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2018/09/09 ⽂化祭⼆⽇間で４３００⼈の来客 | by toyokoweb

 ⼆⽇間の⽂化祭が無事終わりました。ご来場くださったみなさま、ご協⼒いただいた⽅々に感謝いたし
ます。

  来客は⼆⽇間で⾬天にもかかわらず計4300 名でした。
  ３年⽣の各クラスには、各演劇に対する感想と、「祈 夢実現」の⾊紙を渡しました。

 

 
 ＜それぞれの劇に対するコメントを書いた賞状スタイルの⽤紙＞

 

 ＜「祈 夢実現」の⾊紙＞
  

 ※明⽇（９⽉10⽇）は代休のため校⻑ブログはお休みです。
  ※明後⽇（９⽉11⽇）は先⽇の台⾵による臨時休業時の授業を午前中⾏います。
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2018/09/09 ⽂化祭⼆⽇⽬ | by toyokoweb

 昨⽇の⽂化祭⼀⽇⽬は、１８００⼈の来場があり⼤盛況でした。
  本⽇もたくさんのお客様のご来場をいただいています。

  ３年⽣の演劇をはじめ、模擬店や⽂化系クラブの発表、クラス企画のゲーム等を楽しんでいただいてい
ます。

 

 ＜⽂化祭 ”豊陵祭” のプログラム＞
  私の昼⾷は「⾁まん＆ジュースのセット」、⾷後は「抹茶と和菓⼦」でした。

 

 ＜⾷券と本⽇のわたしの昼⾷＞
 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo4inc5jn-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 3/10

 ＜本校にはこのような和室があります＞
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2018/09/08 ⽂化祭⼀⽇⽬ | by toyokoweb

 本⽇は⽂化祭の⼀⽇⽬です。
  各クラス・クラブがさまざまなプログラムを披露します。

  特に圧巻なのは３年⽣の演劇。
  柔剣道場でのスステージをお楽しみください。

 

 ＜３年１組 ゲゲゲの⻤太郎＞
 

 ＜３年２組 ピーターパン＞
 

 ＜３年３組 信⻑協奏曲＞
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 ＜３年４組 オズの魔法使い＞
 

 ＜３年５組 トイストーリー＞
 

 ＜３年６組 ルパン三世＞
 

 ＜３年７組 夜は短し歩けよ⼄⼥＞
 

 ＜３年８組 メリーポピンズ＞
 

 ＜３年９組 ハイスクールミュージカル＞
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 ＜３年10組 アラジン＞  
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2018/09/07 吹⽥で説明会を開催しました | by toyokoweb

 ９⽉２⽇（⽇）の午前、吹⽥メイシアターで学校説明会を⾏いました。
  ３００⼈を超える⽅々が参加され、校⻑からの説明と豊⾼⽣の説明を聞いておられました。

  会場の吹⽥メイシアターのロビーには豊⾼８期の新宮晋さんの作品が展⽰されていました。
 

 ＜会場に集まった中学⽣とその保護者＞
 

 ＜豊⾼⽣からのメッセージ＞
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 ＜豊⾼ＯＢである新宮晋⽒の動く彫刻の作品＞
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2018/09/06 華道部のお花（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 今⽉の華道部のお花は・・・。
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2018/09/05 豊⾼の台⾵被害 | by toyokoweb

 昨⽇午後から現在まで停電でパソコンも使えません。タブレット端末からの投稿です。
  今⽇は照度不⾜の教室もあることから、授業を中⽌し⽂化祭準備を⾏っています。

  また、昨⽇の午後、校⾨横の豊⾼・豊中のシンボルともいえるヒマラヤ杉が倒⽊しました。
  ⼤変残念ですが、ケガ⼈もでず周囲の施設の被害もなく⾒事な⼤往⽣ではないかと思っています。

 

 ＜ヒマラヤ杉の現状＞
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2018/09/04 台⾵により本⽇休業 | by toyokoweb

