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新しい生徒会役員への期待
７月になり、これまでにない大雨が長
期 間 九 州 を 襲 い ま し た。熊 本 県 南 部 な
ど、亡 く な っ た 方 や 被 災 さ れ た 方 が い
らっしゃいます。心からお悔やみとお見
舞 い を 申 し 上 げ ま す。長 崎 県 に お い て
も、大村市をはじめとして各地が甚大な
被害に遭っています。本校も２日間臨時
休校としました。まだ梅雨が明けていま
せんし、今後は台風が発生する季節とな
ります。気象情報をしっかりと把握しな
がら、生徒の登下校の安全を図っていき
たいと思います。
さて、６月と７月は生徒会役員の選挙
と新旧役員の交代の時期でした。６月２
３日に行われた生徒会役員選挙立候補者
による演説会（放送により実施）では、
会長と副会長候補者７人が演説をしまし
た。私も全員の演説を聴きました。「長
崎東を良い学校にしたい」という気持ち
は当然ながら全員共通していました。そ
の他に「意見箱を設置したい。」「コロ
ナ禍の下、長崎東も変わる必要がある。
全員が楽しめる行事を創りたい」「努力
する人が報われる学校」「ＳＤＧｓの考
え方を生かしたい」といった、抱負を聴
くことができました。生徒それぞれが長
崎東のために何をやりたいのかを聴く機
会はあまりないので、非常に参考になり
ました。生徒会役員となって、こうした
意見が形になっていくことを願っていま
すし、それを待ち望んでいます。
７月１４日の生徒会役員任命式も、放
送で実施しました。退任挨拶をさわやか
にしてくれた尾上前会長さん。１年間大
変お疲れさまでした。就任挨拶を元気よ
くしてくれたダルトン新会長さん。これ

校長
鶴 田 栄 次
からの１年間どうかよろしくお願いしま
す。新しい生徒会役員の今後の活動に期
待しています。
７月１２日には野球の独自県大会で本
校が長崎北高校と対戦しました。惜しく
も延長戦の末敗戦となりました。テレビ
でも紹介されましたので、皆さんご覧に
なっているかもしれませんが、最後まで
粘り強くプレイをしてくれました。陸上
やバレーボールなどでも代替大会が開催
され、本校生徒が活躍をしています。
７月１７日には、長崎市中総体に向け
た推戴式を実施しました。中学生だけの
集 会 で す の で、体 育 館 で 実 施 で き ま し
た。それぞれの部の主将の決意表明は頼
もしく、それぞれの目標と、支えてくだ
さった保護者や指導者の方への感謝もそ
れぞれ表明していました。コロナウイル
ス感染防止のため、応援も限定されてお
り、少し寂しい大会になるかもしれませ
んが、１５４人の選手が市内各会場で大
いに活躍・健闘することを期待していま
す。
現在、長崎市を中心に新型コロナウイ
ルス感染者が増加しています。東京と比
較すると数は少ないのですが、４月には
ほとんど感染者がいなかった状況を考え
ると、警戒を強めなければいけないと考
えています。感染防止対策を改めて確認
しながら、生徒が元気に学校生活を送る
ことができるよう努めてまいります。
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８月

「命」について真摯に考え、
その思いをつなごう
８月
1日(土)

３日(月)～
４日(火)
５日(水)～
７日(金)

夏期補習（高３）

授業日（中高）
授業日（高）
県立中３校交流会（５日）
高３歯科検診（６日）

８日(土)

夏期補習（高）

９日(日)

平和集会（中高）

１０日(月)～
１５日(土)
１６日(日)
1７日(月)～
１８日(火)
１９日(水)

学校閉庁日

吹奏楽部定期演奏会

生徒指導部 よ り
「おもいやり」（自分の心を相手本
意に移して、考え行動すること）
学校で身につけるべき重要な社会性の
一つに「公共心」があります。公・私の
区別をきちんと付け、公共の場での自ら
の行動を律することのできる精神のこ
とです。モラルやマナーという言葉に置
き換えるとわかりやすいかも知れませ
ん。公共心は、その場にいる不特定な他
者に対して「迷惑をかけない。不快な思
いをさせない。」というのが基本です。
バスマナー然り、歩道の一列歩行然り、
図書館での学習然りです。自分だけの狭
い世界でわがまま放題に行動するので
はなく、自分の精神を周囲に向かって押
し広げ、他者を思いやることができる人
になりましょう。

授業日（高）
部活動禁止
（実力テスト前日）

９月祭のお知らせ
例年大きな盛り上がりを見せる９月祭で

授業日（中高）
開始式・内科検診（高３）
実力テスト（中高）
授業日（中高）
実力テスト（中高）
長崎東安全の日

すが、本年度はコロナ対策として以下のよ

２２日(土)～
２３日(日)

全統共通テスト模試（高３）

・体育祭ー中高合同で種目を縮小し、９月

２４日(月)～
２８日(金)

授業日（中高）
高２内科検診(２７日)

２０日(木)

２１日(金)

うに開催いたします。
・文化祭－高校は規模を縮小し、８月３１
日（月）ブリックホールで開催。中学校は
１０月１０日（土）、学校で開催。
９日（水）に開催し、後夜祭はありませ
ん。
いずれも生徒と教職員だけで実施しま

