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2018/08/01 華道部のお花など（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 今⽇から８⽉です。
  恒例の事務室前の華道部のお花からご覧ください。

 

  
 こちらは、正⾨を⼊ってすぐ右側の花壇。ＰＴＡの⽅々が世話をしてくださっています。
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 ついでに、我が家の向⽇葵。

 

 
07:00

2018/07/31 ＷＥＢニュース記事に載っています | by toyokoweb

 リビングというタウン誌がありますが、取材を受け記事が載りました。
  誌⾯では限られた内容しか載っていませんが、ＷＥＢにはもう少し詳しい内容が・・・。

  よろしければご覧ください。
 

  
詳しい記事はこちらから

 

07:00

2018/07/30 台⾵⼀過・進学フェア開催 | by toyokoweb

 台⾵12号が近畿地⽅を通過しましたが、⼤丈夫でしたでしょうか︖
  本校でも台⾵接近に伴いグラウンドのフェンスを予め倒しておくなどの対応をしたところです。

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=joskhx6zy-351#_351
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 ＜台⾵で倒れたのではありません︕︕ 事前の対策です︕︕＞ 
  

 さて、７⽉２９⽇（⽇）はインテックス⼤阪で進学フェアが⾏われました。
  台⾵の暴⾵警報の関係で予定より２時間遅れの12時スタートでしたが、会場にはたくさんの⽅々が来場され

ました。
  豊中⾼校のブースでは１時間ごとにプレゼンテーションを⾏う予定でしたが、訪れる⽅が多かったことから

急遽、３０分に１回の割合でプレゼンテーションを⾏うようにしました。プレゼンの後は個別の質問に各教員
が丁寧に答えていました。

  昨⽇来ていただいた皆様、ありがとうございました。
 

  今後の豊中⾼校の学校説明会ですが
   ９⽉２⽇（⽇）１０︓００〜吹⽥メイシアター

   ９⽉２９⽇（⼟）１０︓００〜と１１︓００〜豊中⾼校
 です。事前予約の必要はありませんので直接お越しください。

  また、体験⼊学は１０⽉２０⽇を予定しています。９⽉上旬にはＨＰでお知らせします。
 こちらは、ＨＰからの事前申し込みが必要です。

 

07:04

2018/07/27 学校説明会開催 | by toyokoweb

 ７⽉２１⽇（⼟）豊中アクア⽂化ホールで、豊中⾼校学校説明会を⾏いました。
  とても暑い中、500名近くの⽅々が参加され会場はほぼ満員でした。

  説明会の前半は私から、豊⾼教育がめざすもの、⽂理学科の特徴、ＧＬＨＳ・ＳＳＨ・ＳＧＨとは、豊⾼⽣
の⼀週間、⼊試の話などをさせていただきました。

  後半は豊⾼⽣が主役になって、学校⽣活のことＳＳＨ、ＳＧＨのこと、部活動のことなどを説明しました。
 

 ＜ほぼ満員となった会場＞
 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo5b0ltdh-351#_351
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 ＜スライドを使って説明をする校⻑＞
 

 ＜豊⾼⽣は制服姿で説明＞
  

７⽉２９⽇（⽇）はインテックス⼤阪で進学フェア2018が実施予定です。
 豊⾼のブースは１３３です。

 なお、台⾵接近に関わり次の対応となります。
 【1】7/29(⽇) 7︓00時点で大阪府域のいずれかに「暴⾵警報」または「特別警報」が発令されていない場合

            →予定通り開催
【2】7/29(⽇) 7︓00〜9︓00の間で大阪府域のいずれかの「暴⾵警報」または「特別警報」が解除された場
合

       →12︓00〜16︓00(15︓30⼊場終了)の間で開催
【3】7/29(⽇) 9︓00時点で大阪府域のいずれかの「暴⾵警報」または「特別警報」が解除されない場合

       →開催を中⽌
  

 ⼤阪府教育庁のＨＰはここをクリック
 

 

06:00

2018/07/26 ⼈権問題の研修会に参加 | by toyokoweb

 7⽉２５⽇（⽔）に柴島⾼校で⾏われた⼤阪府⽴学校⼈権教育研究会主催の研修に参加してきました。
  講師は⼭⼝県⼈権啓発センターの川⼝泰司事務局⻑で、テーマは「寝た⼦はネットで起こされる︕︖〜部落

差別解消推進法と⼈権教育の課題〜」でした。
  ネット上では様々な情報が拡散・蓄積され印象操作が⾏われる危険性を含んでいます。ネット上の表現につ

いては法的制約が緩く、同和問題をはじめとする差別的な情報や表現が制約なく⾒ることができ、差別を助⻑
するような状況になっているとのこと。あらためてネットの普及の負の側⾯を⾒た思いがしました。

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/tyugakusei/h25_fair.html
http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=joqi26j9x-351#_351
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08:06

2018/07/25 英国語学研修 バースより | by toyokoweb

 7⽉２１⽇に出発した英国語学研修、現地の学校の登校2⽇⽬に⾏った滞在地であるバースの市内観光のよう
すです。

  現地の暑さは⽇本の暑さとは⽐べ物にはなりませんが、25℃程度まで上がり、それでも⽇中は暑さを感じた
とのことです。

  

 ＜バースってどこ︖（ロンドンの⻄です）＞
 

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jodcsx8z6-351#_351
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 ＜伝統ある町並み＞
 

