～8/2）

29 月 SGHﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ週間（高１、～8/2）

30 火

○

駐車場はございませんので公共交通機関を御利用下さい。
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高

県高総体結果報告

校

【県高総体】上位入賞のみ載せています。
☆：インターハイ（全国大会）・九州大会（北九州大会）出場
★：九州大会（北九州大会）出場
◎バスケットボール男子 第３位
◎弓道 ＜男子個人＞ 寺田拓真 準優勝☆
◎柔道部 男子団体 第３位
６６ｋｇ級 原口武輝 準優勝★
◎ライフル射撃
BR 女子団体 2位 ★
＜AR 男子個人＞ 田上裕貴７位★
＜AR 女子個人＞ 梅本美里優勝☆ 田端みのり準優勝☆
＜BR 男子個人＞ 細田智大優勝☆ 田川克樹８位★
＜BR 女子個人＞ 末永紗菜２位☆ 甲村香菜子５位☆
＜BP 男子個人＞ 古巣友豊３位★
＜BP 女子個人＞ 田中奈留準優勝★
◎陸上部 女子400m 藤原友絵６位★
女子400mH 藤原友絵３位★
女子三段跳 大塚舞２位★
◎水泳 女子200m背泳ぎ 井上未知６位★
女子100m背泳ぎ 井上未知５位★

浦野あおい４位☆

◎ボクシング ライトウェルター級 川西響優勝☆

中学校

市中総体・県中学生弓道大会結果報告

【市中総体】上位入賞のみ載せています。
★が県大会出場。
◎テニス
男子団体 準優勝★
男子個人 ダブルス 笠松風我・井手日葵３位
男子個人 シングルス 安田圭太朗準優勝★
女子団体 優勝★
女子個人 ダブルス 川原奈々・森山和夏 優勝★
坂本ひなた・舩本美裕３位
女子個人 シングルス 西田菜々生３位★ 田中沙耶３位★
◎剣道
男子個人 金星壮３位★
吉田朝亮３位★
◎柔道
女子個人 荒川水紀準優勝
田村茉澄３位
◎バドミントン
男子個人 ダブルス 大賀康平・奥洞智毅３位★
◎空手
男子個人（形） 山下倫太朗優勝★

【県中学生弓道大会】
女子団体
女子個人
男子団体

長崎東Ａ優勝
長崎東Ｃ 第２位（学校として、九州・全国大会出場）
谷口愛衣優勝（全国大会出場）
中村紅葉3位
九州大会出場
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中学
２年

家庭科浴衣講習会

５月２８日（火）、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、和室でのあいさつ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、「ひもや帯だけを使って、意外に簡単に着ることができて
驚きました。浴衣を着ると、気持ちが落ち着きました。」「日本の文化
に触れて、自分が和の文化から離れつつあることを自覚しました。この
体験を機に、和服だけでなく作法や食事など、和の文化を生活に取り入れていきたいです。」などと
感想を述べており、和服や日本の文化のよさに改めて気付く機会になったようです。
高校
３年

進路講演会

6月6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、ユーモアを交えながら熱い講演をしていただき
ました。大学選びの際に心掛けるべきことや、学校を中心とした生活の大切
さなど、実践的な話に真剣に耳を傾けメモを取っていました。終了後は「変
わらなければ」「やる気が湧いてきた」といった前向きな感想が多く聞かれ
ました。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。

高校

地域清掃活動

高総体の開会式にあたる５月３１日
（金）の午後、高校生約４００人がボラン
ティア地域清掃を行いました。校内の広大
な敷地内、および学校周辺の地域のごみ拾
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。

九高
PTA

福岡バリよかっ大会

６月２１日（金）福岡市の福岡国際会議場・福
岡サンパレスにおいて、第６３回九州地区高等学校
ＰＴＡ連合会大会が『未来人材育成 新しい時代を
切り拓け！』をテーマに開催されました。本校から
は、ＰＴＡ役員・学校職員計６名が参加しました。
分科会では、「青少年の健全育成」、「進路指
導」及び「主体的な防災」のそれぞれのテーマにつ
いて、ＰＴＡ活動の実践発表やパネルディスカッ
ションが行われました。各学校では未来の担い手で
ある子供たちの健やかな成長を支えていくために、
ＰＴＡの立場から様々な取り組みを実践されてお
り、活発な意見交換も行わ
れました。
また、第１分科会では本
校の小柳ＰＴＡ会長が司会
を務められ、その大役を見
事に果たされました。お疲
れ様でした。
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