2９日(土)

学習会（高３）

３1日(月)

授業日（中高）
文化祭（高校）

す。なお、PTAの協力で、映像配信や広報
誌の作成を予定しております。詳細は決ま
り次第ご連絡します。ご理解とご協力をお
願いいたします。

nagasaki higashi information

中高

市中総体及び県高校野球大会の結果
◎長崎市中総体結果

○陸上
２年女子 800m決勝 寺井
第３位
１年男子 1500m決勝 髙橋
第４位
１年女子 100m決勝 平島
第６位
共通女子 1500m決勝 寺井
第４位
男子低学年４×100mリレー決勝
第５位
（江﨑・髙橋・松本・山戸）
○卓球男子
団体予選リーグ 対岩屋３－０勝利・対長大
附属１－３惜敗・対小江原３－１勝利
２勝１敗で決勝トーナメント進出ならず
○卓球女子
団体予選リーグ 対土井首３－０勝利・対琴
海中３－０勝利 決勝トーナメント１回戦
対山里０－３惜敗 ベスト６
○バレーボール
１回戦対桜馬場２－０勝利・２回戦対三重
０－２惜敗
○バスケットボール
男子 １回戦対小江原46－61惜敗
女子 １回戦対小島34－39惜敗
○サッカー
１回戦対緑が丘６－０勝利・２回戦対
南山０－10惜敗
○バドミントン
男子団体 １回戦対滑石２－０勝利・２回戦
対緑が丘０－２惜敗
女子団体 １回戦対緑が丘２－１勝利・２回
戦対長大附属２－１勝利・準々決勝対山里
０－２惜敗

女子個人 萩原・小林 ４回戦敗退
（ベスト１６）
○テニス
男子団体 １回戦対長大附属０－３惜敗
女子団体リーグ
対海星４－１勝利
対長大附属１－４ 準優勝
男子ダブルス 井手・笠松組
優勝
女子ダブルス 廣岩・松下組 準優勝
女子シングルス 森山
優勝
田中
第３位
○水泳
上位進出ならず
○空手
個人組手 上位進出ならず
○剣道
男女団体戦、男女個人戦ともに惜しくも
上位進出ならず

◎長崎県高校野球大会結果
７月１１日（土）、長崎県高等学校野球大会の１回戦が県営
野球場で行われました。本校の対戦相手は長崎北高校でした。
試合は９回の表まで本校が１点リードしていましたが、その裏
に追いつかれ、延長戦の結果、本校は惜しくも１－２で敗退し
ました。コロナウイルス感染拡大の影響で、甲子園という大き
な目標が失われましたが、選手達は自分達の誇りをかけて最後
までがんばってくれました。（顧問：大村）
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新生徒会役員紹介＆役員抱負

高

令和2年度新生徒会役員が発足しました。立候補した時の熱い思いを忘れず、よりよい東を
作っていってください。

会 長
副会長
会 計
執行委員
執行委員
執行委員
執行委員
監 事

２年２組
１年３組
１年７組
２年２組
２年７組
１年２組
１年５組
２年６組

ﾀﾞﾙﾄﾝ・ｴｽﾀ 小春
片山 胡桃
古賀 愛菜
二階堂 杏
山崎 遥
松尾 優花
田嶋胡都里
青木 輝波

副会長
書 記
執行委員
執行委員
執行委員
執行委員
執行委員
監 事

２年２組
２年６組
２年２組
２年６組
１年２組
１年４組
１年５組
１年２組

吉田 翔太
森 楓華
坂口 天亮
八木 あかり
真崎 晴至
本多 都姫
原 航平
中尾 有心

<新生徒会長より>
私はこの学校をもっと明るくみんなが来
たいと思える場所に変えたいと思ってい
ます。全ての生徒会活動に全力で取り組み
皆さんにとってよりよく、そして何十年経
ってもより誇れる東高にできるよう尽力し
皆さんにとって最高の思い出となる学校を
作ります。みなさん私と一緒にこれまでと
は一味違った東高を目指しましょう！

高
校

地区別安全集会

７月１日（水）７限目に地区別安全集会が
行われました。これは高校生が居住地区に分
かれて、利用するバス停ごとに問題点やバス
マナーを確認する活動です。桜馬場中学校地
区では３年１組の松添栞士郎君がリーダーと
なり、バス停ごとにグループを作り、危険箇
所の確認、バスマナーの状況などをまとめ最
後にグループで発表を行いました。その中
で、①前に詰める②リュックを降ろす③誰と
でも相席する④私語をしない、などが確認さ
れました。バスマナーに
ついては、しばしば外部
からの苦情が寄せられま
す。今後もこのような活
動を続けることで、バス
マナーの向上を図りたい
と思います。

中
高

SDGs授業月間

本校はWWL(World Wide Learning)
の拠点校です。「世界の平和と共生に貢
献するｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞなｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材の育成」
を目指して職員も研修を積んでいます
が、その一環として教員間による授業研
究が行われています。７月はその強化月
間で、中高を超えて各教科の公開授業が
行われました。参加者は授業者に感想や
アドバイスを送り、相互研究に励みまし
た。今後もこのような活動を通して、教
師の授業力・指導力を高めていきます。
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