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2018/12/05 授業改善をめざして | by toyokoweb

 昨⽇から２学期末考査が始まり、その勉強に⽣徒とは取組んでいることと思います。３年⽣にとっては
最後の定期考査でもあります。

  さて、豊⾼の先⽣⽅も授業改善や進路指導の⼯夫に研修などを通じて取り組んでいます。
  １１⽉２２⽇の職員会議では、アクティブラーニング開発チームから、「アクティブラーニング 導⼊

編」と題した報告がありました。
  アクティブラーニングとは、桐蔭学園理事⻑代理で前京⼤教授の溝上慎⼀先⽣によると、「⼀⽅向的な

知識伝達型講義を聴くという（受動的）学習を乗り越える意味での、あらゆる能動的な学習のこと。能動
的な学習には、書く・話す・発表するなどの活動への関与と、そこで⽣じる認知プロセス（頭の中で考え
たこと）の外化を伴う。」と定義されます。

  この報告は３回連続で職員会議の場で⾏い、豊⾼の授業改善のきっかけにしたいと考えています。
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2018/12/04 華道部の⽣け花（豊⾼の部活動） | by toyokoweb
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 恒例の事務室前の⽣け花です。
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2018/12/03 中庭のもみじの紅葉 | by toyokoweb

 12⽉に⼊りましたが、豊中⾼校の中庭のもみじは真っ⾚に紅葉しています。
 

 

 
07:00

2018/11/30 【連載】豊⾼のキャリア教育26 | by toyokoweb

６月２９日（木）６限、２年生は進路ホームルームを行いました。

　加田進路部長から「国立大と私立大の違い」についての講話があり、その後各ホームルームで、

「進路資料冊子」が配付されました。

　豊高のキャリア教育では、生徒に資料を配付し自分の進路を考える機会を設けています。保護者の

皆様におかれましては、ご家庭でも資料類をご覧いただき、お子さまとの話題にしていただければと

思います。
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2018/11/29 海外からのお客さま | by toyokoweb

 11⽉28⽇（⽊）のお昼をはさんだ短い時間でしたが、マレーシア・シンガポール・インドネシア・フィ
リピン・ブルネイの５カ国から１９名の⾼校⽣と⼤阪⼤学のムスリムの留学⽣とが本校を訪れました。

  このプログラムは外務省のプログラムの⼀環として⾏われており、本⽇は来⽇３⽇⽬になります。午前
中は⼤阪城を⾒学し、その後豊中⾼校での交流、さらに京都の建仁寺を⾒学するとのことです。

  40⼈を超える豊⾼⽣とアジアの留学⽣とが⼀堂に会し、昼⾷をともにしながら英語での交流をしまし
た。

  

 ＜グループに分かれて話に花が咲きます＞
 

 ＜中庭での記念撮影＞
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2018/11/28 | by toyokoweb
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労働問題を楽しく学ぶ

 １１⽉２８⽇、２年⽣の社会に授業において、⼤阪市⽴⼤学経済学部の学⽣（豊⾼卒業⽣を含む）をゲ
ストティーチャーとして招き、労働問題に関する「すごろく」を使った授業を⾏いました。

  ⽣徒たちは、⾝近に感じにくい労働問題について、楽しみながら学ぶ機会としたようでした。
  

 ＜⼈⽣をすごろくで仮想体験＞
 

 ＜市⼤⽣５⼈が学びをアシスト＞
 

11:50

2018/11/27 【連載】豊⾼のキャリア教育25 | by toyokoweb

「⼤学⼊試についてのテスト」の正解です。
  １．⾼１⽣が受験⽣となる年から「センターテスト」が（ 共通 ）テストになる。

  ２．１のテストの願書は（ ９ ）⽉に学校で取りまとめて提出する。
  ３．１のテストで記述試験が導⼊される教科は（ 国語 と 数学 ）である。

  ４．現３年⽣が受験する国公⽴の２次試験で、前期⽇程が始まるのは２⽉（ ２５ ）である。
  ５．２次試験について正しいものに〇、間違っているものに×をつけなさい。

    （5-1）前期後期の願書は同時に出願する（ 〇 ）
    （5-2）センターテストの成績だけで合否が決まる場合がある（ 〇 ）

    （5-3）各⼤学の願書は豊中⾼校を通じてすべて⼊⼿できる（ × ）※各⾃⼊⼿が原則
  ６．関⻄の私⽴⼤学の⼀般⼊試は（ １ ）⽉下旬に⾏われる。

  ７．推薦⼊試について正しいものに〇、間違っているものに×をつけなさい。
    （7-1）指定校推薦に合格すれば必ずその⼤学⼊学しなければならない（ 〇 ）

    （7-2）推薦⼊試にはセンターテストを課す⽅式もある（ 〇 ）
  ８．Ｈ３３年度⼊試において、東⼤や阪⼤が英語資格試験で求めるレベルが（ Ａ２ ）である。 ※

英検準２級程度です。
  ９．英語資格試験は⾼校（ ３ 年⽣）の（ ４ ⽉から １２ ⽉まで）に最⼤（ ２ 回）受験

 できる。
  10.豊中⾼校のＧＴＥＣの過去の結果では、⾼２の多数が阪⼤が出願要件として求めるレベルに属してい

る。〇か×か。（ 〇 ）
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2018/11/26 【連載】豊⾼のキャリア教育24 | by toyokoweb

