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2018/07/03 【修学旅⾏特集04】お天気に恵まれて | by toyokoweb

 ネットの天気予報では「弱⾬」となっていたのですが、現地からの情報では「晴れ」。
  今⽇は各種アクティビティの⼀⽇です。

 

 ＜35678組、西表島へ＞
 

 ＜⽵富島にて＞
 

10:02

2018/07/02 【修学旅⾏特集03】全クラス無事⽯垣へ | by toyokoweb

 時間の遅れはありましたが、全クラスとも無事、⽯垣島に到着しました。
  ご⼼配をおかけしました。
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 ＜川平湾から＞
 

 ＜川平湾のグラスボートでウミガメさがし（３匹発⾒︕︕）＞
 

16:13

2018/07/02 【修学旅⾏特集02】その後の状況 | by toyokoweb

　その後の飛行機の運航状況です。

（関西空港発組）　

３組　予定どおり石垣に到着

　７組　１２：３７に関空を出発、石垣１５：０１到着予定

（伊丹空港発組）

　２・５・８組　石垣に１３：３７到着（約５０分遅れ）

４・６・９組　石垣に１４：２３到着予定（約４５分遅れ）

１組　　　　　石垣に１５：４０到着予定（予定どおり）

 

13:59

2018/07/02 【修学旅⾏特集01】台⾵の影響で・・・。 | by toyokoweb

沖縄本島への台風７号の影響により飛行機に遅延等が生じています。

（関西空港発組）　

３組　予定どおり石垣島に到着

　７組　機材が到着せず２時間半遅れの１２：２５に関空を出発
 

（伊丹空港発組）

　１・２・４・５・６・８・９組

　　伊丹空港を２０分遅れで出発。那覇空港に１１：５１到着
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2018/06/29 シンガポールからお⾒舞いのメール | by toyokoweb

 豊中⾼校が継続的に交流を⾏っているシンガポールのカトリック⾼校のソウライレン
 校⻑先⽣から、今回の地震に対するお⾒舞いのメールが私宛に来ました。

  
 Dear Hiranosan,
Greetings from Singapore Catholic High School!  This email is long overdue, to thank you, your colleagues, students and
parents at Toyonaka High School for your warm hospitality when we visited your esteemed school last month.  Our
teachers and students have learnt much from the visit and made many friends.  We look forward to continuing this
collaboration in the years ahead. 

 We were worried for our friends at Toyonaka High School when we heard about the earthquake in Osaka last week, and
we are saddened by the injuries and loss of lives in the city.  Our teachers are glad to hear from your teachers that all are
safe at the school.  We will continue to pray for the well-being and safety of all in Osaka. 

 May you have a blessed week ahead. Best regards,
Ms Soh Lai Leng Magdalen  苏丽玲

 Principal  Catholic High School 
  

遠⽅の友⼈からの思いがけない便りに正直⾔って感動をおぼえました。
 

  

05:52

2018/06/28 豊中市⼈権教育推進委員協議会に参加 | by toyokoweb

 ６⽉26⽇（⽕）梅花⾼校において豊中市⼈権教育推進委員協議会が⾏われ、ＰＴＡ役員の⽅々と参加しました。
  この会合は、豊中市内の⾼校・⽀援学校の代表者が集まり、それぞれの学校で⾏われている⼈権に関する取り組みを

紹介し共有するものです。
  豊中⾼校では、⽣徒を対象とした取り組み、ＰＴＡを対象とした取り組み、教職員を対象とした取り組みの３本柱で

⾏っています。
  ⽣徒向けには、「スマホ」「いじめ」「⼈間関係理解」「知的障がい者の就労」「薬物乱⽤防⽌」「異⽂化交流」な

ど様々なテーマでの学習やアンケート等を⾏っています。
  ＰＴＡ向けには、１０⽉２７⽇（⼟）の午前に講師の⽅をお招きし、「ネットといじめ（仮題）」の講演を予定して

います。
  教職員向けの研修としては「コミュニティ ソーシャルワーカー」について学習する予定です。 
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2018/06/27 中学校・教育関係者向け学校説明会を実施 | by toyokoweb

 6⽉22⽇（⾦）の午後、豊中⾼校で中学校の先⽣⽅、教育関係者の⽅々を対象とした学校説明会をそれぞれ⾏いまし
た。

  これらの説明会は、中学⽣やその保護者の⽅々を対象とするものではなく、中学⽣を指導される⽴場の⽅々を対象と
した説明会です。

  豊中⾼校がどのような教育をめざしているのか︖新しい⼤学⼊試制度に対応できるのか︖⾼校⼊試で気を付けてほし
い点は何か︖など、校⻑から説明をしました。

  中学⽣や保護者の⽅々向けの説明会は,
 7⽉21⽇（⼟）午前10時〜豊中アクア⽂化ホール

 9⽉2⽇（⽇）午前10時〜 吹⽥メイシアター
 9⽉29⽇（⼟）午前10時〜と11時〜豊中⾼校 体育館

 いずれも、申し込み不要です。
 詳しくは、http://www.toyonaka-shs.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=2598

  

 ＜中学校の教員対象の説明会のようす＞
 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jo1phmn1z-351#_351
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 ＜教育関係者対象の説明会のようす＞
 

