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2018/04/11 昨⽇から新業者で⾷堂本格開業 | by toyoko

 ４⽉９⽇（⽕）から１⽇の授業等が始まり、それに合わせて、新しい業者による⾷堂が開業しました。
  これまで現⾦引換えであった販売⽅法が、⾷券制になるなど変化があり、また、メニューもほぼ同額のものとなりました。

  多くの⽣徒においしい⾷事が提供されればよいと思います。
 

 ＜⾷券の券売機＞
 

 ＜メニューは・・・＞
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 ＜⽇替わりランチ（４００円）＞
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2018/04/10 １学期 始業式 | by toyoko

 昨⽇４⽉９⽇（⽉）平成３０年度１学期の始業式を⾏いました。全学年の⽣徒が今年度初めて揃った集会です。式辞は以下のと
です。

  
   新しい年度が始まり、新たな気分で1年間過ごしたいと思います。

   1年⽣はまずは早く豊⾼の⽣活に慣れること。新2年⽣は中堅の学年として豊⾼を牽引していってほしいこと。新3年⽣は将来の
を⾒据えて悔いのない1年間を送ってほしいことを伝えたいと思います。

   私が皆さんにお願いしたいことは、去年から⾔っている次の3点。
   ⼀つめは「元気よくあいさつをしてほしい」ということでした。

   ⼆つめは「クラブの試合や発表は、リクエストがあれば可能な限り⾒に⾏くので声をかけてほしい」ということでした。
   三つめは「校⻑室のドアは基本的にはオープンにしているので遠慮なく来てほしい」ということです。

   さて、今⽇は時間の有意義な使い⽅について話をします。
   先⽇、「スマホが学⼒を破壊する」という本を読みました。東北⼤学の脳科学の専⾨家が書いた本です。先⽣の仮説は、①スマ

をし過ぎると睡眠時間が減るので学習時間が短くなる。②スマホをし過ぎると学習時間が⾒路価格成るから学⼒が低下する。③ス
の使い⽅そのものに学⼒を低下させる要因がある。 皆さんはどの仮説が正しいと思いますか︖

   結論から⾔うと、③が正しいらしいのです。統計によると勉強をしながらその途中でスマホを触る⼈が中学3年⽣で8割もいると
います。皆さんも⼼当たりはないですか。

   私はスマホやタブレットの便利さは理解しているつもりですし、それそのものを否定する気はありません。しかし、勉強は⼀定
間以上落ち着いて集中してしなければ成果があがらないことも事実です。 どうか、学⼒を⾝につけたいのなら、もう⼀度スマホの
い⽅について考えなおしてみてください。

 

 
   ＜始業式のようす＞

  
 また、始業式の後、１年⽣と２・３年⽣の対⾯式が⾏われ、２・３年⽣代表（⾃治会⻑）から１年⽣へのメッセージと、それを受
る形で１年⽣代表⽣徒の決意が述べられました。
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 ＜対⾯式のようす＞
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2018/04/09 野球部 粘るも 惜敗︕ | by toyoko

 ４⽉７⽇（⼟）９時から豊中ローズ球場で⾏われた⾼校野球春季⼤阪⼤会予選で、豊中⾼校は残念ながら早稲⽥摂陵⾼校に５-７
敗れました。

  しかし、２対２の同点後、⼀時は２対７まで攻められた後、粘り強く２点差まで挽回したことは、最後まで諦めきれず戦いきっ
との証明であります。

  夏の⼤会に向け、⾶躍を期待します。
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＜豊中⾼校は⼿前＞
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2018/04/06 能勢分校 開校 | by toyoko

 本⽇、⼤阪府⽴能勢分校の開校式が能勢分校において⾏われました。
  ⼤阪府教育委員会を代表して橋本光能教育監が開校を宣⾔され、分校旗が渡されました。

  私から、「⼤阪府⽴豊中⾼等学校能勢分校が開校いたしました。関係者のみなさまからこれまでに寄せられました、ご理解・ご
⼒・ご⽀援に⼼より感謝申し上げます。⼤阪府⽴豊中⾼校能勢分校は、府⽴能勢⾼校の良き伝統を活かしつつ、豊中⾼校本校との
を深め、地域のみなさま⽅の期待に応えられるように全⼒を尽くす所存でございます。」と答礼させていただきました。

 

