平成３１年度 東京都立青山高等学校 第７４回入学式 校長式辞
多くのご来賓の皆様にご臨席賜り、本日ここに入学式を挙行できますことを厚く御礼申
し上げます。
保護者の皆様、お子様の入学の姿を間近にご覧になり、喜びも、ひとしおと拝察いたし
ます。
さて、新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんは今、これからの高校生活
に、様々な期待をもち、胸をふくらませていることと思います。
青山高校は、昭和 15 年に東京府立第 15 中学校として開校し、本年度で 79 年目を迎え
る、伝統ある進学校です。来年にはいよいよ 80 周年の節目を迎えます。また、来年は 56
年振りに、オリンピック・パラリンピック東京大会が開催される年でもあります。まさに、
本校は、世界の耳目を集める時と場所の真っただ中にあります。
本校は、東京都教育委員会の「進学指導重点校」の指定を、昨年度から更に５年間、継
続して受けることになりました。
「高きを望め青山で」をスローガンに、一人一人の生徒が、
知性と感性を磨き、心身の健康を培いながら、高みを目指す学校です。
高みを目指すには、自ら進んで、積極的に取り組んでいくことが必要です。授業に臨む
目的意識が曖昧な生徒より、自分なりにはっきりとした目標をもっている生徒は、授業の
理解度も、学んだことを応用する力も、そして学力向上の実感も圧倒的に高いことが証明
されています。本校では、こうしたエビデンスに基づき、学習のしおりに全ての教科・科
目の学習到達目標を設定するとともに、授業のねらいを明確に示し、学んだことを活用す
る場面を与えることを通して、主体的に学ぶ力を育成しています。また、ホームルーム活
動においても、発表や話合い活動を重視して生徒の自主性を育むとともに、生徒に対して
学校生活や将来の進路への期待を担任が定期的に表明することにより、主体的に学び続け
ようとする態度と将来を真剣に見つめる力も培うよう努めています。
新入生のみなさんには、何よりもまず毎時間の授業を大切にしてほしいと思います。学
習と喜びは別のものではありません。ホモサピエンスの私たちにとっては、学ぶことこそ
喜びそのものであるのです。つまり、私たちが学ぶのは、幸せになるためなのです。学ぶ
ことを止めてしまうのは、すなわち、幸せになることを放棄することなのです。ですから、
私も新しいことに挑戦したり、新しい知識を吸収しようと、毎日学んでいるつもりです。
体育祭や外苑祭などの学校行事や部活動も、健康な心身をつくり、教養を高めるうえで
極めて重要です。健全な思考は、健全な心身に宿るものです。得意不得意に関らず情熱的
に取り組んでほしいと思います。みなさんには、学べることを感謝しつつ、様々な体験や
友人との切磋琢磨を通して、人間として大きく成長していくことを期待します。
本校は、都教育委員会指定の英語教育推進校でもあることから、少しだけ皆さんに英語
でお話します。

Boys and girls, congratulations on your admission to Aoyama High School,
one of the most highly selective Metropolitan high schools! I would like to

talk about two things at this starting point in your high school lives.
First, on February 22nd, the day when most of you took the entrance
examination for our school, the space probe Hayabusa2 successfully touched
down on the asteroid Ryūgū. Hayabusa2 is scheduled to leave Ryūgū in late
2019 and return to Earth in late 2020. By then, you will already be eleventh
graders. If Hayabusa2 succeeds in bringing back surface samples from the
asteroid, and if those samples contain water and organic matter that are
essential for life, we may be able to get clues to the evolution of the solar
system and to the origin of life. I do hope the feat achieved by Hayabusa2
may arouse your interest in science.
Second, the Civil Code is to be amended by the end of the year 2022, and 18
will become the legal age for adulthood. You legally will be adults soon after
you have graduated. You will have to show individual responsibility. I do
hope you become highly responsible adults whose moderate behavior will be
an excellent model for others. For that, you should read as many good books
as you can. You may be able to find a soul-shaking book, one which may help
you decide how you want to live in the future.
I have told you two things: first, that I hope you will become interested in
science, and, second, that you should become highly responsible adults.
In closing my speech, I would like to tell you one more thing. Aoyama High
School is a school in which each student lives in friendly rivalry with others.
There will surely be hardships and, perhaps, bitter experiences. However,
such things are necessary for you to become mature. But if it is hard striving
to solve your problems all by yourselves, please talk to us. We will all do
whatever we can to help out, and we will always be at your side, close to you.
Thank you very much.
保護者の皆様、学校教育の成果は、ご家庭と学校の相互の理解と信頼の上に成り立つも
のと考えます。本校では、授業評価や学校評価等の結果を随時学校ホームページに公表し、
授業をはじめとする教育活動の充実・改善を保護者の皆様と共に進めております。皆様の
期待に応える学校づくりに努める決意を申し上げるとともに、本校の教育活動に対するご
理解とご協力を賜りますようお願い申し上げて、式辞といたします。
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