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2018/04/25 1年⽣ プレ⼟曜講習 実施︕ | by toyokoweb

 1年⽣を対象に、４⽉21⽇（⼟）に「プレ⼟曜講習」を実施し、⽣徒は講習の体験をしました。
  現在、公⽴⾼校は週5⽇制で基本的には⼟曜⽇は授業を⾏っていません。

  豊中⾼校でも、公開授業以外は⼟曜⽇は授業は⾏っていませんが、⼟曜⽇の午前中を活⽤して、様々な取り組みを⾏
っています。この時間帯は部活動を禁⽌にしています。

  そのひとつが「⼟曜講習」。
  １・２年⽣は、国語・数学・英語の３教科で、３年⽣は、３教科に加えて社会や理科でも⾏っています。

  新⼊⽣から、「必ず講習は受講しなければならばならないのですか︖」という質問を受けることがありますが、こん
なふうに答えます。

  講習は授業ではありませんから希望制です。実態としては多くの⽣徒が受講していますが、平⽇に⾏われる授業での
学習も結構な量になりますから、⾃分のスケジュールを考えて、チャレンジする⼈は受講してもらえれば結構です。

  
 

 ＜プレ⼟曜講習を受講する1年⽣の⽣徒たち＞
 

07:16

2018/04/24 ダンス部71期⽣引退ライブ（豊⾼の部活） | by toyokoweb

 ダンス部71期⽣（３年⽣）の引退ライブが４⽉２１⽇（⼟）の夜、箕⾯グリーンホールで⾏われました。ポスターに
もあるようにライブ名は「temps de lexu」、フランス語で「ぜいたくな時間」という意味です。

  あいにく私は所⽤で⾒に⾏けないことがわかっていたので、事前に71期⽣に、激励の⾊紙を送るとともに、後輩が準
備しライブで紹介されたサプライズ・ビデオ・レターに出演しました。

  そのときに71期⽣に送った⾔葉は、カロッサという⼈の⾔葉で、「魂のこもった⻘春は、そう安易に滅んでしまうも
のではない」です。
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 どの部活動でもそうだと思いますが、魂を込めて過ごした時間は⼈⽣にとって豊かな経験になると思います。 
 

 
07:05

2018/04/23 授業公開に300名を超える来校者 | by toyokoweb

 ４⽉２０⽇（⾦）の午後、５・６限⽬の授業を保護者の⽅々に公開いたしました。
  300名を超える保護者の⽅々にご覧頂きました。本校の授業の雰囲気を感じていただけたのではないでしょうか。

  授業公開終了後。放課後の時間を活⽤して、保護者の⽅々とホームルーム担任との学級懇談会を実施しました。
  豊中⾼校では。このように。「豊⾼⽣第１」をキーワードに保護者の皆様と「協⼒」「公開」「連携」を深めていき

たいと思っています。
 

 ＜受付担当のPTAの委員の⽅々（中央奥）の奮闘に感謝します︕︕＞
 

 ＜授業中、廊下を⾏き来される保護者の⽅々のマナーも素晴らしかったです︕︕＞
 

07:04

2018/04/20 【連載】豊⾼のキャリア教育０２ | by toyokoweb
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豊高のキャリア教育０２

