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絆を深める
校長
体育館に中学生の美しい歌声が響きまし
た。１１月１２日（火）に実施した中学校の
合唱コンクールです。これは、数ある学校行
事の中で東中生が最も楽しみにしており、学
級ごとに最も熱く燃える行事でもあります。
中1から中３までが、学年課題曲と自由曲に
取り組みました。それぞれの歌に学級のカ
ラーがあふれていてとても楽しく聴くことが
できました。中１は入学から約７ヶ月、初め
ての合唱コンクールでした。一つにまとまる
のは大変だったと思いますが、一生懸命に歌
う姿がとてもよかったです。中2の歌声には
生徒たちの確かな成長を感じました。素直な
歌声がまっすぐ心に届きました。そして中
3。中3の合唱はさすがだと思いました。成
長は階段状に訪れるとはよく聞きますが、入
退場時の態度はもちろん、ハーモニー、盛り
上がり、まとまり、そして指揮者、伴奏者と
の一体感には感動しました。1つの歌をここ
までに創り上げるには、どれほどの練習と苦
労を重ねてきたことでしょう。中１、中2の
時の経験をベースに、日々の学校生活で一人
ひとりがそれぞれの個性を尊重しながら、歌
だけではなく学級としてのまとまりを作るこ
とにも努力してきたことが実ったのだと思い
ます。
校長室では、合唱コンクールの次の日から
中3生とのランチ会が始まりました。「各
パート練習が大変だった。」「みんな協力し
てくれた。」「練習も本番もとても楽しかっ
た。」という生徒達の声が聞かれました。行
事を通して学級の中で豊かな人間関係を築
き、絆が深まっている様子が伺えて、とても
嬉しく思いました。

野

田

定 延

１１月9日（土）に第３９回長崎東高校同
窓 会 福 岡 会 に 参 加 し ま し た。私 は、8 回 生
（昭和３１年卒）の方々と同じテーブルでし
た。ある方からは、「バドミントン部で頑張
りました、子供も東高卒業です。」というお
話を伺い、東高への愛を感じました。短い時
間でしたがとても楽しいひとときを過ごすこ
とができました。学校には東高の卒業生がよ
くお見えになります。高校時代の懐かしい思
い出や後輩である生徒たちに対する思いを聞
かせていただいております。最近では、米寿
の会の報告に３回生の田口さん、中山さんが
お見えになりました。学制改革により東高１
年生に編入されたお話や当時の学校生活の様
子をお聞きすることができました。４４回生
の皆さんには、小川さんを中心に寄付講座と
して後輩である在校生に対する講話をしてい
ただいております。また、今年の中３の修学
旅行では、６６回生～７１回生の関西在住の
大学生、大学院生１０名が京都の旅館までわ
ざわざ来てくれて、大学生活や高校時代の経
験など貴重なアドバイスをしてくれました。
同窓生の皆様の母校を愛する気持ちと世代を
超えたつながり、そしてその絆をさらに深め
ていきたいという気持ちを強く感じました。
同窓生の皆様、いつも支えていただきありが
とうございます。
令 和 元 年 も あ と ひ と 月。生 徒 の 皆 さ ん に
は、この一年の間に日々の学校生活を通して
深めた絆を大切にしてくれることを期待した
いと思います。
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１２月

人に共感できるようになる

目標

部活動結果報告

１２月
２

月 第3回考査（高校）

３

火 第3回考査（中学・高校）

４

水 第3回考査（中学・高校）

５

木 考査レビュー日（中学・高校）

６

金 中国高校生訪日団来校

７

土

〈高校〉

◆ 男子バスケットボール部 ・長崎地区高等学校新人体育大会 第２位
・第７２回全国高等学校バスケットボール選手権大会長崎県予選会
◆ 女子弓道部 ・第３８回全国高等学校弓道選抜大会長崎県予選会
女子個人 １年１組

1０ 火

GTEC（高1・２）
土曜補習（高３）
三者面談①（高３：～12／1６）
人権に関する講話(高校)