 ＜海外からの⾼校⽣と共に記念撮影＞
 

07:36

2018/07/24 救急救命法講習会（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 ７⽉１７⽇（⽕）の午後、豊中消防局から職員2名の⽅が来校され、運動部を中⼼に部活動代表者30名が救急
救命法の講習を受講しました。豊中市では、年間300⼈が⼼肺停⽌で搬送されています。

  また、この前の3連休猛暑で33⼈が搬送されたとのこと。熱中症については、教職員全員に、もし発⽣した
場合の対応について先週周知徹底したところです。

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo3w6kls7-351#_351


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 7/9

  受講した豊⾼⽣は救急救命法のスキルを⾝に付けることの⼤切さを学んだと思います。
 

 

 

06:00

2018/07/23 英国語学研修に出発︕︕ | by toyokoweb

 ７⽉２１⽇（⼟）英国インターナショナルプログラム（語学研修）に豊⾼⽣40名がロンドン・ガトウィック
空港へと旅⽴ちました。

  本⽇⽉曜からレッスンが始まります。
  帰国は８⽉２⽇（⽊）です。

 

 <関⻄空港での記念撮影>
 

06:00

2018/07/20 1学期終業式 | by toyokoweb

 ７⽉２０⽇（⾦）１０時３０分から終業式を⾏いました。
  校⻑の式辞(抜粋)は以下のとおりです。

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jocri2oaz-351#_351
http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=joi3so5bn-351#_351
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 今⽇は、夏休みに⼊る前に、⼤きく３点、話をしたいと思います。

  １点⽬は、先⽇の地震と⼤⾬についてです。この⾃然災害では多くの⽅々がお亡くなりになりました。⼼よ
り哀悼の意を表したいと思います。また、ご⾃宅等が被災された⽣徒もいるかもしれません。お⾒舞いを申し
あげます。そのような中で、豊⾼⽣の皆さんが毅然として冷静に対応してくれたことに感謝します。ただ、ア
ンケート結果を⾒ますと、災害時の家族との連絡⽅法について話し合っている⼈の割合が豊⾼では３５％。ま
だ少ないと思います。おうちでぜひ話し合っておいてください。これが1点⽬です。

  2点⽬は、この春から私は⼤学院で学校マネジメントについて学んでいます。その話です。教室では私のよ
うな50代の⼈間は例外で、⼤学を卒業したばかりの20代前半の⼈や30代の現職の先⽣⽅が多数です。そんな
⼈たちの中で教育に関して議論することはとても刺激的で、毎⽇、⽇頃使わない脳が活性化していることを実
感しています。そして、⾼校時代や⼤学時代に学んだことが意外に役⽴っていることに気づかされます。

  この夏休み、１・２年のみなさん、多くの宿題が出ていると思います。また、3年⽣のみなさんは受験準備
もしなければなりません。今は、⾟くてしんどいかもしれませんが勉強をすることで⾝につけた学⼒は、必ず
将来何らかの形で役に⽴つと思って頑張ってください。

  最後の話は「友だち幻想」という最近読んだ本の話です。「みんなで仲良く」することは⼤変いいことなの
ですが、現実には、気の合わない⼈もいますそんな時に、「誰もが仲良くなる」という幻想を忘れて、「もし
気が合わなかったのなら、ちょっと距離を置いてぶつからないようにする。」―「やりすごす」ことも⼤切だ
というのです。ニーチェという哲学者は、⼈間のもつ恨みや嫉妬、反感のようなよくない感情を「ルサンチマ
ン」と呼びました。この「ルサンチマン」の感情にとらわれたときは、対象となる事柄から、ちょっと距離を
置いて考えるのも⼤切だと著者は指摘しています。

  さて、3年⽣の皆さん、「夏を制する者は受験を制する」などという⾔葉がありますけれども、私は、そん
なに気負う必要はないと思っています。むしろ、模試の結果などの情報に⼀喜⼀憂せず、第1希望あきらめず
に、⾃分のペースで粘り強く学習することが⼤事です。⾃分の⼒を信じて、平常⼼を保って勉強に励んでくだ
さい。

  最後になりますが、次に豊⾼⽣全員と会うのは、８⽉２２⽇ですから、約1か⽉後です。1か⽉後に、みなさ
んのさらに成⻑した姿を⾒せてもらえることを期待してあいさつとします。

 

10:00

2018/07/19 宮崎五ヶ瀬中等教育学校とテレビ会議 | by toyokoweb

 先週７⽉１３⽇（⾦）に豊中⾼校と同じSGH校である宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校とテレビ会議をし交流を
⾏いました。

  豊中⾼校では昨年度、インドネシアにフィールドワークをおこなったところですが、今年度、宮崎県⽴五ヶ
瀬中等教育学校でも同じSGH校としてインドネシアにフィールドワークを⾏うということで、今回交流をした
ということです。豊⾼側からのフィールドワークの報告に対して、五ヶ瀬側からも質問があり、有意義な交流
になりました。

 

 ＜スクリーンの向こうの五ヶ瀬中等教育学校の⽣徒に説明をする豊⾼⽣＞
 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jojeal3pl-351#_351
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 ＜説明のスライド（緑）、豊⾼⽣（⻘）、五ヶ瀬⾼⽣徒（⾚）＞
 

06:00
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