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スクールバスの運転手さんに学ぼう
校長
福井市にある恐竜博物館を訪れた際、初めて
「えちぜん鉄道」を利用した時のことです。ワン
マン運転と思いきやアテンダントと呼ばれる女性
乗務員が乗車していて、乗車券の販売や沿線の観
光案内などを行ってくれました。乗客一人ひとり
に対して（もちろん私にも）「ご乗車ありがとう
ございます」とにこやかに声をかけてくれたの
で、車内の空気がとても和やかでした。えちぜん
鉄道に揺られながら、小学生の頃に乗っていた路
線バスのことを思い出しました。当時はワンマン
運転など無く、女性の車掌さんが切符切りや乗り
降りのお世話をしてくれました。目的のバス停ま
で、車掌さんと学校のことなどいろんな話をした
ことを覚えています。現在、路線バスはワンマン
が普通ですが、自動運転の実用化を目指して実証
実験が盛んに行われており、近い将来は運転手さ
んがいないバスに乗ることになるのかもしれませ
ん。
ひがしの生徒が、本校教職員以外で一番お世話
になっている人と言えば、間違いなくバスの運転
手さんです。本校の９５％の生徒がバスを利用し
て登下校しています。特に、朝は7時１５分ごろ
から８時過ぎにかけて２２台のバスが入構しま
す。生徒たちは当たり前のように毎日乗車し下車
していますが、運転手さんたちのご苦労はどれほ
どのものでしょうか。特に、西片橋交差点や目覚
町から学校までは、斜面地で狭いうえに曲がりく
ねった道路です。ダイヤ通りの運行を気にしつ
つ、狭い道での離合や坂道での停車と発進など気
を抜く暇がなく、神経をすり減らす毎日ではない
かと思います。プロの運転手なので運転技術が高
いのは当たり前なのかもしれませんが、細心の注
意を払っていらっしゃることに違いはありませ
ん。更に、運転手さんたちにはプロの接客も求め
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られています。アナウンスや挨拶のほか、ICカー
ドのチャージ、運賃のチェック、何よりも乗客の
安全のために、乗客の様子も常にチェックされて
います。学校に到着して生徒が下車した後のバス
では、運転手さんが一番後ろの席から前の席ま
で、忘れものがないかチェックされます。そし
て、にこやかに挨拶をされ、心なしかほっとした
表情で帰りのハンドルを握られます。日夜、乗客
の安心と安全のために働かれている運転手の皆さ
んのお仕事ぶりに頭が下がります。
ひがしでは、例年高校卒業式当日（今年は前
日）の朝、スクールバスの乗務員の方々への花束
贈呈式を行っています。高校卒業生の代表が、3
年間、６年間、安全安心なスクールバスのおかげ
で卒業の日を迎えることができたというお礼の言
葉を述べます。そして、感謝の思いを込めて花束
を贈呈します。乗務員の代表の方からも卒業生に
向けての激励の言葉をいただきます。スクールバ
スの卒業式といってもいいでしょう。これは、ひ
がしならではの素晴らしい行事ではないかと思い
ます。高校72回生の皆さんには、皆さんのため
にたくさんの汗を流してくださった運転手の方々
の働きぶりをしっかりと目に焼き付けておいてほ
しいものです。
高校７２回生、中学校１４回生の皆さんは旅立
ちの時です。心身ともにたくましく成長した姿
に、私たちひがしの教職員一同、自信を持って送
り出すことができて大変嬉しく思います。保護者
の皆様におかれましては、この３年間でたくまし
く育ったお子様の姿に、感慨もひとしおのことと
拝察いたします。引き続き、お子様の成長を楽し
みに見守ってあげてください。
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主な行事

令和元年度

表彰生徒

◎長崎東高等学校顕彰「東の光顕彰」
個人：清川 愛実
細田 智大
平田 俊輔
◎長崎県教育委員会表彰（優良卒業児童生徒表彰）
金出 大和
◎長崎県高等学校体育連盟表彰
卒業生顕彰 谷川 海斗
◎長崎県高等学校文化連盟顕彰
卒業生顕彰 浦川 愛実