　２回目の今回は、ちょうど昨日配布された２年生の進路だよりに掲載された年間予定に従って豊高のキャリア教育の話をし
たいと思います。
　まず、１～３年まで共通して４月に行われる「スタディサポート」。これはテストとアンケートからできていて、現在の学力の状
態と学習習慣をチェックするものです。５月に「個人診断レポート」が返却され、「希望する進路をかなえるために、今、取り組
むべきこと」がわかるようになっています。
　６月にあるのは進路ホームルームと選択科目の履修説明会です。将来のキャリアを見据えて、希望大学や学部のことを理
解し、翌年度の学年で履修する授業の科目選択についてガイダンスを行います。入試での受験科目も知っておく必要があり
ます。１０月には履修科目の最終決定をします。それまでに必要に応じて三者面談などが行われます。締切が早く思われる
かもしれませんが、提出された履修希望に基づき、次年度の学校全体の授業総数をシミュレーションし、次年度の教員の人
事計画に間に合わせるためには、この期限がタイムリミットなのです。
　再び１学期末にもどると、７・８月は夏休みを使って、オープンキャンパスに参加することを推奨しています。報告書を提出を
求めていて、生徒は書くことで参加した大学について知識を整理することができるのです。
　また、豊高のキャリア教育で特徴的なのが、定期的に模擬試験や実力テストを受験し、その結果（大学可能性ではなく、ど
の教科のどの問題ができなかったのか）を分析・振り返りをするプログラムがあることです。
　２年生の場合で言うと、７月・８月（テスト実施）→９月（分析）、１０月（テスト実施）→１２月（分析）、１月（テスト実施）→２月
（分析）というようになっています。なお、全員受験ではありませんが、希望者にも模擬試験受験の機会を設けています。

 　ここで模擬試験の結果について一言。模擬試験を行うとき、受験希望大学・学部を提出し、その合格可能性が実施後に戻っ
てきます。これが曲者です。これに惑わされてはいけません。３年生の前半までのこの結果は、たいていの生徒が大変厳しい
評価になります。当然です。まだ受験勉強を行っていないのですから。ここで、合格可能性が低いからと言って目標を変える
必要はありません。合格可能性に一喜一憂するのではなく、自分の希望する大学等に合格するには、どの教科のどの問題
ができていなかったのかを冷静に分析し、二度と同じ間違いをしないようにすることが大切なのです。
 

今週の配布物
 　「２年　進路だより　The Path to Your Dream　（４月１９日）」

 　　２年の進路目標
　　　１．授業・部活動・趣味など、それぞれの時間を大切にして日々を楽しむ。
　　　２．進路目標・希望大学を、より身近なものにする。
　　進路年間予定（上記の図　参照）
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2018/04/19 華道部のお花（豊⾼の部活） | by toyokoweb

 豊中⾼校の事務室（⽞関を⼊って２階にあります。）のカウンターには、いつも華道部の部員が⽣けてくれた花が飾
られています。

  先⽇から、新しい花と新⼊⽣に向けた華道部勧誘のビラが置いてありました。
 

 
07:00

2018/04/18 東京にいます② | by toyokoweb

 ４⽉１７⽇（⽕）の午前、⽂部科学省で⾏われた「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）⽀援事業の今後の⽅向
性等に関する有識者会議」に出席し、豊中⾼校におけるＳＳＨ事業について約３０分、プレゼンと意⾒交換をしてきま
した。

  本校の取り組みの中で、注⽬されたのは「海外の⾼校⽣などとの共同研究」と「卒業⽣が豊⾼⽣の研究などを⽀援す
るＴＡ（ティーチング・アシスタント）」と「ＳＳＨ事業とＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）」事業との連
携」についてでした。

  昼の新幹線で帰阪し、⼤⼿前⾼校で⾏われた校⻑協会の進学指導委員会（委員⻑をしています）の会議に出席し、こ
こでは豊中⾼校の進学指導について他校の校⻑先⽣⽅に話をしてきました。
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2018/04/17 東京にいます① | by toyokoweb

 ４⽉１６⽇（⽉）午後、東京都教育庁に⾏き、⼤阪府教育庁の指導主事とともに「東京都⽴⾼校の進学指導重点校」
などの取り組みについて取材をしてきました。

    ⼤阪では⾏われていない取り組みもあり、⼤変参考になりました。
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2018/04/16 【連載】豊⾼のキャリア教育０１ | by toyokoweb

豊⾼のキャリア教育０１
 今年度も週に１度程度の割合で豊中⾼校でのキャリア教育（進路指導）について連載します。

  また、⽣徒に配布した資料の概要もお知らせします。保護者の⽅々には、お⼦様⽅が資料をお持ちですので、ご家庭
でも「将来のキャリア（進路）」についてお話しいただければ幸いです。
 キャリア教育とは何でしょうか。