 ＜校⾨の新たなプレート＞
 

 ＜豊中⾼校能勢分校旗と撮影＞
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2018/04/05 第73回⼊学式を挙⾏ | by toyoko

 昨⽇４⽉４⽇（⽔）に、第73回⼊学式を⾏いました。
  今年度から360名全員が⽂理学科の⼊学⽣となります。

  校⻑の式辞で次のようなことを述べました。
  

 厳しい⼊試を突破され晴れて、豊⾼⽣となられた新⼊⽣の皆さん、おめでとうございます。教職員⼀同、⼼よりお祝いし、歓迎
します。保護者の皆様⽅にも⼼よりお祝い申しあげます。

  本校は⼤正⼗年に⼤阪府⽴第⼗三中学校として設⽴し、⼤正・昭和から平成へと時代が移る中で、「質実剛健」、「協同進取」
う建学の精神を受け継いでまいりました。

 ⼊学⽣の皆さん、ここでこの「質実剛健」と「協同進取」という⾔葉について、解説をします。
  「質実剛健」の「質実」とは、飾り気がなく真⾯⽬であること。「剛健」とは、⼼が強く⾝体が健康であることを表しています

「協同進取」の「協同」とは、みんなが⼼と⼒を合わせることを意味し、「進取」とは、⾃分から進んでやり通すことを表します
 この「質実剛健」「協同進取」という豊中⾼校のモットーを⾼校⽣活の中で実践するために、３点留意してほしいことを述べま
 １点⽬は、「⾼い志」を持ってほしいということです。

  これまでは豊⾼に⼊ることが⽬標だった⼈も多いと思いますが、そのことは既に達成されたのです。現状に⽢んじるのではなく
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い志をもって、次の⽬標を⾒つけ出してください。本校は今年度からすべての⼊学⽣が⽂理学科のカリキュラムで学習します。通
教科の授業に加えて、課題研究の授業を受けます。課題研究では、⾃分でテーマを探し、⽂献を読み、実験やアンケートなどの結
基づいて結論を導き出し、論⽂にまとめるという作業をします。正解のない課題に取り組み⾃分で解決することによって、学ぶ楽
を知ってほしいと期待しています。

  ２点⽬は、「時間を⼤切にしてほしいということ」です。三年間の⾼校⽣活は⻑いようであっという間に過ぎてしまいます。時
⼤切にするには、まずは時間を守ることです。⼤⼈の社会では、時間を守れない⼈は信頼されません。遅刻をしないということは
までもないことですが、学習を効果的に⾏うことや、学習と部活動との両⽴をするためには、⾃分で時間をコントロールすること
可⽋です。

  ３点⽬は、「尊敬できる⼀⽣の友⼈・先輩・後輩や恩師と呼べるような先⽣を⾒つけ出すこと」です。
  校⻑の私は、豊⾼出⾝で皆さんのちょうど四⼗⼀年先輩です。今でも豊⾼で出会った友⼈や先輩と会う機会があり、本当に⻑い

合いをしています。⾼校での出会いは⼀⽣続くものです。
  また、⾼校時代に出会う先⽣⽅が、みなさんの⽣き⽅に影響を与えることもあります。豊⾼の先⽣⽅は、豊⾼⽣のために熱意を

て指導する努⼒を惜しみません。どうか⼀⽣の恩師となる先⽣とも出会ってください。
   先⽉、万博公園の太陽の塔の内部が、約50年ぶりに公開されました。太陽の塔の作者である岡本太郎⽒のことばを皆さんに贈

ます。
  「⼈間にとって成功とはいったいなんだろう。結局のところ、⾃分の夢に向かって⾃分がどれだけ挑んだか、努⼒したかどうか

はないだろうか。」
  結びに、保護者の皆様にお願いを申し上げます。⼤切なお⼦様を３年間お預かりすることになりました。お⼦さまの成⻑を、皆

私ども学校とが、協⼒しながら進めていきたいと思っております。学校へのご質問や、あるいはお悩みがあれば、どうかご遠慮な
担任にご相談ください。本校へのご理解とご⽀援・ご協⼒をお願い申しあげ、式辞とします。

 

 
0

2018/04/04 避難所としての豊中⾼校 | by toyoko

 ⾃然災害等があった場合、豊中⾼校が豊中市⺠の⽅々の避難所となっていることをご存知でしょうか。
 （豊中市のＨＰから 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/bousai_kikikanri/hazardmap/saigainisonaete/bousaimap03.files/H28bousaimap37-
38.pdf ）