部活動の結果
〈高校〉
◆ 卓球部
・ＫＴＮ杯・第２９回長崎県卓球選手権大会
団体第３位
◆ 男子バスケットボール部
・令和元年度長崎県高等学校新人体育大会
第２位
九州大会出場
◆ 射撃部
・令和元年度九州高等学校ライフル射撃競技新人大会
団体の部 ＡＲ女子
第３位
ＢＰＭＩＸ 第２位
個人の部 ＡＲ女子 １年２組 梅本 美里 第６位
ＢＰ男子 ２年７組 古巣 友豊 第５位
ＢＰ男子 ２年６組 尾上 柊人 第７位
ＢＰ女子 １年３組 弥永 朱音 第２位
◆ 吹奏楽部
・第８回ＪＡＢ長崎県ソロコンテスト
２年１組 中野 楓佳 金賞および県代表・九州大会出場
２年３組 田中 友万 金賞
２年２組 森
未来 金賞
２年６組 田口 佳南 金賞
１年２組 大山 椎葉 金賞
２年１組 平野 佑佳 銀賞
２年２組 藤岡 咲帆 銀賞
・第３回全九州高等学校総合文化祭 宮崎大会
九州高等学校文化連盟賞
・第１０回まつうら音楽コンクール
高等学校部門ソロの部 １年２組 大山椎葉 金賞および優秀賞
・第４５回九州アンサンブルコンテスト
中学の部 クラリネット四重奏 金賞
高校の部 クラリネット七重奏 金賞
◆ 美術科
・第７１回明るい選挙啓発ポスターコンクール
２年１組 松崎木乃実
長崎県選挙管理委員会委員長賞
２年２組 大川 桃愛
優秀賞
〈中学校〉
◆ 中学テニス部
・第３９回長崎市テニス協会中学生テニス大会
女子団体Ｂパート 長崎
優勝
女子団体Ｃパート 長崎東中Ｃ
優勝
ダブルス
中学２年２組 森山 和夏
優勝
シングルスⅠ
中学２年２組 森山 和夏
第３位
シングルスⅡ
中学１年３組 坂西 咲耶香
第３位
男子団体Ｂパート 準優勝
シングルスⅡ
中学２年２組 笠松 風我
優勝
男子ダブルス
中学２年２組 笠松 風我
準優勝
◆ 中学図書部
・第１回ビブリオバトル大会
中学３年３組 川添 瞳子 優秀賞・審査員特別賞
◆ 中学英語科
・令和元年度長崎県イングリッシュ・パフォーマンスコンテスト
中学２年１組 諸藤 奈々 優秀賞
◆ 中学美術科
・令和元年度世界平和祈念ポスター・標語展
中学３年２組 中村 紅葉 優秀賞 中学３年３組 荒川 水紀
中学３年３組 松尾 優花 努力賞 中学３年１組 中川 亜美
中学３年１組 中川 真綾 努力賞
・第６５回長崎県小中学校児童生徒美術作品展「こども県展」
中学３年１組 北尾 いぶき 入選 中学３年２組 中村 紅葉
中学３年３組 阿多 春香
入選 中学３年３組 川添 瞳子
中学２年３組 立木 宏典
入選 中学１年１組 川内野穂香
中学１年２組 弥永 しのぶ 入選 中学１年３組 山中 栄人
◆ その他
・令和元年度長崎県統計グラフコンクール
中学１年３組 山口 優衣 特選
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入選
努力賞

入選
入選
入選
入選

強歩大会

中高

２月７日（金）、ひがし恒例の強歩大会が実施されました。各クラス内で編成された４～８名のグループが、高
校男子は約２６ｋｍ、高校女子と中学２・３年男子は約２２ｋｍ、中学１年男子と中学女子は約１６ｋｍという長
距離のコースを全員で制限時間内に走破するという目標のもと、声をかけ合いながら英彦山・金比羅山周辺の野山
を駆け抜けました。
大会当日は小雨で寒い中ではありましたが、生徒達は悪天候にも負けず気合い十分の中、各コースへと飛び出し
ていきました。コース途中には、舗装されていない険しい山道もありますが、地域の方々の声援を受けながら、本
当に長く遠い道のりを無事完歩することができました。
ゴール後は、保護者の方々が心を込めて作られた温かいうどんが、受験勉強まっただ中の高校３年生を含めて生
徒全員に振る舞われ、おいしくいただきました。本当にありがとうございました。

