
校長室だより 第 102 号 平成 27 年 4 月 2 日 

創立 50 周年記念式典と生徒の「未来宣言」 

東洋大学附属牛久高等学校 校長 遠藤隆二 

 

  2015.03.13   創立 50 周年式典第一部の様子 

 

2015.03.13   創立 50 周年式典第二部 ダンス部の演舞の様子 

 

2015.03.13   創立 50 周年式典第二部 空手道部の演武の様子 

 
2015.03.13  創立 50 周年式典第二部 「未来宣言」をする生徒代表 

 平成 27 年３月 13 日（金）午前 10 時から、東洋大学付

属牛久高等学校創立 50 周年記念式典が、下記のとおり、

執り行われた。この日は朝から式典日和に恵まれた。 

 第１部・・式典・・ 

  開式の辞 国歌斉唱 式辞 祝辞 来賓紹介  

祝電披露 生徒代表慶詞 校歌斉唱 閉式の辞 

 第２部・・創立 100 周年へ、新たな旅立ち！・・ 

ダンス部の演舞 空手道部の演武 

生徒代表の「未来宣言」 

 本校が創設された昭和 39 年から数えて、今年度で 50

年目になる。この節目にあたり、本校の現在と将来を考

えたとき、ふと浮かんできたのが、1985 年５月、ドイツ

連邦議会で語ったヴァイツゼッカー大統領の「過去に目

を閉ざす者は、結局のところ、現在にも未来にも盲目と

なる。」という言葉であった。彼の演説は「ドイツの過去、

現在、将来」を考えたときのものであったが、30 代にこ

れを読んだとき、どんな場合でも「過去に真摯に向き合

い、現状を問い直せば、明るい未来への展望が開ける。」

と私なりに解釈した。それ以来、このヴァイツゼッカー

の言葉から離れられないでいる。 

 過去と向き合うことは比較的容易であるが、「現状を問

い直すこと」は意外に難しい。現状を問い直すためには、

自分の現状の職務に否応なく関わなければならなくなる

し、自分の関わる職務を着実に行う責任とその実施内容

に対する評価が伴ってくるからである。評論家のように

外野席にいて勝手に言っているだけでは済まなくなる。

職務当事者としての実施責任とその実施結果に対する評

価が問われてくるので、誰もがそれを嫌う傾向にある。

外野席にいて「あうだ、こうだ。」と言うのは易しい。「現

状を問い直すこと」が難しいからこそ、このヴァイツゼ

ッカーの言葉に魅かれるのかも知れない。 

 教職員は評論家ではなく、実践家でなければならない。

「直接な関わり・責任・評価」を自ら主体的にしなけれ

ば、その責任は果たせないのではないかと思う。知識を

教え、演習問題を解き、進学指導するだけなら、学校よ

りも優れたコンピューターや予備校等がある。学校の教

職員としてどのような職務責任をはたせるか、今本校で 



しなければならないことは何か、生徒たちに「未来に向かって生き生きと本校での職務をこなしている姿」をど

のように見せられるか、教職員一人一人の姿・言動が「生徒たちの在り方生き方」に大きな影響を与えると思う。

生徒たちは教職員一人一人の背中を見て育っていく。そういう意味で、本校教職員としての自分の現状を真摯に

見詰め、本校と生徒たちの将来の在り方を創造し、それを実践する気構えをもってほしいと思う。 

同時に「本校の 50 年の歩み」と真摯に向き合い、本校の現状と将来を見詰め直してほしい。本校の将来の在

り方を創造し、学校としてのあるべき姿の共通理解と実践目標をもって、それぞれの立場で教科・科目や校務分

掌等で実践してほしいものである。その際、多くの先生方の共同作品、あの苦労しながら作成した「創立 50 周

年記念誌」を是非、参考にしてほしいものである。私たち教職員一人一人が本校の過去の歩みに真摯に向き合い、

本校の現状を見詰め直して前に進む実践、そして、更なる充実・発展を期した「新たなる取組み」への地道な実

践が本校の次なる 50 年、100 年に繋がっていくものと思う。 

 この日の式典には、生徒も全員が参加し、学校を挙げて創立 50 周年のお祝いをした。第 1 部では生徒会会長

の木村綾乃さんが創立 50 周年の思いと今後の決意を語り、第 2 部ではダンス部の演舞と空手道部の演武が披露

された。最後に生徒の代表８名が英語による次の様な「未来宣言」を行って終了した。 

 

Toyo University Ushiku Senior High School 「Declaration for the Future」 March 13, 2015 

We are proud of philosophy as the basis of our education.  We promise to nurture our school spirit and 

tradition of philosophy.  We strive that our school is loved by every student and graduate.   

We promise to maintain our school as a place where students can enjoy learning, playing sports, and 

spending a school life enriched by many educational opportunities. 

We hope our school becomes the most internationally-minded school in the future.  The world is changing 

significantly, and the wind of globalization is sweeping our country.  We must be ready to globalize. 

We, the students of Toyo University Ushiku Senior High School, hope that our school is the choice for 

future young people, their parents, teachers and community, and one that makes students’ dreams come 

true. 

We are confident that Toyo University Ushiku Senior High School will continue to face the future.   

 

東洋大学附属牛久高等学校 「未来宣言」 2015 年 3 月 13 日 

私たちは、「諸学の基礎は哲学にあり」の精神を誇りに思います。 

私たちは、建学の精神と伝統ある哲学の教えを育みます。 

私たちは、母校が全ての生徒と卒業生に愛されるよう努力します。 

私たちは、学校が学習やスポーツを楽しみ、多くの教育の機会に恵まれた生活を楽しめる学舎であることを約束

します。 

私たちは、私たちの学校が世界に最も開かれた学校になることを願っています。いま、世界は大きく変化し、グ

ローバル化の波が我が国にも押し寄せてきています。私たちは、世界で活躍する覚悟でいます。 

私たち、東洋大学附属牛久高等学校の生徒は、この学校が未来の若い人たち・保護者・先生方、そして社会の皆

さまから選ばれる学校でありたい。また、生徒の夢を叶える学校でありたいと願っています。 

私たちは、東洋大学附属牛久高等学校が未来に向けて進化し続けていくことを誓います。 

 本校の校歌の２番に、「燃える希望も はつらつと とおい昔を とおい未来を、心に描き、励む楽しさ 

研鑚のよろこびよ なごやかに、大らかに 明日の夢 湧くところ 牛久高校 英知の泉よ」とある。生徒たち

一人一人の「明日の夢」と「燃える希望」を実現するために、「遠い昔」と「遠い未来」を常に心に描きながら、

自己の現実を見詰め、自己を律して、和やかに、大らかに研鑚に励んでほしいと願っている。この日の「未来宣

言」は、生徒たち一人一人のこれからの生活の「指標になる」のではないかと期待している。 

 次号は創立 50 周年記念式典における「校長式辞」を掲載したい。 


