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「自立への道程 Ⅱ」

永瀬 嘉之
校長の永瀬嘉之です。２年目の勤務そして教員生活最後の年度

となりました。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
３５期生２２７名を迎え、平成２９年度がスタートしました。

今年度も開校以来不変の教育方針である「高い知性と、すぐれた
人格を備え、心身ともに健全で、人間性豊かな人材の育成をめざ
す」ことの具現化に、「師弟同行」をモットーに、学校を挙げて
取り組んでいきます。この歴史と伝統の上に立ちつつ、変化の激しい現代社会を生
き抜くことができる人を育てるべく、平成２７年度に「松江東高校グランドデザイ
ン」を作成し、その中で、次の「３つの力を育てる」ことを、教育重点目標としま
した。

○「人とつながって生きる力」を向上させる
○「自己の未来を切り拓いていく力」を向上させる
○「地域社会の未来と関わる力」を育成する

また、この重点目標と連動させ、「育てたい生徒像」を「自分らしいライフデザ
インの実現をめざす生徒」さらに、「目指す学校像」を「生徒の可能性の拡充に、
師弟同行で挑戦する学校」と定めました。イメージ図は２ページ目をご覧ください。
そして、昨年度から３つのことを行っています。生徒・教職員で共有する合い言

葉としての「自立への道程(みち)」、心を整えてものごとにあたるための「黙想」、
今まで通り、昨年と同じではなくちょっとでも変えていく勇気とチャレンジ精神を
持ってほしいと言う意味での「小さな変化・挑戦」。それぞれ今年度も継続して
行っていきます。生徒一人一人が各自の自立した１８歳の姿を考え、行動し、模索
していく道のりを教職員全員で支援していきたいと思っています。
さらに、今年度は新しい学習指導要領を意識し、大きく変わろうとしている大学

入試制度に対応できるように、授業、課題、講座、試験など学びの環境を見直し、
改善していこうと考えています。学びを自ら取りにいく「アクティブラーナー（主
体的学習者）」の育成を目標に、２つの「問」つまり「発問」と「作問」を意識す
ることを教職員の共通理解としました。しっかりとした基礎・基本の習得を基盤と
して、意欲的・積極的な学びとなるように取り組んでいきます。卒業生会の支援に
より、１年生のすべての教室にICT機器を常設することもできました。新しい学び
にもチャレンジしながら進めていこうと思っています。
高校入試改革も２年目となり本校を取り巻く環境が一層変化しようとしている今、

変化を止めず、「行きたい学校 行かせたい学校 行くべき学校」を目指して魅力
化を進めていきたいと考えています。これからも本校教育の推進に、ご理解ご支援
をよろしくお願いいたします。

校長 永瀬 嘉之



松江東高等学校グランドデザイン

教育方針
高い知性と、すぐれた人格を備え、心身ともに健全で、人間性豊かな人材の育成をめざす

生徒の持つ可能性の拡充に、師弟同行で挑戦する学校
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4月10日（月）：着任式・始業式が行われました！
昨年度末13名の先生方とのお別れがありましたが、この

たび13名の先生方が着任されました。着任式では、着任者を代表して山﨑教頭先生が「生徒
たちが夢の実現を目指し、笑顔で過ごせるように頑張りたい」とお話されました。
また、始業式では校長先生が「正しい忖度(そんたく)をできるようになってください。」と

述べられました。
【転入者】 山﨑 誠 （教頭）

小川麻衣 （国語）
大屋えりか（地歴・日本史）
福本亨充 （地歴・日本史）
児玉 諭 （数学）
柏木哲也 （数学）
手錢隆志 （数学）
松浦和枝 （理科・生物）
福田誠治 （体育）
荒川宏子 （英語）
北野美和 （家庭）
下岡光子 （養護）
安田雅美 （事務・企画幹）

平成29年度「自立への道程 Ⅱ」 スタート ！

着任式・始業式

4月1１日（火）：入学式が挙行されました！
本校第３５回入学式が挙行され、来賓の皆様、保護者の方、在校生、

教職員の拍手に迎えられるなか、新入生２２７名が松江東高校の一員となりました。
校長先生からは、変化に富んだ社会で生き抜く力を養うことが東高の「自立への道

程（みち）」であるということ、そして授業前や行事前に行う黙想を通して「心を整
える」ことを大切にしようというお話がありました。

新入生たちは期待を感じさせる呼名と
希望に満ちた宣誓をしてくれました。
初めての高校生活に不安を感じている

人もいると思いますが、みなさん
一緒に頑張りましょう！

入学式

よろしく
お願い
します !!

