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2018/06/05 創⽴１００周年に向けて（豊陵会総会） | by toyokoweb

 豊中⾼校は２０２１年に創⽴１００周年を迎えますが、５⽉２５⽇（⾦）には、学校とＰＴＡ、同窓会
組織である「豊陵会」、ＰＴＡのＯＢ・ＯＧ会である「豊友会」の４団体の関係者が⼀堂に会し、豊中⾼
校創⽴１００周年記念実⾏委員会キックオフミーティングを⾏いました。

  また、翌々⽇の５⽉２７⽇（⽇）には、豊陵会の総会が⾏われ、豊⾼の近況について話をしました。総
会は参加者３００名を超える⼤盛況で、来週末に全国⼤会に出場する豊⾼ダンス部のパフォーマンスも総
会に花を添えました。

 

 ＜総会であいさつ・近況報告をしました＞
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 ＜４６期の皆さん（担任をした期の卒業⽣です）と記念撮影＞
 

07:12

2018/06/04 シンガポールから⾼校⽣３０名が来校 | by toyokoweb

 先週、５⽉２９⽇（⽕）本校と交流を続けているシンガポール・カトリック⾼校の⽣徒３０名と教員３
名が豊中⾼校を訪れました。

  今回は半⽇という短い期間でしたが、⼀緒に授業を受けたり、昼⾷を共にしたりして、豊⾼⽣も有意義
な時間を過ごしました。コミュニケーションはもちろん英語。英語を使う機会が⾃然と持てるのも豊中⾼
校の特徴です。

  最後は、メールのアドレスなどを交換するなどして、今後も交友関係を続けてほしいと思います。
 

 ＜歓迎式＞
 

 ＜中庭で⽣物観察授業＞
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 ＜数学の授業で問題を協⼒して解きます（⾚丸がシンガポールの⽣徒、緑丸が豊⾼⽣）＞
 

 ＜ランチタイム（⾚丸がシンガポールの⽣徒、⻘丸が豊⾼⽣）＞
 

06:02

2018/06/01 体育⼤会④（閉会式） | by toyokoweb

 今年の体育⼤会の結果は次のとおりでした。
  応援の部 １位 ⻘団   ２位 ⾚団  ３位 ⿊団  ４位 ⽩団

  競技の部 １位 ⿊団   ２位 ⻘団  ３位 ⽩団  ４位 ⾚団
 

 ＜競技の部の点数＞
 

 ＜閉会式のようす＞
  私からは、「⾃分の団の仲間たちへ」「フェアに戦った他の団の⼈達へ」「朝から観戦してくださった

保護者の⽅々」への感謝をこめての拍⼿を促し、挨拶としました。
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2018/06/01 体育⼤会③ | by toyokoweb
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 午後から、⽴て看板も変わりました。
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2018/06/01 体育⼤会② | by toyokoweb
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 午後の応援合戦は各団がそれぞれ、約１５分間のパフォーマンスを披露。
 

 ＜⿊団 テーマは「宇宙」＞
 

 ＜⻘団 テーマは「新撰組」＞
 

 ＜⾚団 テーマは「⻄遊記」＞
 

 ＜⽩談 テーマは「チェス＞」
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2018/06/01 体育⼤会① | by toyokoweb
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 予定どおり体育⼤会が始まりました。
  グラウンドの状態を考え、プログラムの順番を変更しての進⾏となります。

 

 ＜⼊場⾏進〜開会式＞
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 ＜各団の応援席＞
 

09:58

2018/06/01 体育⼤会準備、間もなく完了 | by toyokoweb

 本⽇順延されていた体育⼤会を⾏います。7時すぎから、運動部員が中⼼になってグラウンド整備とテ
ント張り。

  ８時３０分の開幕に何とか間に合いそうです。
 （当初、保護者席のイスの準備がどうなるかと⼼配されましたが、イスを準備することが可能になりまし

た。）
 

 ＜⽣徒との協⼒で、⽔たまりを整備＞
 

 ＜テントも設営しました＞
 

08:08

2018/05/31 体育⼤会、明⽇開催予定 | by toyokoweb

 昨⽇５⽉３０⽇（⽔）に実施を予定していました体育⼤会は、延期し、明⽇６⽉１⽇（⾦）に開催する
こととしました。

  ただし、今晩も⾬模様となりそうです。１⽇の朝のグラウンドの状況によって、開始時刻を変更する場
合もありますのでご理解ください。
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 ＜今朝のグラウンドのようす＞
 

06:58

2018/05/30 体育⼤会延期 | by toyokoweb

 本⽇予定されていた体育⼤会は⾬天のため延期いたします。
  （本⽇は、⽊曜⽇の授業となります。）

 

 
07:09

2018/05/29 京⼤講演会を豊⾼で開催 | by toyokoweb

 ５⽉２６⽇（⼟）の午後、豊⾼の卒業⽣である 京都⼤学教授・学⽣を招き、講演会を開催したところ、
⽣徒５１名（１年︓４０名、２年︓９名、３年２名）と保護者が１５名参加がありました。

  講演をされたのは、
 「京都⼤学⼤学院農学研究科地域環境科学専攻の清⽔浩教授（⾼31期）」、

 「京都⼤学⼤学院理学研究科⽣物科学専攻の中川尚史教授（⾼31期）」、
 「京都⼤学⼯学部建築学科１回⽣の⼭内⼀紘さん（⾼69期）」、

 「京都⼤学農学部応⽤⽣命科学科１回⽣の北⼭岳⼈さん（⾼70期）」
 の４名です。

  講演に続き、京都⼤学⼤学院農学研究科地域環境科学専攻の村上章教授（⾼26期）がコーディネーター
となって次のような質疑応答が⾏われました。

  Ｑ︓京都⼤学の特徴は︖ 
  Ａ︓⾃学⾃習の精神。学びたいことをとことん学べる。その分野の世界⼀をめざしている。

  Ｑ︓⾼校時代の勉強について
  Ａ︓１、２年⽣のうちは定期考査にしっかりと取り組めばそれで⼗分。⼀夜漬けという意味ではなく、

定期考査で⾼得点が取れるように普段からしっかり頑張る。
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