  １年で実施した「⼤学⼊試についてのテスト」を紹介します。
  １．⾼１⽣が受験⽣となる年から「センターテスト」が（   ）テストになる。

  ２．１のテストの願書は（   ）⽉に学校で取りまとめて提出する。
  ３．１のテストで記述試験が導⼊される教科は（   と   ）である。

  ４．現３年⽣が受験する国公⽴の２次試験で、前期⽇程が始まるのは２⽉（  ）である。
  ５．２次試験について正しいものに〇、間違っているものに×をつけなさい。

    （5-1）前期後期の願書は同時に出願する（  ）
    （5-2）センターテストの成績だけで合否が決まる場合がある（  ）

    （5-3）各⼤学の願書は豊中⾼校を通じてすべて⼊⼿できる（  ）
  ６．関⻄の私⽴⼤学の⼀般⼊試は（   ）⽉下旬に⾏われる。

  ７．推薦⼊試について正しいものに〇、間違っているものに×をつけなさい。
    （7-1）指定校推薦に合格すれば必ずその⼤学⼊学しなければならない（  ）
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   （7-2）推薦⼊試にはセンターテストを課す⽅式もある（  ）
  ８．Ｈ３３年度⼊試において、東⼤や阪⼤が英語資格試験で求めるレベルが（   ）である。

  ９．英語資格試験は⾼校（  年⽣）の（  ⽉から  ⽉まで）に最⼤（  回）受験できる。
  10.豊中⾼校のＧＴＥＣの過去の結果では、⾼２の多数が阪⼤が出願要件として求めるレベルに属してい

る。〇か×か。（  ）
   ※正解は明⽇のブログで・・・。

 
＜先週の配付物＞

 ※先週の⽊曜⽇、３年と１年の進路だよりが発⾏されました。
 ◆３年 進路だより No.11（11⽉22⽇発⾏）

  ・⼤学受験に向けての⼿続き
 ＜センターテスト前の出願＞

 「受験登録（兼調査書発⾏願）」
 「私⽴⼀般⼊試、調査書部数集計⽤紙」（１２⽉１４⽇全員提出）

 を担任に提出
 →１⽉８⽇（⽕）調査書発⾏→各⾃で出願⼿続き

     ＜センターテスト後＞
  「受験登録（兼調査書発⾏願）」の提出

 →調査書発⾏→各⾃で出願⼿続き
  （国公⽴⼤の出願は、１⽉２８⽇（⽉）〜２⽉６⽇（⽔）必着）

   ・⼊試スケジュール
     ①受験プランを⽴案  ②募集要項を⼊⼿ ③出願書類の記⼊

     ④検定料振込   ⑤書類提出
◆１年 進路だより Pathfinder No.7（11⽉22⽇発⾏）

    ・進路希望調査結果
     国公⽴⼤学

      京都⼤１０、⼤阪⼤１５４、神⼾⼤４６、⼤阪市⼤１８など
     私⽴⼤学

      同志社⼤４、⽴命館⼤３、関⻄学院⼤・慶応義塾⼤各２など
      志望学部

       ⽂・外語・国際３９、経済・経営・商２９、発達科学・⼈間科学１５
       ⼯４７、薬２５、理２４、基礎⼯１６、医（医学科１４）、医（保健・看護）１３ など 

    ・ＧＴＥＣ（英語４技能）テストについて
       期末テスト後の12⽉中（14⽇〜20⽇）にスピーキングテストを、

       １⽉の実⼒テスト時に「読む」「書く」「聞く」に関するテストを⾏います。
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2018/11/22 ⻘少年のための科学の祭典に来賓として参加 | by toyokoweb

 11⽉18⽇（⽇）に国⽴奈良⼯業⾼等専⾨学校で⾏われた「⻘少年のための科学の祭典奈良⼤会2018」
に、⽇本物理教育学会近畿⽀部副⽀部⻑の肩書（ボランティアでやっています）で参加し激励のあいさつ
をしてきました。このイベントは、理科や数学などの楽しさを⼩学⽣等の⼦ども達に知ってもらうため、
さまざまな実験や科学⼯作などを⼤学⽣・⾼校⽣・中学⽣・学校の先⽣⽅等が指導するというものです。

  私も、教員時代に何度か参加し、「⾳と共に踊る炎」「何でも通す不思議な壁」「光の万華鏡」などの
実験や科学⼯作を指導したことがあります。

  豊中⾼校では「課題研究」の授業などを通して、⼩学⽣達の⾃然に対しる純粋な驚きや感動を⼤切にし
ながら、⾼校時代に深く探究できるような授業の提供を⾏っています。

 

 ＜パンフレットをもち記念撮影＞
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 ＜⼯作室のようす＞
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2018/11/21 豊陵会 中部⽀部総会に参加 | by toyokoweb

  １１⽉１７⽇（⼟）の午後、名古屋市内で⾏われた、豊陵会（豊中⾼校の同窓会）の中部⽀部総会（第
１１回）に参加し、豊⾼の現状について話をしてきました。

  中部⽀部の総会では、同窓⽣を講師に招いて講演会を⾏い、そのあと懇親会が開催されます。
  今年の講演会の講師は、⾼校２４期⽣の横⼭元⼀⽒で、沢⽥研⼆・サザンオールスターズ・福⼭雅治な

どのアーティストのプロデューサー・映画プロデューサーとしての体験談をお聞きしました。エンターテ
インメントの世界で４５年間活躍し続けられているのも、その原点は豊⾼にあるとのこと。

  何事にもチャレンジされる⽒の⽣き⽅にたくさんのエネルギーをいただいた気がしました。
 

 ＜参加者全員で記念撮影＞
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