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2019/01/08 【ＮＥＷ】本⽇は３学期始業式 | by toyokoweb

 冬休みも終わり、今⽇から３学期です。
  始業式の校⻑の式辞は以下のとおりです。

  
 ２学期終業式では、「ノーベル平和賞の話題から⼈権を⼤切にして気持ちよく過ごせる学校にしてほし
い」という話をしました。

  さて今⽇は、テストの話をします。
  私がもっとも最近受けたテストというと、昨年受けた⼤学院の⼊学試験です。資料が与えられ、その要

約と⾃分の考えを⼩論⽂にするというペーパーテストと、⾯接での⼝頭試問がその内容でした。
  この年齢になっても、テストは嫌なものですし、緊張もしました。しかし、落ち着いて⾃分の⼒を発揮

すればよい、と⾃分に⾔い聞かせ、テストを無事終えることができました。
  不思議なもので、試験会場では、周囲の⼈が⾃分より優れている⼈のように⾒えるものです。冷静に考

えればそれは思い込みであって、試験の本質は⾃分との闘いなのですから、周囲をあまり気にする必要は
ないのです。

  ３年⽣の諸君はセンターテストを間近にして、不安な気持ちの⼈もいるかもしれませんが、受験⽣は皆
不安なのであって、あなただけが特別に不安であることはないのです。

  「⼆枚腰」という⾔葉があります。よく似た⾔葉で「⼆枚⾆」という⾔葉もありますが、こちらの⽅
は、⽭盾したことを⾔うことや、うそをつくことを表す⾔葉で良い意味ではありません。しかし、「⼆枚
腰」の⽅は違います。「⼆枚腰」とは、相撲や柔道で、⼀度崩れたようでも⽴ち直る粘り強い腰のことで
す。困難に遭遇しても、この⼆枚腰の粘り強さを持ってください。

  皆さんにお願いがあります。その場で、１・２年⽣は3年⽣の⽅、左側を向いてください。3年⽣の⼈は
1・2年⽣の⽅、右側を向いてください。１・2年⽣の皆さん、3年⽣の多数がこれから受験をします。激励
の気持ちを込めて「拍⼿をお願いします。（拍⼿）続いて3年の皆さん、⾃分⾃⾝と後輩への感謝をこめ
て拍⼿をお願いします。

  どうか、今年1年が良い年でありますように。以上で話を終わります。
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2019/01/07 豊陵会 facebook より | by toyokoweb

 先ほど、２⽇に出発したマレーシアフィールドワークに参加した２２名の豊⾼⽣が無事帰国したｒとの
連絡がありました。毎⽇の報告でも特に事故もなく旅程どおり⾏われたと聞いています。

  
 さて、豊中⾼校の同窓会である豊陵会の新春のfacebookからの引⽤です。

  ⼀つ⽬は、新春らしいかわいい画像から・・・。昨年倒⽊した本校のシンボルであるヒマラヤ杉の切り
株の上に今年の⼲⽀のイノシシがいます。

 

  
 ⼆つ⽬は、全国的に⾒られる⾼校の再編整備の記事についてです。中学⽣の減少が⼤阪府でも顕著です
が、⼤阪府では条例で、「3年連続して定員割れを起こし改善の⾒込みが困難な場合に再編整備の対象と
なる。」とされており、記事に取り上げられた府⽴の伝統校もそのルールに則ったものです。豊中⾼校の
場合、本校は倍率１．４倍程度で推移し条例の対象になる事はあまり考えられませんが、能勢分校は昨年
も厳しい志願状況でした。それぞれの伝統を⼤切にしながらも、今の中学⽣に選んでもらえるような豊⾼
を維持することが⼤切であり、それが豊⾼の維持・発展の要であると考えています。
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2019/01/04 豊⾼⽣22名がマレーシアへ | by toyokoweb