1１ 水 三者面談②（高３）
1２ 木 三者面談③（高３）
1３ 金 三者面談④（高３）
1４ 土

清水菜穂

第３位

◆ 囲碁将棋部 ・長崎県高等学校文化連盟総合文化祭 将棋部門新人大会
男子団体Ａチーム 第２位
女子団体
◆ 弁論部

第２位

男子団体Ｂチーム 第３位

個人 ２年１組 宮路真華

１年１組 青木輝波
◆ 理学部

優良賞

・長崎県高等学校総合文化祭 展示発表の部

部活動部門

「実験によるボイル・シャルルの法則の検証～携帯暖房機の製作を目指して～」優良賞

「軽くカバンを持つには」 優良賞
◆ 図書部

・長崎県高等学校総合文化祭図書部門

第１６回ライブラリーフェスティバル大会

センタープレ②（高3:長崎大学）

図書館ＰＲ大賞コンクール 優秀賞

1６ 月 三者面談⑤（高３）

第３位

・長崎県高等学校総合文化祭 弁論部門

県下一斉実力テスト（高1・２）

1５ 日 センタープレ②（高3:長崎大学）

図書館広報誌コンクール

◆ 新聞・文芸部
部誌部門

・長崎県高等学校総合文化祭文芸コンクール
『万東』 優良賞

散文部門 １年６組

野本美冬

佳作

１８ 水 SGH中間発表会（高２）

詩 部門 １年６組

野本美冬

佳作 １年４組 二階堂杏 佳作

◆ ダンス部 ・第２回長崎ウエスレヤン大学ダンス甲子園 一般投票優勝
◆ 放送部

2１ 土 土曜補習（高全）
２３ 月

三者面談①（高１・２）長崎東安全の日
グローバルデー（中学）

２４ 火 終業式・大掃除
25 水 GPS（高１・２）
26 木
27 金

・第４１回 九州高校放送コンテスト 長崎県大会

アナウンス部門 １年６組 山崎遥 優良賞
◆ 美術部

・第６４回 長崎県美術展覧会

デザインの部
◆ 美術科

三者面談②（高1・2）

２年１組 野口明香里 入選

・２０１９年度明るい選挙啓発ポスターコンクール

２年１組

松崎木乃美

入選 ２年２組 大川桃愛

入選

２年７組

高田純奈

入選 ２年７組 松本理佐

入選

冬季講座（中３）冬季補習（高全）
三者面談③（高1・2）

◆ 公民科
1年２組

中野志央理

福岡国税局長賞

冬季講座（中３）冬季補習（高全）

1年３組

中町己晴

長崎税務署長賞

三者面談④（高1・2）

1年3組 井上実璃

冬季講座（中３）冬季補習（高全）

1年7組 梅本紗英花 長崎税務署管内税務運営協議会会長賞

2８ 土 土曜補習（高全）
２９ 日 センタープレ③（高３）
30 月 センタープレ③（高3）
３１ 火 学習会（高３）

優秀賞

ビブリオバトル １年７組 前田萌花 第２位

1７ 火 保護者面談週間（中１・２～12/20）

１９ 木 SGH中間発表会（高1）

第３位

・税に関する高校生の作文

長崎県租税推進協議会 代表幹事賞

〈中学校〉
◆ 理学部

・第６３回

日本学生科学賞 長崎県審査

「魚類の研究をするために」優秀賞
◆ 美術科
３年１組

・２０１９年度明るい選挙啓発ポスターコンクール
深松龍太朗

入選

３年２組 向井春賀

入選 小倉葵

３年３組 川原奈々

入選

入選 矢野亨
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入選

中学

中２職場体験・中１職場訪問

１０月２３～２５日に、中２（１５回生）の職場体験学習が行われ、ほぼ一人一企業
に受け入れていただき職場体験学習を行うことができました。働くことや自分自身の将来
について、今まで以上に広い視点をもって考える機会となったと感じています。また、１０月２４日には
中１（１６回生）の職場訪問が行われ、２０名ずつ６班に分かれそれぞれ２箇所ずつの事業所を訪問し仕
事に対する理解を深めました。

高校

幼稚園との交流学習

高校1年の家庭科で、くるみ幼稚園との交流学習を実施しました。
クラスごとに、０歳児から５歳児まで様々な年齢の園児とペアを組
み、一緒に遊びを楽しみながら、子どもの発達の様子について観察し
ました。日頃、小さい子どもと接する機会が少ない生徒たちですが、
それぞれに接し方を工夫して園児と仲良くなり、別れ際には折り紙の
名札を渡して名残を惜しんでいました。身近に接することで、子ども
を社会で育てる大切さを体感する機会となりました。

高２
中・高

高３
高校

「東南アジア青年の船」学校訪問

１０月２８日（月）、「東南アジア青年の船」事業に参加している１０ヶ国３０名の青年が本校を訪
問し、本校生徒３３名（高１：１０名、高２：２３名）と交流しました。校長先生の英語での歓迎あい
さつの後、青年の皆さんが国別に趣向を凝らしたあいさつで場を和ませてくださり、生徒たちの緊張感
もほぐれていきました。探究やＳＧＨで取り組んでいる課題研究の内容を中心にグループディスカッ
ションを行ったり、平和への祈りを込めて折り鶴を一緒に作ったりして、短い時間でしたが中身の濃い
時間を過ごすことができました。
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中１

中学

中3修学旅行

中学３年生（１４回生）は、１０月２２～２５日に大阪・奈良・京都・神戸の関西修学旅行に行ってき
ました。１日目はなんばグランド花月で本物の笑いに触れ、２日目は奈良で石舞台およびキトラ古墳、さ
らには法隆寺・東大寺など古の日本の歴史遺産に触れました。３日目は５人１グループで協力し、事前学
習で調べた場所に研修に行きました。この日は京都市内の大学を訪問することをミッションとしていたの
で、自分の将来についてより深く考える機会になりました。最終日は京都での企業研修(京セラ･島津製作
所・京エコロジーセンター)を行い、神戸から飛行機で長崎に戻りました。自分そして仲間、さらには日本
や世界の「これから」を考えることをテーマにした今回の修学旅行は、京都で後輩のために集まってくれ
た卒業生(東高６６・６９・７１回生)をはじめとする多くの方々の協力やサポートがあって充実したもの
になりました。感謝の気持ちをこれからの１４回生の成長に生かしたいと思います。

高３

高
１

中１

中学

中学合唱コンクール

１１月１２日（火）に中学校合唱コンクールが行わ
れました。与えられた練習期間の中で一生懸命に頑張
り、本番ではどのクラスも素晴らしい合唱を披露でき
て、令和初の合唱コンクールを大成功に導くことがで
きました。どのクラスの生徒も、これまでの３週間の
中でかけがえのないものを得て大きく成長しました。
仲間と切磋琢磨した日々は、賞よりも輝く青春の１
ページとして、みんなの心の中に深く刻まれたことで
しょう。また、今年も職員による合唱（中島みゆきさ
んの「糸」）が披露されました。生徒たちは手拍子を
起こして会場を盛り上げてくれました。
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