 台⾵２１号の接近に伴う暴⾵警報により本⽇豊中⾼校は臨時休業としました。
  校⻑室からの映像です。
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 ＜午前８︓００ まだ晴れ間が⾒えます＞
 

 ＜午前１０︓００ どんよりと曇って⾵が出てきました＞
 

 ＜正午 ⾬⾵が強くなってきました＞
 

11:00

2018/09/03 ⽂化祭の”愛称”決まる | by toyokoweb

 ⽣徒の⾃治会が取り組んできた、⽂化祭の”愛称”が「豊陵祭」に決まりました。
  １週間前の８⽉２７⽇に投票が⾏われ、「豊陵祭（豊⾼ＯＢ・ＯＧ同窓会の名称から）」「豊⽂祭（豊

⾼の⽂化祭を略して）」「創豊祭（みんなで創る豊⾼の祭の意味）」「⾵光祭（豊⾼のシンボル「⾵と
光」から）」の４つの候補の中から選ばれた名称です。
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 新たな伝統が⽣まれそうな予感がします。
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2018/08/31 【連載】豊⾼のキャリア教育11 | by toyokoweb

  ※久しぶりの連載の再開です。
  

◆３年進路だよりＮｏ．７から（８⽉３０⽇発⾏）
   ９⽉１２⽇（⽔）進路ＨＲ・・センター試験出願書類の配付と下書き練習

   ９⽉１９⽇（⽔）指定校推薦校内締切
   ９⽉２０⽇（⽊）まで・・・センター試験の志願票とコピー１部を提出（コピーもう１部は各⾃保

管）
   １０⽉上旬〜・・指定校推薦・公募制推薦出願

   １０⽉２⽇（⽕）頃・・学校が⼀括してセンター試験志願票を発送
   １０⽉下旬・・センター試験確認ハガキが学校に到着（担任から配付）

   １２⽉上旬・・センター試験「受験票・写真票・成績通知票・受験上の注意」が学校に到着
           （受験会場決定）

   １２⽉下旬〜１⽉上旬・・私⽴⼤学⼀般⼊試出願（各⾃）
  

◆２年 Ｔｈｅ Ｐａｔｈ ｔｏ Ｙｏｕｒ Ｄｒｅａｍ Ｎｏ．8 から（８⽉２２⽇発⾏）
   ・２年⽣２学期は⾼校⽣活の折り返し点。

   ・模試の意義を考える（蛍雪時代アンケート結果から）
     活⽤⽬的

      １位 解答⼿順・時間配分のコツをつかむ（68％）
      ２位 志望校のは合格可能性を知る（59%）

       ３位 弱点・苦⼿分野を補強する（46%）⇒ここが⼤切︕︕
     模試の復習の時期

      １位 受験⽇から１週間以内（41%）
      ２位 受験⽇当⽇（32%）

      ３位 受験⽇翌⽇（24%）
     解説を読んでもわからない問題への対応

      １位 教科書等で調べる（82%）
      ２位 先⽣に聞く（73%）

      ３位 友達同志で教える（25%）
  

◆１年 ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ Ｎｏ．４ （８⽉２２⽇発⾏）
    ・オープンャンパス レポート締切（９⽉28⽇（⾦））

    ・職業別進路講演会（９⽉20⽇（⽊））
       豊⾼出⾝の「薬剤師」「警察官」「公認会計⼠」「公務員（市役所）」

       「会社経営」「エンジニア」「⼤学教授（⼼理学）」「商社」「建築」「医師」
       「⼩学校教諭」「アナウンサー」「⼈⼯知能」など様々な職業⼈の話を

       聞く機会です。
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2018/08/30 野球部対戦相⼿決定（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 秋季近畿地区⾼校野球⼤会府予選の対戦相⼿が決まりました。
   １回戦︓ 対 関⻄⼤倉（９⽉２⽇（⽇）１２︓１０〜 槻の⽊⾼校にて）

   ２回戦︓ 対 ⾼槻北  （９⽉１６⽇（⽇））１２︓１０〜豊島⾼校にて）
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