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グローバル・リーダーの育成を目指して 

   保護者の皆様方には、御健勝のこととお喜び申

し上げます。また、平素から本校教育に対しまして、

多大なる御理解と御協力を頂き、心から感謝申し

上げます。 

 ４月８日（金）、柔らかな春の日差しのもと、平成 

２８年度岡山操山高等学校入学式を挙行いたしま

した。当日は御来賓のＰＴＡ役員の方々をはじめ、

多数の保護者の皆様の御臨席を賜り、厳粛な雰

囲気の中、素晴らしい入学式を挙行することがで

きました。 

 その後、中学校・高等学校の新入生・在校生約 

１,２００名が一堂に会して１学期始業式と対面式

が行われ、平成２８年度がスタートしました。生徒た

ちには、新しくできた先輩や後輩、同じクラスとなっ

た仲間やたくさんの先生方との出会いを大切にし

て、学習や学校行事、部活動等に、思う存分、力を

発揮してほしいと思います。 

 さて、保護者の皆様も御存知のように、本校は、

昨年度から文部科学省スーパーグローバルハイ

スクール（ＳＧＨ）に指定されました。生徒たちが将

来、岡山と日本の未来を切り拓くグローバル・リー

ダーとなるために必要な資質・能力を、「幅広く深

い教養」「課題解決能力」「コミュニケーション能力」

「リーダーシップ」「社会貢献の意識」の５つにまと

め、本校での様々な教育活動を通して、生徒たち

が身に付けていけるよう取り組んでいます。 

 現在、経済等の分野でグローバル化が急激に進

む一方、国内外の諸情勢は混迷の度を深めてい

ます。我が国においては人口減少社会を迎え、過

去の成功体験や前例が通用しない混沌とした社

会をこれから自立して生きていく生徒たちには、誰

も与えてくれない答えを自らの力で導き出し   

創り出していくことが求められています。それは、人

類が長い時間をかけて培ってきた文化や歴史、哲

学、科学等を主体的に学び、「人間とは、社会とは

何か。われわれはこれからどうあるべきか」等につ

いて「根源から」考える経験によって育まれるもの

だと私は思います。幅広く深い教養が、混沌とした

社会における判断の指針を与えてくれるでしょう。 

 また、人間は一人では何もできません。多様な価

値観や文化的背景を持つ国内外のいろいろな人

たちと互いに認め合い、協力し合いながら合意を

形成するためのコミュニケーション能力が必要と

なります。英語など外国語をマスターすることは、コ

ミュニケーションのツールとしてますます重要とな

りますが、正しく美しい日本語をしっかりと身に付

けることで、自他が相互に理解し合う能力を高める

ことも、とても大切です。 

 さらに、自らが目指すビジョンを掲げ、郷土岡山

や我が国を導いていくリーダーシップや、自分たち

の知恵と工夫と協働により、社会の秩序を自ら作

り出す主体となっていく意識を醸成することもより

必要となるでしょう。 

 日本がこれからも成長・発展していくためには、

私は「教育」が何よりも必要だと考えています。グ

ローバル化など社会の変化に柔軟に対応し、社会

の一員としての自覚を深め、様々な場から将来の

姿を構想し、リードしていく「人材」こそが、我が国の

そして郷土岡山にとって大切な資源です。我々の

未来を託すことのできる、日本や国際社会の未来

を切り拓く高い志を持った生徒を本校でしっかりと

育て、社会に送り出していきたいと考えています。 

 私たち岡山県立岡山操山高等学校の教職員

は、ＳＧＨをはじめとする本校での様々な教育活動

を通じて、生徒一人一人が自律的に学習を進める

ことができるとともに、より広い視野で物事を捉え、

困難な課題に対しても、解決に向けて自ら考え果

敢に挑戦する大樹のごとくたくましい人間として成

長するよう、一丸となって取り組んでまいりますの

で、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

校長 近藤 治 
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今年度の人事異動 

４/19(火)～21(木) １年宿泊研修 

５/14(土) 中高授業公開(一般対象) 

