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2018/10/23 ⼥⼦ハンドボール部 ⼀勝⼀敗（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 10⽉20⽇（⼟）、21⽇（⽇）の両⽇、ハンドボール部の第７０回 ⾼校新⼈⼤会 兼 第４２回全国選
抜予選⼤会 ブロック⼤会 北地区が千⾥⻘雲⾼校で⾏われ、豊中⾼校⼥⼦ハンドボール部は⼀勝⼀敗の
戦績でした。

  （２０⽇） ｖｓ 千⾥⻘雲⾼校 １４対１１で勝利
  （２１⽇） vs  桜塚⾼校    ７ 対 １０で惜敗
  ⽇曜の試合の応援に駆けつけました。粘り強く戦ったのですが残念な結果に終わりました。結果はとも

かくとして、選⼿の試合を保護者の⽅々と共に応援する時間はとても有意義なものでした。
 

 ＜豊中⾼校 ⼥⼦ハンドボール部の選⼿たち＞
 

07:00

2018/10/22 豊⾼体験⼊学を実施 | by toyokoweb

 10⽉20⽇（⼟）の午後、中学⽣を対象とした豊⾼体験授業に約460⼈の⽣徒が参加しました。
 また、保護者を対象とした説明会も⾏いました。

  まず、受付で中学⽣と保護者はそれぞれ２階の体育館と１階の柔剣道場に分かれます。
  約１時間、中学⽣には⾃治会の役員⽣徒が中⼼となって説明を⾏い、保護者には校⻑が説明を⾏いま

す。
  その後、希望する講座を⾏う教室に中学⽣は分かれていきます。

  講座終了後はクラブの⾒学など⾏い、豊⾼の雰囲気を味わってもらいました。
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 ＜中学⽣向けの受付（体育館）＞
  

 ＜保護者向けの説会場（柔剣道場）＞
  

 ＜中学⽣向けの講座（地理）＞
  

 ＜中学⽣向けの講座（英語）＞
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 ＜中学⽣向けの講座（物理）＞
 

14:31

2018/10/19 【連載】豊⾼のキャリア教育18 | by toyokoweb

  10⽉18⽇(⽊)の放課後、校内で⼤阪⼤学⼯学部の説明会が⾏ないました。
 ⼯学部⻑の⽥中敏宏教授から阪⼤⼯学部が何をめざしているのかという話があり、続いて担当教授から⼊

試の話がありました。
 豊中⾼校では、阪⼤⼯学部だけではなく、11⽉には⼤阪市⽴⼤学（２・３年対象）、同志社⼤学、⽴命館

⼤学（３年対象）の⼊試担当者が来校され、直接説明を受ける機会を設けています。
 

 

 
 ＜スライドを⽤いて豊⾼⽣に説明する⽥中⼯学部⻑＞

 現在⼤学には、⼤学の個性・特⾊を次の３つのポリシーにより⽰すことが求められています。
  ⼀つめはアドミッション・ポリシーで、これはどのような学⽣に来てほしいかという⼤学の姿勢を⽰す

ものです。
  ⼆つめはカリキュラム・ポリシーで、⼤学で学習する教育課程の編成や実施⽅法に関する基本的な考え

⽅をまとめたものです。
  三つめはディプロマ・ポリシーで、学⽣が卒業する時に最低限必要とする能⼒を⽰した学位の授与⽅針

のことです。
  ⼤学の説明会では、⼊試⽅法にアドミッション・ポリシーを関連付けて説明されることが多いようで

す。いわゆる「⼤学全⼊時代」を迎え、各⼤学ともある意味での⽣き残りをかけて広報活動に努めておら
れるのです。

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jotl3zv3a-351#_351
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13:58

2018/10/18 ⼤阪府内で⼤⿇少年犯急増︕︕ | by toyokoweb

 ⼤⿇は違法薬物であることはご承知のとおりですが、⼤⿇を使⽤したことで検挙された少年が⼤阪府内
で急増しています。そのことを踏まえ、１０⽉１８⽇（⽊）のホームルームの時間に、⼤阪府警本部少年
課の村尾巡査部⻑が来校し、全校⽣徒を前にしてその違法性・危険性を訴えました。

  府内での⼤⿇での少年の検挙者数は平成29年（１〜12⽉）５１名で、今年に⼊って半年間（１〜６⽉）
で既に51名に達しているとのこと。

  友⼈や先輩の勧めに安易に応じず、⼤⿇は体にとって安全なものではないという認識をしっかり持って
ほしいと話され、次の３つの勇気を提案されました。

  ①⼤⿇に近づかない勇気
  ②勧められても断る勇気
  ③誘われたときに学校や警察に相談する勇気

 