07:30

2018/06/26 豊陵会東京⽀部総会に参加 | by toyokoweb

 ６⽉２４⽇（⽇）に東京で⾏われた本校の同窓会組織である豊陵会の東京⽀部総会に参加してきました。
  １４０名という⼤⼈数の参加者があり、とりわけ校⻑と同期の３２期の⽅々が多数参加していました。

  アトラクションとしてチェリストの辻本玲さん（⾼５４︓東京藝術⼤学⾸席卒業、シベリウス・アカデミー、ベルン
芸術⼤学留学、⽇本フィルハーモニー交響楽団ソロチェロ奏者）によるダイナミックかつ豊潤な演奏も披露され、素晴
らしいひと時となりました。

  私からは、今般の地震の対応、今年度の進路状況を説明するとともに創⽴１００周年に向けて学校・同窓会・ＰＴＡ
が⼀体となって３年後にみんなでお祝いすることのできるよう取組んでいきたいと述べました。

 

 ＜校⻑あいさつ＞
 

 ＜チェロの演奏＞
 

08:20

2018/06/25 野球部取材を受ける（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 ６⽉１５⽇（⾦）の放課後、豊中⾼校の野球部が、ベースボールマガジン社の取材に応じました。７⽉初旬に「第１
００回全国⾼校野球選⼿権⼤会⼤阪⼤会展望号」として発売予定とのことです。

   夏の⼤会の1回戦は、7⽉１４⽇(⼟)９時から豊中ローズ球場にて、東海⼤仰星⾼校との試合です。応援よろしくお願い
します。
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2018/06/22 【連載】豊⾼のキャリア教育09 | by toyokoweb

豊⾼のキャリア教育09
  今⽇は⼤学浪⼈の話題です。

  誰しも現役合格を希望しますが、浪⼈をしてでも希望⼤学への合格をめざす⼈もいます。
 そんな⼈のための予備校等の情報です。

 ①Ｋ塾
  費⽤はコースによるが、京⼤進学をめざすコースの場合は70〜80万円。

  それ以外に夏や年末年始等の希望者別の講習などの費⽤を含めると、ざっと100万円。
  90分授業で朝９︓３０から始まり、１⽇に4コマの授業がある。5コマの⽇もある。

  進学希望のコース別にクラス編成がされている。実質的には習熟度別クラス。
  夜は9時まで⾃習室が使える。約7割の⽣徒が⾃習室で勉強をすませている。

  担任（チューター）がおり、出⽋管理や保護者との連絡、懇談（年5回）を⾏う。
②Ｔ進

  受講する（視聴する）講座ごとに価格が決まっており、受講する講座数によって値段は変わってくるが、「総合コー
ス」という設定があり、割安にできるようにしている。京⼤などをめざす場合は、平均的には年間50〜60万円である
が、苦⼿科⽬など基礎からのやり直しで受講数が増えると70〜80万円になる。

  担任もいて、相談や家庭との連絡なども⾏っている。
  8時半には登校5時半までは学校にいる。毎⽇出⽋をとり、その間携帯電話は預かる。夜は10時まで⾃習室が使える。

６〜7割の⽣徒が⾃習室で勉強をすませている。
  システム上、⾃宅学習での受講も可能であるが、基本は毎⽇登校して勉強するよう指導する。

③Ｓ台
  授業料は年間70〜80万円で、夏や冬の講習を⼊れると⼤体100万円になる。

  授業は50分で、京⼤など国公⽴をめざす⽣徒は1⽇平均6コマの授業を受ける。私学をめざす⼦は科⽬が少ないので4コ
マくらいで、その分授業料も安くなる。

  朝の9時から始まり、夜の9時まで学校は開いている。
  担任がいて、出⽋管理や、成績、学習状況などフォローして、家庭とも連絡を取っている。7割近い⽣徒は夜の9時近

くまで⾃習室で勉強している。
 
 いかがでしたでしょうか。知識として知っておいてもよいかと思い、掲載させていただきました。

  
＜先週・先々週の配付物＞

  ２年 The Path to Your Dream No.5（６⽉１５⽇号）＜⼤学研究特集＞
   ⼤学研究の⽅法のベスト３は、「⼤学のパンフレット」「オープンキャンパス」

  「⼤学のウェブサイト」。
   ちなみに6位は「⼤学の説明会や受験相談会」ですが、７⽉〜８⽉に⾏われる

  「⼤学フェア（７⽉８⽇グランフロント⼤阪）」「全国国公⽴・有名私⼤相談会フェア
 ２０１８（７⽉１４⽇グランキューブ）」「主要⼤学説明会（８⽉２６⽇グランキューブ⼤阪）」

 などがお勧めのようです。
  なお、豊中⾼校では、２年⽣でのオープンキャンパスへの参加を強く勧めており、

 ９⽉３⽇を「オープンキャンパス報告書」の締切としています。（京⼤・神⼤のオープン
 キャンパスの申し込み開始⽇時も掲載︕︕（阪⼤は6/15現在不明））

 

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jopwtgs9e-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 7/7

  
 １年 進路だよりPATHFINDER No.2 （６⽉１１⽇）

  ・中間考査個⼈別成績表の⾒⽅ 
    偏差値とは、度数分布表とは、レーダーチャートとは、⽋点とは。

  ・⽂理選択予備調査の件（６⽉１４⽇実施）
    仕事で、学部で、興味で、得意科⽬で決める︖

  ・オープンキャンパスレポート
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