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新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
さて、昨年末に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、このような
形で入学許可を行うことになり、皆さんも困惑しているでしょうし、保護者の方々も残念
でならないと思います。わずか３週間前の３月中旬には、感染者数は全世界で 10 万人、
死者はおおよそ 5,000 人でしたが、今や感染者は 120 万人、死者は 68,000 人と報道され
ています。ワクチンや新薬の開発までには１年かそれ以上かかる見込みだとも言われてい
ます。私たち一人一人が正しい行動をとることでしか、オーバーシュートを防ぐことはで
きません。私たち教職員は皆さんと共に、強い意思と忍耐力で、この難局を乗り切ってい
きたいと思います。入学式は、後日改めて実施します。
さて、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１月１８日に
創立 80 年を迎えた、伝統ある進学校です。11 月には、創立 80 周年記念式典を行います。
皆さんは、まさに節目の年に青山高校に入学するわけです。
本校は、東京都教育委員会の「進学指導重点校」の指定を受けています。AD

ALTA「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。
学習の成果は、授業に臨む目的意識によって左右されます。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、目的意識をもっている生徒の方が圧倒的に高
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、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
する態度も培うよう努めています。
みなさんには、学ぶことは楽しいという実感がもてるようになってほしいと願っていま
す。また、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。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
でお伝えします。

Boys and girls, congratulations on your admission to Aoyama High School,
one of the most highly selective of all Metropolitan high schools! I would like
to talk about two things at this starting point in your high school lives.

First, looking back on the year 2019, we have witnessed some good things,
one of which was the enthronement of Emperor Naruhito. His Majesty
Emperor Naruhito ascended to the throne last October and rode in a parade
on the 10th of November. A new era has begun. There are expectations that
Emperor Naruhito, the first emperor with a college degree who also studied
abroad, will, together with Empress Masako, internationalize the imperial
household.
Second, some economists say two-thirds of human jobs will be replaced by
IoT and AI. It is hard to imagine how our society might change in the next
ten years. That’s why you all should be lifelong learners. I think we learn
because we want to be happier. And to stop learning means to stop becoming
happier. If you stop learning, you will not be able to adapt yourselves to
changes in our society. If you can’t be happy yourself, you won’t be able to
make our society better. You will learn critical thinking and methodology at
our school. That will help you adapt yourselves to new realities. And skills
in mathematics and science are relevant in many fields of study and
employment.
I have told you two things: first, that we have welcomed in a new era, and,
second, that you should become lifelong learners.
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.
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・改善を保護者や生徒の皆さんと共に進めています。皆さんの青
山高校での生活が充実したものとなり、ひいては、青山高校のさらなる発展につながるこ
とを期待しています。