５/16(月)～20(金) 第１回学力テスト 

５/17(火) ＰＴＡ総会 

５/18(水) 代休 (5/14より) 

５/21(土) １・２・３年土曜活用講座 

５/24(火) 春季球技大会 

６/１(水) ２年第１回実力テスト 

６/８(水) １年第１回実力テスト 

６/８(水)～９(木) ３年第２回模擬テスト 

６/18(土) １・２・３年土曜活用講座 

 

６/21(火)～24(金) ２年修学旅行（関東） 

     ～25(土) ２年修学旅行（海外） 

７/４(月)～８(金) 第２回学力テスト 

７/19(火) 大掃除 終業式 

７/20(水)～ １・２・３年補習 

７/26(火) オープンスクール 

７/28(木) インターハイ総合開会式 

８/16(火)～26(金) １・２・３年補習 

８/25(木)～26(金) ３年第３回模擬テスト 

 

※８/29(月) 始業式 １・２年宿題テスト 

 

転出・退職者 

 校長  松沢 克彦 (退職） 

主幹教諭・音楽 宮武 恭子 (岡山城東高校へ) 

 国語 西村 晴江 (退職) 

    岡本 里香 (岡山県教育庁高校教育課へ) 

    山口 剛宏 (県立岡山操山中へ) 

地歴公民  赤城 一朗 (西大寺高校へ) 

    近藤 由規 (退職) 

 数学  高田 一成 (瀬戸高校へ) 

    佐伯 泰臣 (倉敷青陵高校へ) 

 英語  調子 和紀 (退職） 

     ミラー・ジェームス (退職) 

 保体 田中 翼（退職） 

支援員  文箭 こずえ (退職) 

    伊加 愛 (退職) 

事務局長 柏山 和子 (退職)            

 主事 斉藤 健 (県航空企画推進課へ) 

 主事 草野 敦子 (古代吉備文化ｾﾝﾀｰへ)     

転入者 

  校長 近藤 治 (総合教育ｾﾝﾀｰから）  

   

  国語 藤井 順子 (岡山南高校から) 

     武田 みちの (和気閑谷高校から) 

     永瀬 理恵 (採用)  

地歴公民  小池 毅 (玉野高校から) 

 数学  岡崎 信雄 (西大寺高校から） 

     那須 百年子(東岡山工業高校から)  

     木野 達也 (採用) 

 理科  草薙 律 (採用) 

 英語 藤井 絵美 (採用)     

 保体 安原 裕馬（採用） 

 音楽 佐藤 量太郎(岡山東商業高校から)      

 

事務局長  山本 恭輔 (生涯学習ｾﾝﾀｰから)       

  主事  秋吉 俊輔 (倉敷天城高校から) 

ホームページをご覧ください 

 学校行事の様子や部活動の実績など、岡山

操山高校の今をホームページでお伝えしてい

ます。今年度よりデザインをリニューアルし、さ

らに充実した内容になっています。即時性を大

切にして更新していますので、岡山操山高校

の「今」、つまり最新の情報を得ることができま

す。学校からの配付物とあわせてご覧くださ

い。                     

「和して流れず」 

             について 
 

 学校通信は、学校と家庭が

協力し連携を一層深めること

を通して、お子様の成長を援

助するという目的で、学期に１

回発刊しています。本校の教

育理念や保護者の方へのお

知らせ、お願い等を発信して

いきますので、他の配付物と

あわせてお読みいただき、役

立てていただければ幸いで

す。 

 タイトルの「和して流れず」

は、本校の前身の一つである

明治33年開校の「岡山県高等

女学校（略称・一女）」で語ら

れていた精神です。本校前庭

には、全国初の女性国会議

員の一人、近藤鶴代女史の

手による石碑もあります。この

精神は「社会の一員としての

自覚を深め、互いに認め、と

もに高め合う、豊かな人間性

を持った生徒を育成する」とい

う本校の教育目標にもつなが

るものです。保護者のみなさ

まとも協同しながら、よりよい

教育活動を目指していきたい

と考えていますので、ご協力

をよろしくお願いします。  


