
2019/1/8 校⻑ブログ - ⼤阪府⽴豊中⾼等学校

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/?page_id=142 1/7

トップページ 校⻑より 学校紹介・⽣活 中学⽣の皆様 学校説明会 SGH SSH

新規登録 ログイン

            
 

　 　大 阪 府 立      TEL 06-6854-1207
 

    豊 中 高 等 学 校   FAX 06-6854-8086       
 

  

各種リンク

 

 

 

 

 

 

 

 

メニュー

トップページ

校⻑より
校⻑式辞
開かれた学校づくりに関すること
教育活動・計画・評価
学校経営計画及び学校評価
学校協議会

⽇誌

校⻑ブログ

前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次 カテゴリ選択 10件

2018/09/25 フィリピンより ２ | by toyokoweb

 フィリピンで、⼤学院の学⽣として専⾨学校⽣に将来の夢について考えることをテーマに授業をしまし
た。
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フィリピンより 1

 ⼟曜から⼤学院の研修旅⾏でフィリピンに来ています。
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2018/09/21 【連載】豊⾼のキャリア教育13 | by toyokoweb

 ◆２年 Ｔｈｅ Ｐａｔｈ ｔｏ Ｙｏｕｒ Ｄｒｅａｍ Ｎｏ．9 から（9⽉20⽇発⾏）
   ・昨⽇の進路ホームルームで、⾼校⽣活の前半を振り返るというテーマでの作業を

       ⾏いました
    １．過去︓「興味関⼼」「将来の希望」

    ２．現在︓「⽣活スタイル（⽇常⽣活・メンタルコントロール）」
          「学習スタイル（学習の質と量）」

          「⼤学研究（学部学科研究・受験科⽬調査）」
    ３．１年後の私へのエール

    ４．進路希望調査
   ・今後の予定

     10⽉18⽇（⽊）⼤阪⼤学⼯学部説明会
     10⽉下旬 ３年次選択科⽬希望調査締切

     10⽉27⽇（⼟）総合学⼒テスト
     11⽉8⽇（⽊）進路講演会

     12⽉初旬 模試分析説明会
◆１年 ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ Ｎｏ．５ （９⽉１３⽇発⾏）

    ・スタディサポート返却〜GTZ（学習到達ゾーン）の⾒⽅
     ⇒平⽇・休⽇の学習時間の減少の克服を

    ・オープンキャンパスレポート締切 ９⽉28⽇（⾦）
  〇職業別進路講演会（９⽉20⽇（⽊））

     豊⾼出⾝の「薬剤師」「警察官」「公認会計⼠」「公務員（市役所）」「会社経営」
    「エンジニア」「⼤学教授（⼼理学）」「商社」「建築」「医師」「⼩学校教諭」「アナウ

    ンサー」「⼈⼯知能」など様々な職業⼈の話を聞きました。
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 ＜さまざまな職業の豊⾼卒業⽣＞
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2018/09/20 華道部のお花（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 恒例の事務室前の華道部によるお花です。
  秋らしい作品になりました。
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2018/09/19 グロスタを地元情報誌が取材 | by toyokoweb

 放課後に即興型英語ディベートを⾏っている「豊⾼グローバルスタディーズ（略称「グロスタ」）」の
活動をタウン誌の「サンケイリビング」が取材をしました。

  訪問したのは、同誌で「元・校⻑先⽣の教育ウォッチ」の連載をしている⼤阪⼯業⼤学特任教授の兵庫
将夫先⽣とサンケイリビングの草場記者。

  当⽇のプログラムは「AI（⼈⼯知能）は有益か︖有害か︖」という抽象的でかつ今⽇的な話題で、20分
間に論理を組み⽴て、英語で賛成の⽴場と反対の⽴場からそれぞれ２〜３分のスピーチを⾏うというもの
でした。

  来⽉には、記事として掲載の予定です。
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 ＜意⾒を英語で述べる豊⾼⽣（⾚丸）とそれを聞く⽣徒と外部講師（⻘丸）＞
 

 ＜取材に訪れた兵庫教授（⾚丸中央）と草場記者（⾚丸右側）＞
 

14:00

2018/09/18 陸上部 男⼦400ｍで近畿⼤会出場 | by toyokoweb

 奈良県鴻ノ池陸上競技場で⾏われた 「第51回近畿⾼校ユース陸上競技対校選⼿権⼤会」の男⼦４００ｍ
の部に本校の⼭城爽輔君が出場しました。

   予選は7位で決勝に進出し6位となりました。
  ⾃⼰ベストの50秒80には100分の1秒⾜りませんでしたが、なかなかの健闘ぶりでした。

 

