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2018/08/15 【短期掲載（再掲）】豊⾼のアート ２ | by toyokoweb

 ⽞関を⼊って右側にあるレリーフは、⾼校２６・２７期⽣が４５ｃｍ四⽅の正⽅形の各部分を製作し組
み⽴てた作品です。

 

  さらに進むと、階段のわきにあるのが、中学４回⽣の古川順三⽒寄贈の⽊像です。古川⽒は帝展（帝国
美術院展覧会）にも⼊賞された芸術家です。

 （つづく）
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2018/08/14 【短期掲載（再掲）】豊⾼のアート １ | by toyokoweb

 中庭の「⾵と光」は平成３年、豊⾼創⽴70周年記念事業として設置されたもの。
  ⾵や⽔で動く彫刻の第⼀⼈者である、⾼校８期の新宮 晋⽒の作品です。

 ＜⾵と光＞
 
 ⽞関を⼊ってすぐのところにあるのが、「ゲルニカ」で、昭和５７年に２年⽣の⼯芸選択者の⽣徒が原
型をつくり、翌年１年⽣が製作しました。

 ＜ゲルニカ＞
  

（つづく）
 

 

06:00

2018/08/13 吹奏楽部銀賞受賞/軽⾳楽部⼤会参加（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

   ８⽉１１⽇に⾏われた第57回府吹奏楽コンクール⾼校Ａ部⾨に参加した吹奏楽部が銀賞を受賞しまし
た。（演奏曲は、課題曲の「マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ」と「久堅の幹」でした。）

  http://www.kansaiwind.com/osaka18hka.html
 

   また、８⽉17⽇に⾏われる「第39回 ⾼校・中学校軽⾳楽系クラブコンテスト（We are Sneaker
Ages）」の予選に参加します。既定曲１曲と⾃由曲１曲を披露し審査の対象になります。当⽇は残念なが
らPTAの実⾏委員会があり応援に⾏けないので今⽇参加⽣徒に⾊紙を渡し激励しました。

 https://www.sneakerages.jp/kansai/tournament/
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 ※豊中⾼校ではお盆の時期に伴う学校休業⽇を2⽇間試⾏します。
   校⻑ブログも、再掲になりますがしばらくの間、「豊⾼のアート」

 を掲載します。
 

10:00

2018/08/10 SSH⽣徒研究発表会で受賞 | by toyokoweb

    ８⽉８⽇・９⽇の⼆⽇間、神⼾の国際展⽰場でSSH（スーパーサイエンスハイスクール）⽣徒研究発表
会が⾏われました。

  豊⾼からは「蛇⼝から流れ出る⽔が形成する形状」というテーマでポスター発表を⾏いました。
 

 なお、この発表はﾎﾟｽﾀｰ発表賞を受賞しました。
 

 

 ＜ブースでの発表＞
 

 ＜英語版の予稿集の原稿＞
  全国各地から⾼校⽣が集まり発表し互いに質問し合う光景が⾒られました。また、海外の⾼校⽣の発表

もあり英語でのコミュニケーションも⾏われていました。
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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 4/9

07:00

2018/08/09 美術部 ⾼校展に出展（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

  昨⽇天王寺の⼤阪市⽴美術館で⾏われている「第70回⾼校展」に⾏ってきました。
  豊⾼の美術部の作品も展⽰されていましたので紹介します。

  なお、この美術展は８⽉１２⽇（⽇）まで⾏っています。⼊場料無料です。
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07:46

2018/08/08 ダンス部全国⼤会へ（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 豊中⾼校ダンス部が８⽉１４⽇に⾏われる「第6回全国⾼等学校ダンス部選⼿権⼤会決勝戦」に出場す
ることが決まりました。

  本⽇、校⻑からの激励の⾊紙と⾃治会から奨励⾦が⼿渡されました。
  残された期間、練習に集中し⼤会で実⼒が発揮できるよう期待しています。

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=joiv9ouyo-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 6/9

 ＜校⻑室にて＞
 

 ＜表彰状＞
 

12:53

2018/08/07 ⾼校17期 柏原教授チャーン賞受賞 | by toyokoweb

　豊中高校17期生で、京都大学数理解析研究所の柏原正樹名誉教授（特任教授）が、京都賞に続いて国際

数学連合から日本人初のチャーン賞を受賞されました。賞金5600万円が賞の大きさを物語ります。
 

 ＜柏原正樹　教授＞
 

 

■京都大学記事
 

http://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/koho/news/2018/180802_1.html

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/koho/news/2018/180615_1.html

 
■京都新聞記事

https://www.kyoto-np.co.jp/environment/article/20180802000021
 

■朝日新聞記事

https://www.asahi.com/articles/ASL817HDTL81PLBJ00H.html
 

07:32

2018/08/06 私事ですが・・・。 | by toyokoweb
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  8⽉4⽇(⼟)の午後は仕事ではないのですが、この4⽉から通っている⼤阪教育⼤学連合教職⼤学院で取り
組んでいる研究のポスター発表会がありました。30分間でしたが、多くの⽅々が質問をしてくださり、刺
激を受けました。

 

  
 夜は府⽴学校の校⻑が中⼼となって⾏っている⾃主勉強会に参加しました。講師はこの4⽉に就任された
⼤阪府教育委員会の酒井教育⻑でした。講演では福祉（前職(福祉部⻑)のご経験）を教育に⽣かしたいと
の強い思いを語られました。よい機会でしたので豊⾼で⾏っている志学(ボランティア活動)の話などを聞
いていただきました。

  

 
06:20

2018/08/03 阪⼤⼊試セミナーにパネラーとして参加 | by toyokoweb

 ８⽉１⽇（⽔）の午後、⼤阪⼤学で⾏われた「⼊試セミナー〜⾼⼤接続改⾰を考える〜」のパネルディ
スカッションのパネラーとして参加してきました。

  ⾼⼤接続、いわゆる⼤学⼊試改⾰について、⼤学と⾼校とで意⾒交換をするという企画です。
  私からは⾼校の⽴場を踏まえ、「⼤学⼊試で学びに向かう態度・⼈間性」を評価するには公平な基準に

基づいて⾏うことが必要。」「英語４技能の測定のための⺠間検定導⼊については、⾼校３年⽣の⾼校⽣
活に悪影響を及ぼさないような配慮を。」「ポートフォリオの活⽤については、⾼校の教員の業務量の観
点から⽣徒の⾃⼰責任の明確化を。」との提⾔を⾏いました。

  

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo4b8c7gt-351#_351
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07:00

2018/08/02 豊⾼⽣が⼩学⽣に理科実験指導（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 ７⽉３１⽇（⽕）の午前中、千⾥公⺠館において豊⾼の⽣物研究部の部員を中⼼としたメンバーが、⼩
学⽣を対象とする理科実験を⾏いました。

  葉脈のしおり作りやいろいろな種の形を折り紙で作る実習など２時間があっという間に過ぎました。こ
の教室は公⺠館との連携でＳＳＨ事業の⼀環として⾏っていますが、地域に理科の⾯⽩さを伝えることも
豊中⾼校の役割の⼀つです。
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