「黙想」心を整え、新たに挑戦！！

祝 入学おめでとう！
新１年生 227名



新たな伝説のスタート、部活動の力で学校を元気にしよう！！

5月
10日 生徒総会
12日 中間試験（～15日）
13日 ＰＴＡ総会
16日 総体壮行式
17日 総体激励週間

（～総体終了まで）
26日 前期総体（～28日）

6月
1日 後期総体（～4日）
5日 総体報告会
7日 ＥＴＣ
13日 芸術鑑賞
16日 ２年校内実力テスト
17日 土曜講座
27日 期末試験（～7/1）

7月
4日 球技大会
8日 土曜講座
12日 ＥＴＣ
13日 １・２年進研模試
20日 保護者面談（～28日）
21日 終業式
24日 夏期講座（～28日）

島根県立松江東高等学校
〒690-0823 島根県松江市西川津町510番地
TEL: 0852-27-3700(代表) FAX: 0852-27-3703
HPアドレス http://www.matsuehigashi.ed.jp/

学校だより「EAST NEWS」(カラー版)はホームページにも掲載し
ています。バックナンバーもありますので、ぜひご覧ください!!

行事予定

編集・発行 松江東高校総務部

東高アラカルト
【 バスケットボール部 】 中国大会予選 中国大会出場！
＜男子＞ 第2位 ベスト5賞 中村 葵
＜女子＞ 第2位 ベスト5賞 前田陽香
【 ボート部 】 中国大会予選 以下のクルーが中国大会出場権獲得！
男子４×＋（小堀・永海・津森・安部・柳田）１クルーのみ出場（１位）
女子４×＋（内藤・清水・吉原・田中・浮田）１クルーのみ出場（１位）
男子２×（田中・岩成）２位 女子２×（安達・林）２位
男子１×（高木）１位、（吉田）３位、（菅沼）４位 女子１×（梶谷）２位、（景山）３位、（松原）４位
【 剣道部 】 中国大会予選 女子団体、個人戦ベスト３２以上の６名が中国大会出場権獲得！
＜男子団体＞ ベスト８ ＜女子団体＞第３位
＜男子個人＞ 石原勇希・國光大樹・藤原悠也（ベスト３２）
＜女子個人＞ 岸本彩夏（ベスト８）、尾嶋舞（ベスト１６）、豊田悠未奈（ベスト３２）
【 アーチェリー部 】 男女団体中国大会出場権獲得！
＜７０ｍ・少年女子＞ １位 若槻歩夢 ２位 渡部麻奈美 ３位 安達 慧
＜７０ｍ・少年男子＞ ５位 竹谷 恵寿
＜５０/３０ｍ・少年女子＞ １位 若槻歩夢 ２位 安達慧 ３位 渡部麻奈美
＜５０/３０ｍ・少年男子＞ ２位 竹谷 恵寿
【ハンドボール部】 中国大会予選 男女中国大会出場権獲得！
＜男子＞ 第3位 ＜女子＞ 第3位
【弓道部】 中国大会予選 男女２名中国大会出場獲得！
＜男子＞ 第3位 松崎弘哉（12射10中）
＜女子＞ 第6位 田部美緒（12射7中）

４月26日（水）遠足に出かけてきました！
１年生は古代出雲歴史博物館・出雲大社と日御碕、
２年生は境港の水木しげるロード＆とっとり花回廊、
３年生は蒜山高原センターに赴きました。
あいにくの雨でしたが、学校を離れみんなで楽しく
親睦を深めました。

今後の東高生の
活躍に期待です！

１年生 ２年生 ３年生

遠足に行って
きました！


