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2018/10/09 【連載】豊⾼のキャリア教育 15 | by toyokoweb

 先週の⽊曜⽇（10⽉４⽇）の午後、教職員を対象とした研修を⾏いました。
  テーマは「新テストに向けて〜現状と対策〜」。河合塾教育イノベーション本部の中島由紀⼦先⽣を講

師にお迎えし約９０分間の講義を伺いました。
  まず、今の⾼校１年⽣から始まる共通テスについてです。記述式が導⼊されたり、英語の⺠間試験が⼊

ったりすることが注⽬されますが、従来のマークセンス⽅式の問題にも変化が表れています。その特徴
は、「素材⽂・設問分の⻑⽂化」、「正当数が⽰されていない（複数あるいは正解がない場合も）」「表
やグラフの読み取り」「⽂章や図表の読解」「知識不要で素材⽂から考えて解答」などが挙げられます。
⾔い換えれば、単純に知識を記憶しそれを再⽣するだけでは正解にたどり着けないのです。豊中⾼校の授
業では、「なぜ」を⼤切にして「考える」授業をめざしていますが、⽣徒の中には「覚える勉強」の習慣
から脱却できない⼈もいるようです。

  つぎに、今すぐというわけではありませんが、今後の⼤学⼊試では、⾼校時代の学習の記録を基にエン
トリーシートのようなものを活⽤する⼊試が増えていくとのことです。その対策としては、学習の記録を
しっかりと残しておくこと。SSHやSGHなどの課題研究に関わるメモなども残して保管しておくことが⼤
切だとの指摘がありました。

  ⼤学⼊試はどんどん進化しています。豊中⾼校では最新の情報を⽣徒はもとより保護者の⽅々にも発信
していきます。

 

 ＜昨年度⾏われた共通テストの試⾏問題を基に説明をする中島⽒＞
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 ＜熱⼼に聞き⼊る豊中⾼校の先⽣⽅＞
 

06:00

2018/10/05 ⾃治会役員に承認書贈呈、⽔泳部新⼈戦出場 | by toyokoweb

 １０⽉４⽇（⽊）昼休みに、後期⾃治会執⾏部の役員７名に承認書を⼿交しました。
  それぞれ抱負を校⻑に語り、その実現を期待していると激励しました。

 

 <後期⾃治会役員の⽣徒たち>
  

 つづいて、この週末に奈良県のスイムピア奈良で⾏われる近畿⾼等学校選⼿権新⼈⽔泳競技会に参加す
る５名の選⼿を激励しました。

  参加種⽬は、背泳５０ｍ（⼭川君）、バタフライ５０ｍ（岡崎君）、フリーリレー（⽯井君・⼭川君・
渡辺君・岡崎君）、メドレーリレー（⽯井君・⼭川君・坂本君・岡崎君）です。

  ベストの記録が出るよう応援しています。
 

 ＜⽔泳部の選⼿たち＞
 

06:00

2018/10/04 豊⾼の防球ネット︖︕ | by toyokoweb

 今、写真を⾒て何か気づかれましたか︖
  そうです。防球ネットがありません。

  今年の台⾵21号が通過した際、防球ネットを⽀える⽀柱が破損し、現在は⽀柱とネットを撤去していま
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す。復旧までには少し時間がかかると聞いています。
 

  

06:00

2018/10/03 倒⽊したヒマラヤ杉の保存 | by toyokoweb

 台⾵21号で倒⽊しした本校のシンボルともいえるヒマラヤ杉ですが、９⽉28⽇（先週の⾦曜⽇）に、ほ
ぼ⼀⽇をかけて根の部分を掘り起こすとともに、⽊⽬の揃った株の部分を保存すべく作業を⾏いました。

  現在、その株は本校⽞関に飾っています。
 

 ＜重機を使って根を掘り起こします＞
 

 ＜太い株を保存のために更に切断＞
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 ＜⽞関に置かれたヒマラヤ杉（杉の良い⾹りがしています）＞
 

06:00

2018/10/02 課題研究 中間発表会 | by toyokoweb

 10⽉１⽇（⽉）の６・７限を使って、2年⽣の課題研究の中間発表会を⾏いました。
  発表後、運営指導委員の先⽣⽅からは、「研究の⽔準は上がってきている。」「研究内容の範囲が広が

っている。」などのお褒めの声をいただきました。⼀⽅、「ネットからの資料の引⽤だけではなく、論⽂
や書物などを幅広く活⽤することも重要。」とのアドバイスもいただきました。

  また、⼤阪府教育委員会の岡部教育委員も視察に来られました。
 

 ＜中間発表の要旨集＞
 

 ＜SSHはポスター発表＞
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 ＜SGHは⼝頭発表＞
 

12:31

2018/10/01 台⾵⼀過・今⽇から10⽉︕︕ | by toyokoweb

 昨⽇は台⾵24号が⼤阪を通過しました。被害はありませんでしたでしょうか。
  私は、朝に暴⾵警報が出たことを確認の上出勤し、正午に⾮常２号配置が発令されたことから解除され

るまでの本⽇の午前１時30分まで学校で待機しておりましたが被害はありませんでした。
   さて、その前⽇の⼟曜⽇に体育館において学校説明会を⾏いました。

  ⾬にもかかわらず800名の⽅々が説明を聞かれました。
  「⾏ける学校」から「⾏きたい学校」となるよう、中学⽣には⾃分の選んだ学校に⾏けるよう頑張って

いただきたいと思います。
 

 ＜中学⽣とその保護者の前で説明を⾏う校⻑（⾚丸）＞
 

07:00

2018/09/28 【連載】豊⾼のキャリア教育14 | by toyokoweb
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 豊中⾼校では近隣の⼤学のオープンキャンパス等への参加を推奨しています。
 

 
15:45

2018/09/28 ⾃治会選挙実施 | by toyokoweb

 ９⽉２７⽇（⽊）今年度の後期⽣徒⾃治会選挙・信任投票が⾏われました。
  当選・信任を受けた役員は次のとおり。

  会 ⻑  ⼩⻄遥登 くん（当選）
  副会⻑  楠本玲也 くん（当選）

  総務委員⻑ ⽊内悠⽉ くん（当選）
  経理委員⻑ 中村優杜 くん（新任）
  保健委員⻑ 松永尚樹 くん（新任）
  体育委員⻑ 池⽥晴彦 くん（当選）
  ⽂化委員⻑ 松永凛之助くん（新任）
  なお、⽴候補者が多数あり、選挙になったことは⽣徒⾃治会の活性化にもつながる事であり、豊⾼⽣の

積極性を⾒る思いがしました。また、今回は⼥⼦の⽴候補者が少なかったので次回に期待したいと思いま
す。

 

 ＜⽴候補者と選挙演説の放送を担当した放送部員（放送室前にて）＞
 

08:36

2018/09/27 フィリッピンより ４ | by toyokoweb

  昨⽇、フィリッピンから帰国しました。
   最終のプログラムでは成果発表を他の院⽣とともに英語で⾏いました。
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 ＜発表に使った模造紙のポスター＞
  

   ＜フィリッピンの⼦供たち＞
 

07:00

2018/09/26 フィリピンより ３ | by toyokoweb

  フィリッピンの貧困層をサポートする起業家が経営するぬいぐるみの縫製作業場を訪問しました。
  ＜下図はフィリッピン料理とぬいぐるみ＞  
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