  １⽉２⽇から７⽇までの６⽇間、SGH事業の⼀環として、マレーシアフィールドワークに豊⾼⽣22名が
参加しています。

   現地では企業訪問や現地学⽣との交流などが⾏われます。
   この体験を通じて、異⽂化の理解、英語でのコミュニケーション⼒を⾝につけてほしいと思っていま

す。
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 〈関⻄空港での出発のようす〉
 

12:01

2019/01/01 あけましておめでとうございます | by toyokoweb

あけましておめでとうございます。
 今年もよろしくお願いします。

 今朝は初⽇の出を伊丹スカイパーク(伊丹空港)に⾒に⾏きました。
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2018/12/28 明⽇から学校はお休みです | by toyokoweb

 明⽇から私ども府⽴学校の教職員はお休みさせていただきます（正式には特別休暇）。
  今晩、スキー・スノボ講習会参加者が帰阪します。そのお出迎えが今年最後の仕事となります。来年

は、本来、１⽉4⽇からの出勤となりますが、働き⽅改⾰の⼀環として、豊中⾼校の教職員には、１⽉４
⽇には会議等を予定せず、できる限り年次休暇や週休⽇の振替を⾏うよう呼びかけたところです。本格的
な始動は１⽉７⽇（⽉）となりますのでご了解ください。

  校⻑ブログもしばらくお休みとします。（次回は１⽉１⽇にアップの予定）
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 では、良いお年をお迎えください。
  

 

 

 ＜スキー・スノボ講習会のようす＞
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2018/12/27 ⼤阪サイエンスデーで⾒事優秀賞 | by toyokoweb

 12⽉24⽇に⼤阪⼯業⼤学梅⽥キャンパスで「第１１回 ⼤阪府⽣徒研究発表会」（⼤阪サイエンスデ
イ 第２部）」では、42の⼝頭発表が⾏われ、豊中⾼校は物理情報分野で優秀賞を受賞しました。研究テ
ーマは「Webページ表⽰におけるフォントの変化による情報の印象の変化」で、2年⽣の⼩⻄遥登くんが
発表しました。堂々としたプレゼンテーションと落ち着いた質疑応答での対応は⽴派なものでした。
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 ＜ホールでのプレゼンテーション＞
 

 ＜⼤阪府教育庁⾼等学校課⻑が表彰状を授与＞
 

 ＜受賞者⼀同記念撮影＞
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2018/12/26 野球部OBエッセイ⼤賞・部員地域清掃（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 １か⽉ほど前の出来事ですが、11⽉29⽇（⽊）の朝⽇新聞（全国版）に、豊中⾼校68期の野球部マネー
ジャーの塚原奈々⼦さんが、第100回全国⾼等学校野球選⼿権記念⼤会 記念「わたしの思い出・夢 ⾼校野
球」はがきエッセーコンテストで⼤賞を受賞しました。元プロ野球選⼿の村⽥兆治さん、元プロ野球選⼿
の古⽥敦也さん、作家のあさのあつこさん他が選考委員になっておられ、7072件の応募があったとのこと
です。

  塚原さんは現在、教員をめざし、京都教育⼤学で勉学に励んでいます。
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 また、12⽉24⽇（⽇）、堀⽥周辺を野球部員が清掃活動を⾏いました。
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2018/12/25 即興型英語ディベート⼤会に参加 | by toyokoweb

 12⽉22⽇(⼟)、東京⼤学⽣産技術研究所で⾏われた「第4回PDA⾼校⽣即興型英語ディベート全国⼤会」
に⽣徒の応援に⾏って来ました。PDAとはパーラメントリーディベート⼈材育成協会の略称です。

  豊中⾼校からは、2年⽣2名と1年⽣1名のチームが出場。即興型英語ディベートでは、テーマが与えら
れ、そのテーマに対して肯定的なチームと、否定的なチームに分かれて議論をします。与えられた作戦タ
イムは15分。その後20分間の英語ディベートです。この⽇は４ラウンドのディベートが⾏われました。各
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ラウンドのテーマと対戦相⼿、豊⾼チームの⽴場と勝敗は以下の通り。
  ラウンド１「修学旅⾏での⺠泊は禁⽌すべきである」⻑野⾼校(肯定的⽴場)敗退

