
校長を交代しました。12 年間のご支援に感謝します！  

校長  藤澤俊樹  

 

 先週 19 日の今年度終業式をもって校長 を池田健一副校長 と交代しました。したがって、

この「校長室 だより」も今回が最後 となります。長 い間 、チェックいただいた方々に感謝 します。

この「校長室 だより」は、最近 は私 が怠 け、ほぼ始業式や終業式等 のメッセージだけとなりま

したが、そもそもは本校写真部が寄せてくれる写真 に、私 が文章 をつけてアップしたのが始 まり

です。毎回編集 してくれた事務の鈴木 さんに心 から感謝します。  

 右の写真は片付 け途中 の校長室 です。校長室

は次年度から希望館に移 り、現校長室は教務部

室 となります。私 の片 づけ・引 っ越 しが遅 れ教務部

には大変迷惑 をかけました。まさに中途半端なまま

の校長の仕事 と同 じです。しかし反省 ・総括 も含め、

グダグダ言 うのはやめて、スッパリ次 期 校 長 の新 体

制 に委 ねます。残 課題 も多 く申 し訳 ありませんが、

新 校長 をはじめリーダーたちは能力 も意欲 も高 いメ

ンバーですので、必 ずや本校 を大 きく前進 させてくれ

るものと確信 しています。以下は最後の「2018 年度終業式 メッセージ」です。ご一読いただ

ければ嬉 しいです。   

 

──────────────────────────────────────  

  

皆さん、お早 うございます。いよいよ 12 年間勤めた校長最後の日 となりました。明日から

は理事長に専念することになります。多 くの方 が「おめでとう」と祝 ってくださいますが、私 は寂 し

い気持 ちでいっぱいです。担任 を外れ教務部長 となった時 、副校長や校長 となった時 も同 じ

気持 ちでした。この気持 ちが教員 の仕事 の素晴 らしさだと思 います。私 たちは生徒 と一緒 に

何かをしたい、学 びたいと思 って教員 になったわけです。生徒の皆 さんと離 れてしまうことはやは

り寂 しいことです。  

 

 その寂 しい気持 ちと同 じくらい感謝の気持 ちも大 きいです。校長が頼 りないものだから多 くの

教職員 が助 けてくれました。保 護者 の皆様 にも支援 いただきました。そして何 より生 徒諸君

に助けられた 12 年間でした。まずはここにおられるすべての皆 さんに心からお礼 を申 し上げます。

有難 うございました。  

 

 お陰 さまでこの間 、本校 は大 きく前 進 し活性 化 しました。私 は校長 になる前 に単位制課

程が発足 し、その主任 となり、３年後単位制課程が２クラスとなり副校長 となりました。そし

て校 長 となってからＩＣＣ〈国際 コミュニケーション科）がスタートしました。今 、そのＩＣＣの

定員増（２クラス化 ）を県 に申 請中 です。単 位制 の生 徒諸君 の優 しさ、ＩＣＣの生徒

諸君の明るさに、私 は随分癒 され、励 まされてきました。  



 

 アーツサイエンスクラスやグローバルクラスも大 変 充 実 してきました。 「ヴォーリズアワー 」や

「ASL」、さらには海外研修旅行 の取 り組 みなど「アクティブラーニング」「探 求学習 」で、かな

りの到達点 を創 り上 げてくれています。また「G チャレンジ」も魅力的です。何度か「チア」などの

活動 を見 せてもらいましたが、先 日 は近江八幡市 「手 話 のつどい」にヴォランティアグループの

諸君が参加してくれ、礼状 をいただきました。  

 

 時代状況は変化 しています。今 、求 められる力は「自分で考 え、協 働する力 」。まさに今 、

紹介 したような活動が有効 です。他 にも、この間 、13 大学 と協定 を結 び進めてきた「高大

連携教育 」や「虹隣祭 」など生徒会活動も大 きな前進がありました。とりわけ高 い到達点を

作 ってくれたのは「国際交流 」の分野 。「コロラドプログラム」や「アジア未来 プロジェクト」などの

新 しい取 り組みもスタートしました。その他 にも「インターアクトクラブ」や｢本物 との出会いプロジ

ェクト」のような地域の方などと連携 したヴォランティア活動 、生徒の主体的な活動もなかなか

他校ではできないことです。  

 

 クラブ活 動 も大 きく前 進 しました。先 週末 の運動部集会 での脇坂体育部長の報告 によ

れば、今 年度 、インターハイなど全国大会 に出場 したのはハンドボール、新 体操 、バレーボー

ル、陸 上 、水泳 部 、バスケットボール（女子）、フイギュアスケート。近 畿大会 には、加 えて

卓球部 、弓道部 、野球部 、柔道部 、バドミントン部 が出場 しました。滋賀国体に向けた強

化 拠点校 に「ハンドボール男 子 」「弓 道 部男女 」「バレーボール女 子 」「新 体操 部 」「卓 球

男女 」が指定 され、これは草津東に次いで２番目の多 さです。文化部 のことも報告 されてい

ました。合唱部や吹奏楽部 、英語ディベート等 が全国総文等 に出場 。大会実績 だけでは

ありません。県 の高文祭開会式では本校生徒 が開会式挨拶 、部門代表 として本校合唱

部 ・演 劇部 が出演 、映像紹介 され、「トリ」には本 校吹奏楽部 が演奏 と本校 オンステージ

の様相でした。ちなみに来る 3 月 31 日に本校吹奏楽部が定期演奏会を開催します。ぜ

ひ足 を運 んでください。また最近注目 しているのがサッカー部 の活動 。日本 サッカー協会のキッ

ズプログラムに積極的 に参加 。子 どもたちのボール遊 び等 のリーダーをしてくれています。部 員

にとって良い経験 となると期待 しています。  

 

 こうした各分野 での到達点 を紹介 していたらキリがありません。すべてを紹介 することは諦 め

ます。本校 は明日から新 しい体制がスタートします。校長 は池田健一副校長 。私 より決断

力 も実行力も上 。今後 ますます本校は色々な分野で高い到達点を創 ってくれると期待 して

います。生徒諸君も、それぞれの分野で頑張 って欲 しいと思 います。  

 

 ぜひ最後にこの言葉 を。「選択 を正解に！」。１年後 、２年後に「正解 にした」と言 い切 っ

て本校 を卒業して下 さい。以上 、終業のメッセージとします。長い間 、有難 うございました。  


