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今年度赴任いたしました校長の野々村卓です。本校の勤務は２度目。校長としては１年
目となります。校区に自宅があり「地元の学校」である東高に勤務できることに喜びを感
じ、全力を尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昭和５８年４月に開校した本校は、この４月の入学式で３６期生２３０名を迎えたまだ

まだ若い学校です。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」ことを実現するため、学校挙げて
取り組んでいます。この歴史と伝統の上に立ちつつ、平成２７年度に

○目指す学校像……生徒の可能性の拡充に、師弟同行で挑戦する学校
○育てたい生徒像…自分らしいライフデザインの実現をめざす生徒

とする「松江東高校グランドデザイン」を作成しました。これに基づき、今年度の教育目
標は、次の「３つの力」を育てることとしました。

○「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
○「地域社会の今と未来に関わる力」を育成する

なお、以上のイメージ図はホームページにある「グランドデザイン」のページをご覧く
ださい。加えて、一昨年度から生徒・教職員で共有する合い言葉として「自立への道程
(みち)」を定めました。生徒達が「自立した１８歳」となって本校を卒業してほしいとい
う気持ちでこの言葉にしました。自立した姿を各自が考え、模索しながら進んでいく姿を
学校・家庭・地域で支援していければと考えています。
今年度の入学式では、高校３年間で「未見の我」(今の自分が知らない自分)を見つける

ために様々なことに挑戦して欲しいと話しました。今はまだ過ちが多く、弱小の自分で
あっても、将来の「未見の我」を知るまでは自分自身を大切に思うこと。それと同様に、
周りにいる人たちも全員「未見の我」を持つ存在であり、周囲の人たちも大切にして、互
いを高め合うべく切磋琢磨して欲しいとお願いしました。高校の３年間、何かに挑戦し続
けることで「未見の我」すなわち「自立した１８歳」に成長してくれると願っています。
高大接続改革が進み、学習指導要領の改訂など、本校を取り巻く環境が大きく変化しよ

うとしている今、積極的に変化を求め、教育の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。

平成３０年５月
松江東高等学校 校長 野々村 卓

「未見の我」



平成30年度「自立への道程 Ⅲ」 スタート ！

4月9日(月)着任式と始業式が行われました！
昨年度末に12名の先生方を見送りましたが、このたび隠岐高校より赴任された野々村 卓

校長先生をはじめ13名の先生方を迎えることになりました。始業式で野々村校長先生は始業
式の訓話で、本校グランドデザインにある3つの力を踏まえ、「人とは丁寧に接し、自分も人
も尊重する」、「自分にとって困難なことに挑戦する」、「あいさつをしっかりする」という
ことを話されました。
【転入者】 野々村 卓（校長）

伊藤 尚史（地歴公民・世）
大塚 次男（国語）
椋 和香（国語）
古藤 昭弘（数学）
南口 哲也（理科・生物）
佐藤 愛理（理科・生物）
内藤 永嗣（音楽）
足立 樹洸（英語）
野々内 美空（養護）
内田 晋祥（事務・企画員）
寺本 恵 （事務・企画員）
石川 晶子（業務アシスタント）

平成30年度 入学式が挙行されました！

4月10日（火）第36回となる入学式が執り行われました。入場ののち、新入生が一人一人
担任より呼名され校長より230名の入学が許可されました。校長式辞では、新入生に対して
「未見の我」を見つけてほしいという話をされました。まずは現在の自分を大切にし、そして
周りの人を大切にして「未見の彼・彼女」も見つけてほしい。そのためにも大きな志を持ち、
困難な目標に挑戦してほしいと述べられました。

入学式

新任式・始業式

よろしく
お願いします !!

祝 入学おめでとう！新１年生 230名



楽しかった遠足（4月25日）

広島の安佐動物園に行ってきました。
移動に時間はかかりましたが、広々と
した園内でたくさんのかわいい動物た
ちに癒されました。

水木しげるロードと鳥取花回廊に行っ
てきました。水木しげるロードでは妖
怪と写真を撮って楽しみました。花回
廊では、梨のアイスクリームを食べた
り、花の観察をしたりしてゆっくりと
した時間を過ごすことができました。

岡山にある蒜山高原センターに行ってき
ました。絶叫系のアトラクションをガン
ガン攻める生徒、観覧車でまったりとす
る生徒、コーヒーカップで酔う生徒、そ
してそんな生徒たちの様子をコーヒーを
飲みながら見守る先生方、それぞれ遠足
を楽しむことができました。



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！！
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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!!
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東高アラカルト

【 バスケットボール部 】 中国大会予選
男子 優勝 中国大会出場！ ベスト５賞 濱岡琉 福田大輝
女子 第４位 ベスト５賞 前田陽香
【 ボート部 】 中国大会予選 次のクルーが中国大会出場！
男子 ４×＋（小堀・柳田・岩成・永海・永田）優勝

２×（菅沼・津森）２位 （羽室・山野）４位
１×（丹下）３位 （瀬崎）４位

女子 ４×＋（宮内・吉原・梶谷・景山・小草）優勝
２×（野村・槇野）２位 （吾郷・清水）３位

【 剣道部 】 中国大会予選 男女団体と次の選手が中国大会出場！
男子 ＜団体＞ 第２位 ＜個人＞渡邊、宇田、藤井(ベスト32) 
女子 ＜団体＞ 第３位 ＜個人＞実重(ベスト8)、岸本悠(ベスト16)
【陸上部】 第７２回島根陸上競技選手権大会 次の選手が中国大会出場権獲得！
男子 ８００Ｍ ４位 吉田太一

３０００ＭＳＣ ７位 船越秀太
女子 １００M ７位 森本千陽

２００Ｍ ６位 森本千陽
４００MＨ ６位 大林里沙子
三段跳び ３位 川本侑奈
４×１００ＭＲ ７位
４×４００ＭＲ ６位

【ハンドボール部】 中国大会予選
男子 第３位 中国大会出場！
女子 第４位
【アーチェリー部】 中国大会予選
男子 ＜個人＞ ２位 今岡生太 中国大会出場！
女子 ＜団体＞ １位 中国大会出場！
【バドミントン部】 中国大会予選
女子 ＜個人＞ シングルス ベスト32 梅木祐李

ダブルス ベスト16 澁谷りあ・矢田伊吹 ペア
ベスト32 三宅 凛・伊藤有菜 ペア

【ソフトテニス部】 中国大会予選
男子 ＜団体＞ １回戦敗退 ＜個人＞ ２ペア参加
女子 ＜団体＞ ２回戦敗退 ＜個人＞ ベスト32 安部涼音・土江理子 ペア
【卓球部】 中国大会予選
男子 ＜個人＞ シングルス 10ペア参加

ダブルス ベスト32 井上拓巳・山内海空 ペア
【弓道部】 中国大会予選
男子 ＜団体＞ 予選敗退 ＜個人＞ ８名参加
女子 ＜団体＞ 予選敗退 ＜個人＞ １５名参加

5月
9日 生徒総会

11日 中間試験（～15日）
12日 ＰＴＡ総会
15日 総体壮行式
17日 総体激励週間(～6月3日)
25日 前期総体（～27日）
31日 後期総体(～6月3日)

6月
4日 総体報告会
5日 前期講座(～７月20日)
6日 ＥＴＣ

16日 土曜講座
26日 期末試験（～6月30日）

7月
3日 球技大会
7日 土曜講座
11日 ＥＴＣ
27日 終業式
30日 オープンスクール