○結果（総合）
高校

○結果（班別）
中学（学年別１位）

高校男子

１位

1年1組

１年

1年２組

順位

班（班員）

タイム（分）

２位

2年7組

２年

２年1組

１位

1年6組1班（足立、金子、黒木、小島、濱﨑）

１４６

３位

1年5組

３年

３年1組

２位

1年5組1班（木寺、下川、立川、松浦、横田）

１５１

３位

2年5組1班（磯、市原、岩永、鈴木、田川）

１５２

高校女子
順位

班（班員）

タイム（分）

１位

1年4組A班（鹿摩、松園、三浦、吉田）

１７０

２位

2年2組A班（大川、北川、高田、藤原）

１７４

３位

2年7組A班（平川、松本、山川、森田）

１７５

中学男子（学年別１位）

高２

学年

班（班員）

タイム（分）

１年

1年1組1班（秋田、江﨑、刈芽、平、山戸、山本）

１４８

２年

2年1組1班（井手、鳥居、中里、平谷、前濵、米濱）

１６５

3年1組1班（中里、福本、元松、森下、安田）
３年

１７４
3年3組1班（奥洞、梶原、金星、河原、宮島）

中学女子（学年別１位）
学年

班（班員）

タイム（分）

１年

1年3組A班（川田、迫、畑中、坂西、松川、吉村）

１８３

２年

2年2組A班（安達、門、田中、西崎、萩原、山口）

１５１

３年

3年3組A班（大場、川添、古賀、舩本、山下）

１５３
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高３

高３

東の光 ここにあり！～学年主任 野口先生より～

平成２９年４月３日月曜日、第２回新入生オリエンテーション。何を話したか覚えている人はきっと
少ないでしょう。初めて学年主任としてみなさんの前で話したことは、その後、繰り返し、繰り返し、
話し続けたあの話です。そして、当然最後もそれです。
当たり前のことを、当たり前にできる人になる。勉強だけでなく、生活全般、人間関係、基本的なこ
とができて初めて、次のステップに上がることができる、それが、当たり前になれば、さらなる「当た
り前」に…とレベルアップを求めてきました。さあ、新生活。新しい世界での「当たり前」を探って頑
張りましょう。
想像力を身につける。行動の先を、３年後を、そして１０年後の自分を、想像して行動する。その
力は、「フォーサイト」を３年間使った初の学年として、振り返りながら計画し続ける中でしっかり身
についたはずです（？）。もちろん、ページがスッカスカの人がいるのは知っています。その反省から
学んでください。そして、私がこれまでの教員生活で常に掲げてきたのが「想像力は思いやり」です。
「よき世を創る」人には絶対欠かせない視点です。はっきり言います。自分も含め「まだまだ」です。
お互い肝に銘じましょう。
７２を好きになる！東で頑張る自分を好きになる！授業、課題、テスト、部活動。東志行にＳＧ
Ｈ、文化祭・体育祭。それから、修学旅行に探究活動。そして受験。どの場面で、何をしている自分が
一番キラキラ輝いていたでしょうね。間違いなく皆さんがあるからこその「東、東、光あり」なのだと
思います。東の光たちよ！世界できらめけ！
保護者のみなさまへ。頼りない学年主任で申し訳ありませんした。（特に、内進生の保護者の皆様
のご心配は想像するにあまりあるものがあります。）入学式で、「教育は協育、お互い協力して育てて
いきましょう。」とお話して３年。様々な場面で支えていただきありがとうございました。みな、立派
に成長してくれました。しかし、それが活かされるのは、まさにこれからです。今後のお子様のさらな
る成長を心から応援いたします。

全
体

中
学

中学生徒会 役員任命式・引継式

２月１４日（金）に新生徒会役員の任命式と、
旧生徒会役員から新生徒会役員への引継式が行わ
れました。
旧役員は、一年間やってきた思いや成果を堂々
と語りました。どの役員も自分の活動を真摯に反
省し、次期役員への期待を伝えていたのが印象的
でした。その後、大渡玲央旧生徒会長より、諸藤
菜々新生徒会長へ校旗が引き継がれました。新役
員はそれぞれが取り組
みたいことを、しっ か
り述べていました。先
輩方の思いを受け止
め、東中生徒会をよ り
よく高めてくれると思
います。

中
学

中学校内大会

２月２１日に中学校内大会が行われました。学
年別 で、サッカ ー、バレー ボー ル、バ スケット
ボール、ドッジボールを行いました。生徒達はク
ラス一丸となって一生懸命に取り組み、熱戦が繰
り広げられました。校内大会は各学年の体育委員
が中心となり、種目やルールの検討、ライン引き
や道具の準備、競技や開閉開式の運営まで行いま
す。また、各部活動の部員が審判を担当したり、
朝の準備にボランティアで来てくれる生徒もいま
した。行事の裏には誰かの献身的な仕事があるこ
とにも気づく、とてもいい機会になったようで
す。
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