  ラウンド２「年⾦⽀給開始年齢を70歳に引き上げるべきである」開智⾼校(肯定的⽴場)勝利
  ラウンド３「理系⼥⼦に積極的な優遇措置を与えるべきである」県⽴浦和⾼校(否定的⽴場)敗退

  ラウンド４「外国⼈労働者受け⼊れ拡⼤は⽇本に害よりも利益をもたらす」ウルスラ⾼校(否定的⽴場)
勝利

 

 ＜途中の質問に答える豊⾼⽣が（左⼿が豊⾼⽣）＞
 

 ＜ディベートが終われば、仲良く握⼿＞
 

 ＜校⻑が寄せたメッセージ＞
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2018/12/21 ２学期終了しました | by toyokoweb

 １２⽉２１⽇（⾦）終業式を⾏いました。
  校⻑の式辞は以下のとおりです。

  
 今⽇は２つ話をします。

  ⼀つ⽬はノーベル賞の話からです。ノーベル賞は、ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッ
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ド・ノーベルの遺⾔に従って1901年から始まった世界的な賞であります。
  2018年度、「免疫チェックポイント阻害因⼦の発⾒とがん治療への応⽤」というテーマで、本庶 佑（ほ

んじょ たすく）先⽣が「ノーベル⽣理学・医学賞」を受賞されました。
 今⽇の話の本論は、実は本庶先⽣の話ではありません。今年度の「ノーベル平和賞」についてです。

  今年度「ノーベル平和賞」を受賞したのは、アフリカ・コンゴの産婦⼈科医デニ･ムクウェゲさんとイラ
ク北部出⾝の⼈権活動家ナディア･ムラードさんでした。受賞の理由は、「イラク北部⾏われた、男性と⾼
齢の⼥性の殺戮、そして若い⼥性の性奴隷としての扱いを撲滅するための努⼒」に対するものでした。地
球上にはこのような⼈権がないがしろにされている⼈々がたくさんいます。国際連合が持続可能な開発の
指針として、「持続可能な開発⽬標」(Sustainable Development Goals︓SDGs) を策定しました。その中
には、「貧困」「飢餓」「戦争」をなくし、「保健・福祉・教育」の機会を保障し、「ジェンダーや⼈・
国の平等」を守り、「地球環境」を保全していくことが書かれています。

  あらためて⼈権というと堅苦しく感じる⼈もいるかもしれませんが、⼈権を⼤切にすることとは、⼈々
が安⼼して安全に⽣活することが普通にできることだと思います。その第⼀歩は、⾃分の周りの友⼈や先
輩・後輩を傷つけることなくまた、⾃分⾃⾝も他⼈から傷つけられることなく普通に過ごせるようにする
ことです。このことは⼀⾒当たり前のように思えますが、皆さんのちょっとした気遣いがなければ達成で
きません。どうかこのことを理解し、不断の努⼒をしてほしいと思います。

  次に⼆つめです。先⽇、⾃治会の執⾏部の⽣徒と話をしました。学校教育⾃⼰診断というアンケートで
⽣徒の皆さんが、「⾃然災害時の学校の対応」について疑問や不満を持っていることが分かったので直接
⽣徒の声を聞きたいと思ったからです。⾃然災害発⽣時の⽣徒への連絡⽅法として、メーリングリストの
活⽤を⾏います。あらかじめリストにメールアドレスを登録してもらうと、緊急時に連絡が⼊ります。こ
れが1点。もう⼀つは、臨時休業の補充の件です。⾃然災害等により休業になった場合は、その分の授業
の補充が必要です。来年度から、あらかじめ⾏事予定に補充⽇を明記することを検討しています。どうか
理解をお願いします。

  それではこの冬休みが有意義なものとなるよう祈念し、18⽇後の１⽉８⽇の始業式でお会いしましょ
う。
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2018/12/20 季節の⽣け花（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 事務室前に飾られた⽣け花、季節を感じさせます。
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