＜校⻑室で激励を受ける⼭城君＞
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2018/09/14 【連載】豊⾼のキャリア教育12 | by toyokoweb

  いよいよ「センターテスト出願」の季節です。３年⽣は願書の準備に取り掛かりました。
 （９⽉１２⽇（⽔）の７限「⼤学⼊試センター受験案内・志願票」についての説明を３年⽣に

 ⾏いました。）
 ◆３年進路だよりＮｏ．８から（９⽉１２⽇発⾏）

   ９⽉１２⽇     進路ＨＲ・・受験票下書き記⼊と提出
 ９⽉１４⽇（⾦）  担任から下書きの返却

 ９⽉１３⽇〜１９⽇ 志願票の清書、受験料払い込み
 ９⽉２０⽇（⽊）  志願票（原本とコピー）の提出校内締切

 １０⽉２５⽇頃   確認はがきの内容の確認（訂正は３１⽇まで）
 １２⽉１４⽇頃   受験票等の配付
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 ＜これがセンターテストの受験案内の表紙＞
  

  

 ＜これが、願書（両⾯）＞
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2018/09/13 梨むき実習（豊⾼の授業） | by toyokoweb

 今⽇は授業の⼀コマから。
  家庭科の調理実習の⼀環として⾏っている「梨むき」です。

  全体から芯と⽪を除いた果実の部分の重さを量って残存率も測ります。
 

 

 ＜家庭科が男⼥必修化は1994年（平成6年）なので、すでに２４年⽬になります。＞
 

06:00

2018/09/12 希望 豊⾼のヒマラヤ杉 | by toyokoweb

 昨⽇のブログでは、先⽇の台⾵で被害を被った校⾨前南側の杉の話を中⼼に書きましたが、今⽇はその
北側にある１９９４年に植樹された杉についてです。

  先⽇の倒⽊により枝が若⼲被害を受けましたが、さらに⼤きく育ってくれることを期待しています。
 

 ＜新しいシンボル ヒマラヤ杉。＞
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 ＜植樹のプレート＞
 

12:00

2018/09/11 鎮魂 豊⾼・豊中のヒマラヤ杉 | by toyokoweb

 「杉よ銀杏 眉を上げむ」－現豊中⾼校・旧制豊中中学校の校歌の⼀節である。
  １９２１年（⼤正１０年）創⽴の本校。２年後の１９２３年（⼤正１２年）には旧校舎の⽞関前に⼆本

のヒマラヤ杉が植えられたという。そして１９７１年（昭和４６年）、校舎の新築に伴い、創⽴記念⽇の
５⽉１３⽇から現在の位置に移植が始まった。翌年、うち⼀本が枯れ、２０１８年（平成３０年）、先週
の台⾵２１号の来襲までの１００年近くの歳⽉、我が校のヒマラヤ杉は本校⽣を⾒守っていた。

  卒業⽣でもある校⻑の私の率直な思いは、「ただただ残念である」という⼀⾔に尽きる。
  倒⽊は突然のことであったが、近くに住む⽅の話によると、みしみしと⽊が割ける⾳がし、ゆっくりと

その体を横たえたという。まさに”⼤往⽣”。
  怪我⼈ひとりださず、⾞の通⾏を遮ることなく逝った姿は、偶然ではなく、我が校のヒマラヤ杉の必然

であったともいえる。
  また、１９９４年に新たに植えられたヒマラヤ杉に寄りかかるように横臥した姿は、我らがヒマラヤ杉

が後⽣に託したようにも映る。
  四⽇後に⽂化祭を控え、校⻑としてしかるべき鎮魂の儀式を⾏った上で伐採の決断を⾏うこととなる。

幸い同窓⽣の神職にある⽅の協⼒を得てしめやかに儀式が執り⾏われ、我らがヒマラヤ杉との別れの時を
迎える。

  ⽂化祭の期間、現在残された株の部分に触れ別れを惜しむ来場者の姿を⽬にした。
  後⽇、株も撤去する⽇を迎えるが、遺品ともいえる⽊⽬美しき幹の⼀部分は⼤切に保管し、３年後の創

⽴１００周年の折には、豊⾼⽣・豊中⽣の思い出の品として再会を期したい。
 

 ＜ありし⽇のヒマラヤ杉（左）と植樹後約２０年のヒマラヤ杉（右）＞
 

 ＜創⽴１００周年に向けての再会を待つ幹＞
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