  ３⽉３１⽇（⽇）の⼣⽅、堀⽥会館で⾏われた上野地域連絡会に参加し、地域の⾃治会の⽅々と、防災に関する情報交換を⾏い
た。

  豊中市上野地区では、豊中市⽴上野⼩学校と本校が、避難施設および⼀時避難場所に指定されています。
  実際に地震等が発⽣した場合、豊中⾼校ではどのような準備体制がなされるのかなど、地域の⽅々に知っておいていただきたい

などを述べさせていただきました。
  今後、本校の施設を⾒学していただくことなども検討課題となっています。

 

 ＜上野地域で⾏われている活動の報告冊⼦＞
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 ＜正⾨横に掲⽰された看板＞
 

0

2018/04/03 ⾼校28期⽣還暦同窓会に出席 | by toyoko

 この前の⼟曜⽇に⾏われた豊中⾼校28期⽣の同窓会にご招待いただき、還暦を迎えられた諸先輩⽅にお祝いを申しあげ、また、
中⾼校の現状をお話ししました。

  豊中⾼校は、平成23年度にグローバル・リーダーズ・ハイスクールに⼤阪府から指定されるとともに、国の事業であるスーパー
サイエンス・ハイスクール（SSH）、スーパー・グローバル・ハイスクール（SGH）にも指定されており、⼤学等進学実績も着実
伸ばしつつあることを紹介。

  今春からは普通科の募集が停⽌されるとともに、全員⽂理学科募集となることを報告しました。
  また、２０２１年度には創⽴100周年を迎えることから、同窓⽣のみなさまには、物⼼ともにご⽀援をいただきますようお願いし

した。 
 

 ＜28期⽣でもある慶應義塾⼤学教授の上⼭信⼀⽒による乾杯の⾳頭＞
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2018/04/02 新年度始まる | by toyoko

 昨⽇、４⽉１⽇から平成30年度が始まりました。
  実質上は、本⽇２⽇が⽉曜⽇ですので、本⽇からのスタートになります。

  新⼊⽣の⼊学式や、在校⽣の始業式は少し後になりますが、本⽇は、新しく転⼊する教職員の辞令交付や、全職員が参加して年
初の職員会議などを⾏い、新年度が始まります。

  ３⽉３１⽇付で本校から9名の職員が退職・転出されました。
  また、４⽉１⽇付で、10名の職員が転⼊等をすることになります。

  毎年職員に対して新年度の職員会議で述べることは次の５点です。
  ① 豊⾼⽣のために理想を求めて愚直に取り組みたい

  ② 校⻑の仕事を「⾒える化」し、校⻑の考え共有してほしい
  ③ 「共に」を⼤切にし、学校運営に職員と取り組んでいきたい

  ④ 前例踏襲ではなく、⽣徒第⼀主義で「なぜ」を⼤切にしてほしい
  ⑤ ⼀⼈ひとりの良い部分を出し、互いに⾼めあえるような「チーム豊⾼」で仕事をしてほしい

  この１年間、教職員⼀同、豊⾼⽣のために全⼒で取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
  ※「校⻑から」のあいさつもリニューアルしました

   http://www.toyonaka-shs.ed.jp/?page_id=51
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 ＜グラウンド東側の桜＞
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2018/03/30 １年間ありがとうございました | by toyoko

 平成２９年度もあと１⽇を残すところとなりました。
  豊中⾼校に校⻑として赴任し、２年が終わろうとしています。

  来週、４⽉２⽇（⽉）から、平成３０年度が本格的に始まりますが、まずは、節⽬ですので、今年度１年間、校⻑ブログにお付
いいただきありがとうございました。

 

 ＜⼀昨⽇、⼤阪府教育委員会から表彰されました＞
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2018/03/29 ⺟校で⾏われたOB・OG会 | by toyoko

 この前の⼟⽇は、豊中⾼校を会場にして、バスケットボール部（３⽉２４⽇（⼟））、剣道部（３⽉２５⽇（⽇））がOB・OG
開き、現役⽣と交流を図りました。

 

 ＜バスケットボール部 OB・OG会＞
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 ＜剣道部OB・OGと現役との稽古＞
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