 ＜豊⾼⽣に⼤⿇の恐ろしさを訴える⼤阪府警職員＞
 

 ＜パンフレットも明⽇配付します＞
 

14:32

2018/10/17 近畿⼤学を訪問 | by toyokoweb

 
 １０⽉１６⽇（⽕）の午後、⼤阪府⽴⾼等学校校⻑協会の進学指導委員会の委員⻑として、20名の校
⻑先⽣⽅とともに近畿⼤学に⾏ってきました。

  最初の１時間は「これからの⼤学⼊試と近畿⼤学」と題した講演。
  その後、アカデミックシアター・共同利⽤センター・英語村といった施設を⾒学しました。

  

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo04wg79f-351#_351
http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo68ssezj-351#_351
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 ＜本校の⽣徒向け保護者向けの進路講演会でもお馴染みの屋⽊先⽣の講演＞
 

 ＜カフェではありません。アカデミックシアターと呼ばれる図書館機能と⾃習室機能を備えた施設で
す。＞

 

06:53

2018/10/16 ⼯事の進捗状況 | by toyokoweb

 今年度、豊⾼ではいくつかの⼯事が⾏われています。
  １つは塀の⼯事です。⼤阪北部地震の発⽣前から予定されていた⼯事で、⽼朽化した塀の⻲裂などを補

修する⼯事でグラウンドの周囲は概ね終了しました。
 

  
 もう1カ所は、本校の⻄側の⾬⽔排⽔⽤の施設を⾷堂裏の本校の敷地内の地下に埋設する⼯事です。こ
の⼯事も、完成の⾒通しがついています。

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jooofo1y1-351#_351
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 ＜⾚丸印の地下に⼤きな貯⽔槽が埋設されています＞
 

08:04

2018/10/15 能勢分校を応援する会総会に参加 | by toyokoweb

 １０⽉１２⽇（⾦）の夜、能勢町の浄るりシアターで⾏われた、「能勢の⾼校を応援する会 総会」に
参加してきました。豊中⾼校能勢分校は、能勢⾼校の定員割れによる再編整備の⼀環として⾏われ、今年
の４⽉から新⼊⽣を受けいれているところです。分校として能勢町に府⽴⾼校が存続した背景には、「応
援する会」の⽅々の地元に⾼校を存続させようという強い意志と⾏動によるものであると考えています。

  当⽇は能勢分校⽣のＳＧＨの取り組みについての発表に続き、北陸⼤学教授の藤岡慎⼆⽒の「教育を通
じた地域活性化〜全国に広がる⾼校魅⼒化プロジェクト〜」と題した講演も⾏われました。⾼校の魅⼒化
により全国から希望⽣徒を集め、そのことにより定員割れを防ぎ、地域を活性化するというストーリー
で、島根県の隠岐島前（どうぜん）⾼校や⻑野県の⽩⾺⾼校の事例を⽰されました。

  豊中⾼校の分校として存続した能勢分校の更なる魅⼒化を向井准校⻑と共に取り組んでまいりたいと考
えています。

 

 

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo896juon-351#_351
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 ＜ＳＧＨの取り組みを発表する能勢分校⽣徒（⾚丸）＞
 

08:01

2018/10/12 教員研修で救急救命法︕ | by toyokoweb

 現在、⽣徒は２学期の中間考査の期間です。午後の時間を活⽤し10⽉11⽇(⽊)に教職員を対象とした救
急救命法の研修を豊中市消防局の職員の⽅を講師にお招きして⾏いました。

  呼吸停⽌した⼈に対する、⼈⼯呼吸や胸⾻圧迫を⼈形を相⼿に実習するとともに、ＡＥＤ（⾃動体外式
除細動器）の使⽤⽅法についても学ぶことができました。

  ⼈の命を助ける救命法をしることは、教員のスキルとしても⼤切だと感じました。
 

 