  「キャリア」（career）という⾔葉の語源はラテン語の「⾞道」なのだそうで、そこから⼈がたどる⾏路やその⾜
跡・経歴なども意味するようになったそうです。

  そして、特定の職業や働き⽅にとどまらず、広く「働くこととのかかわりを通しての個⼈の体験のつながりとしての
⽣き⽅｣ を指すようになりました。

  ⾼校でも単に進路指導ではなく、将来の社会とのかかわりや職業との関連を考えながら、⾼校卒業後の進路を考える
指導を⾏っています。

  そのことから、単に〇〇⼤学にすることが⽬的になるのではなく、〇〇⼤学で何を学び、将来どんな仕事をしたいの
かを⾒据えてほしいのです。

  
＜先週の配布物＞

  「３年 進路だより（４⽉９⽇）」
   ※９⽇には「進路だより」配布し、学年集会で進路指導主事の加⽥先⽣から

    講話を⽣徒は聞きました。
    １２⽇のホームルームで第１回進路希望調査を実施しました。

    志望⼤学名だけでなく、志望動機・将来の職業・⼊学後の学習⽬標なども
    聞いています。

  （進路だよりの主な内容）
   ☆伸びていく受験⽣とは
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    ①ゴールを決める ②その⼤学について調べる
     ③学校の授業中⼼に学習計画を⽴てる

     ④朝型の規則正しい⽣活を
   ☆進路指導の流れ

     １年間の模擬試験の⽇程など
   ☆進路指導室とガイダンスルーム
     進路指導室には５名の先⽣が常駐。過去問掲載本を貸出

     ガイダンスルームには進路関係資料多数あり
 

  
 

05:50

2018/04/13 新⼊⽣歓迎会 | by toyokoweb

 4⽉12⽇（⽊）15:00〜柔剣道場で、新⼊⽣の歓迎会が⾏われました。
  最初、⾃治会の副会⻑のあいさつがあり、その後、各クラブの1分間紹介が続きました。

  歓迎会後、グラウンドや部室などで新⼊⽣の部活動⾒学の姿が⾒られました。
  部活動には、授業などの勉強だけでは学べないたくさんのことがあると思います、

  新⼊⽣ひとり⼀⼈が⾃分に合った部活動に出会うことを期待しています。
 

 ＜しおりは、マンガイラスト研究部による作品＞
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 ＜野球部＞
 

 ＜薙⼑部＞
 

 ＜ダンス部＞
 

 ＜吹奏楽部＞
 

07:30

2018/04/12 SNSでトラブルにならない⽅法とは | by toyokoweb

 ４⽉９⽇（⽉）、⼊学間もない新⼊⽣を対象に、ネットを楽しくそしてうまく使うための留意点について外部の講師
を招いて講演会を⾏いました。内容は以下のとおり。
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 最近みんなが良く使うSNSですが、不⽤意な書き込みがトラブルの元になる事もあります。

  「冗談」のつもりでも相⼿のとり⽅によっては「ハラスメント」になることも・・・。
  書き込みに不快感を感じたときの対処法ですが、「私は」と主語をはっきりさせたうえで、「感情」を込めて、「提

案」するようにして返答するのが良いとのことです。
  「私は」があいまいだと、誰が誰に⾏っているのかが不明確になり、情報が拡散します。また、批判めいて書くと炎

上する危険性があるので、「提案」することがポイントです。
  そして、他者から⾃分に対する批判めいた書き込みがあっても「飲み込む」ではなく、「受け⽌める」に留めるのが

こつ。
  次に、写真や画像の投稿についてですが、例えば、ある⾵景の写真を掲載したとします。どこにでもある⾵景と思っ

ていても、特徴のある建物などが写っていたりすると、その画像がどこから撮影されたのかがすぐにわかってしまい、
場合によっては住所まで特定されてしまいます

    画像・動画の投稿はそんなリスクを考えて慎重にしたいものです。
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