 ＜消防局の⽅の指導で実習に取り組む豊⾼の教職員＞
 

06:00

2018/10/11 【連載】豊⾼のキャリア教育 17 | by toyokoweb

【共通テストの情報です︕︕】
  10⽉９⽇（⽕）は、全国⾼等学校校⻑協会の⼤学⼊試対策委員会が東京で⾏われ、⼤阪府の進学指導委

員⻑として参加してきました。
  テーマは、「⾼⼤接続改⾰における新たな⼤学⼊試の在り⽅」―新たな⼤学⼊学者選抜の円滑な実施に

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo4ar47ou-351#_351
http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=joxtputo2-351#_351
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向けて―で、午前中は、⽂部科学省の⼤学⼊試室⻑の⼭⽥泰造⽒の講演を聞き、午後は各都道府県代表の
校⻑間での意⾒交換を⾏いました。

  ⼭⽥⽒の話の中で、今の⾼校１年⽣が受験する共通テストのことが話題になりました。その中から、２
点情報提供をします。

  １点⽬は、国語と数学で記述式の問題が導⼊される点です。その点数についてですが、国語については
点数化はせずに段階評価を検討し、数学は点数化を検討しているとのことでした。

  ２点⽬の、英語の⺠間テストですが、あらかじめＩＤを受験⽣が申請し、⺠間テストを申し込む際にそ
のＩＤを記⼊する⽅式をとるようです。⺠間テストの受験機会は⾼３の４⽉〜１２⽉の２回です。例え
ば、７⽉のテストの申し込みが５⽉にあれば５⽉の時点で１回⽬の受験機会となります。また、７⽉のテ
ストでスコアを⾒て、２回⽬の機会をどうするかを決めることができます。（早い段階で２回の受験機会
をあらかじめ決める必要はないようです。ただし、３回以上受けてそのうち成績の良い２回をエントリー
するということはできません。）それぞれの⺠間テストの受験⽇程は現在未定です。各地⽅でどのテスト
に何⼈ぐらいが受験するかなどの調査を⽂部科学省が⾏い、⺠間テスト業者等との調整を⾏う予定との説
明でした。

  まだ、未定のことが多いようですが、最新の情報の収集に努めます。

 

 ＜東京で各都道府県の代表校長が集まって行われた大学入試対策委員会＞

 
 

16:30

2018/10/10 【連載】豊⾼のキャリア教育 16 | by toyokoweb

 10月５日(金)の午前中、PTA主催の進路講演会が行われ、サンケイリビングの連載でもおなじみの、大阪工業大

学教授の兵庫將夫先生の講演を聞きました。
 

　まず、兵庫先生が校長をされていたT高校の3人の生徒のことを話題にされました。

　一人は野球部の生徒で、T高校はグラウンドが狭いため早朝6時30分～7時30分に練習をし、授業が始まるまで

の1時間の自習を行ったといいます。顧問の先生は繰り返し、自分が好きな野球が出来るのは、親のおかげであ

ることを指導されたといいます。また、自習も先輩の部員が後輩を教えるような縦のつながりを利用した取り組みで

した。

二人目は、著名なコーチのもとにシンクロナイズスイミングの教室に通っていた生徒のことでした。教室では妥

協せず基礎基本を身に着けることを学んだといいます。選手としての活躍はできませんでしたが彼女はスポーツ

選手のケガを治したいという思いから医師をめざし医学部に合格したといいます。

三人目の男子生徒は、学力は高いけれど、規範を守らず停学処分になったそうです。そのことをきっかけに何

のために勉強をするのかを考えなおし、人に支えられながら生きていることを自覚し、生活態度もみるみる改善し

たといいます。

三人の話から、「何のために勉強するのか」「目標を持っているのか」「家族も含め、人に支えられて生きている

ことを理解しているのか」が高校生にとって大切であることがわかると思います。

　高校生は授業だけではなく、部活動や行事を通じて、忍耐力や集中力を養います。他人との違いや共通点を

見つけます。それが受験勉強の際に役立つのです。そして、受験という過程を通じて将来の職業や目標を定め、

そのために他のことを我慢しても目標のために集中して勉強する時期が受験生に求められるのです。

　結びに「追い詰めない子どもの育て方」を八つ紹介されました。

①   親が立派すぎると子供は苦しい

②   虐待は高い理想から生まれる

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jovw1m4dm-351#_351
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③   甘やかしと受け止めは違う

④   優しすぎることはリスクを伴う（自分で判断できなくなる）

⑤   あなたのためは誰のため？

⑥   世間の物差しで測らない

⑦   評価せず存在を受け入れる

⑧   何を教えられたかではなく、どう教えられたか

 ＜講演中の兵庫教授＞
 

 ＜100⼈近い⽅に集まっていただきました＞
 

06:00
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