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2018/11/20 華道部/放送部（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 今⽇は⼆つの⽂化部の活動を紹介します。
  まずは、華道部。事務室前には華道部員による新しい⽣け花が飾られています。

 

 ＜華道部の作品＞
  

 また、放送部員がボイスレコーダーを持参し、校⻑を取材しました（１１⽉１９⽇）。
  取材内容は「校⻑の仕事はどんな仕事︖」「趣味は︖」・・・などでした。

  録⾳したインタビューは３学期に他の先⽣⽅へのインタビューと共に編集し、昼休みに
 校内放送で流れるそうです。

 

 ＜インタビューする放送部員（⼿前）＞
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2018/11/19 １年⽣群読合戦を実施 | by toyokoweb

 11⽉15⽇（⽊）のロングホームルームの時間に、1年⽣が群読合戦を⾏いました。
  群読とは、⽂章や詩を⼤勢が分担しながら朗読すること。

  例年⾏っている⾏事ですが、今年も平家物語の「⽊曽の最期」。
  9クラスが3クラスずつに分かれ、それぞれが分担して群読を⾏いました。

  審査の結果、総合成績で７組が最優秀の栄冠を得ました。
 

  
※ 総合優勝した１－７の群読のようすを聞いていただけます。

  １－７.MP3
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2018/11/16 ＥＵ⼤使を招いて講演会実施 | by toyokoweb

 １１⽉１５⽇（⽊）に２年⽣を対象とした⼈権講演会「ＥＵがあなたの学校にやってくる」を⾏いました。
  講演者は、この９⽉にＥＵ（欧州連合）の駐⽇⼤使に就任したパトリシア・フロア⽒。

  ＥＵがグローバルな観点で取組んでいる「環境問題」「世界平和」「⼈権問題」「貧しい国々への⽀援」な
どの概要を端的に説明され、その意義や⽇本との関係について約１時間語りました。

  質疑応答の時間には、⽣徒３名（うち１名はなんと英語で質問をしました）が、「ポピュリズムの台頭」
「外国語の習得」などについて質問をしました。それぞれについて丁寧に回答をしてくださいました。
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2018/11/15 【連載】豊⾼のキャリア教育23 | by toyokoweb

 センター試験に代わって２０２０年度（現在の⾼校1年⽣が現役として受験する⼤学⼊試）に始まる⼤学⼊
学共通テストの試⾏調査（プレテスト）が、国語と数学のみのＡ⽇程（１０⽇）と、英語や理科、地理歴史・
公⺠も実施するＢ⽇程（１０〜１１⽇）で実施されました。本番を想定して⾼校⽣が参加する試⾏調査は今回
が最後となります。

  新聞誌上には出題された問題や受験⽣の声なども掲載されていました。また、豊中⾼校からも希望する⽣徒
81名が⼤阪⼤学（吹⽥キャンパス）で受験しました（Ｂ⽇程）。

  受験した豊⾼⽣からは、
  「⽂法やアクセントを単独で問う問題がなくなり、すべてが⻑⽂であった（英語）」

  「リスニングと速読の⼒が必要（英語）」
  「⽂章が多く、速く読解することが必要（数学）」

  「記述問題では議論の仕⽅を問われた（国語）」
 などの声を聞いています。

問題と正解はこちらから→https://www.dnc.ac.jp/sp/daigakunyugakukibousyagakuryokuhyoka_test/pre-
test_h30_1111.html

 

 
  昨年度⾏われたプレテストに⽐べ、考える時間を確保できるよう字数を減らすことや、正答の条件を明確に

するなどして難易度は下がったようです。
  本番の共通テストは⾼校１年⽣の多くが受けることになりますが、先⽇の屋⽊先⽣（近畿⼤学）の講演でも

⾔われていたように、「共通テストに変わったからと⾔って弱気になる必要はない。将来の夢（ゴール）を実
現させるために、〇〇⼤学の△△学部に合格するためには、今から何をするかが⼤事。」ということです。
 
＜今週の配付物＞

 ◆２年 The Path to Your Dream No.11（11⽉13⽇発⾏）
  ・センターテストにチャレンジ 〜センター試験同⽇模試（センターチャレンジ）の案内〜

    センターテストの当⽇とある平成31年１⽉20⽇の⾏われる模擬試験の案内です。
    ２種類紹介しますので希望者は１１⽉２０⽇（⽕）までに申し込みを（受験料は５００円）。

 ・「第３回⾼２全国模試」の紹介
    こちらはいわゆる難関⼤学希望者対象の模擬試験で実施⽇は平成31年１⽉27⽇（⽇）。

    募集は１２⽉に。
 ・進路ＨＲ

   11⽉29⽇（⽊）６限 進路講演「進路データかｔら⾒えるもの」加⽥先⽣（進路指導部⻑）
    12⽉11⽇（⽕）５限 進路講演「模試の結果を受けて」（ベネッセの担当者）

 
 

10:43

2018/11/14 現代社会の授業で豊⾼史を学ぶ | by toyokoweb

 １年⽣で学習する科⽬「現代社会」では、毎年、本校元教諭で卒業⽣でもある浅井由彦先⽣をゲストティー
チャーに招いて「豊陵資料室」を活⽤した特別授業を⾏っています（今年は先週実施）。

  先⽣は⾼校２期卒業で現在86歳。まさに豊⾼の⽣き字引ともいえる⽅です。
  とくに戦時中から戦後を旧制豊中中学校・新制豊中⾼校で過ごされたときの記憶は鮮烈で今の豊⾼⽣も感銘

をうけたようでした。
  先週の校⻑の豊⾼史の講演も含め、⺟校の歴史を学び、今の豊⾼が存在することを今の豊⾼⽣にも理解して

ほしいと思います。
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 ＜豊陵資料館で⽣徒に語りかけられる浅井先⽣（⾚丸印）＞
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2018/11/13 神⼤での学術学会にパネラーとして参加 | by toyokoweb

 昨⽇のブログで、この⽇曜⽇は⾳楽部の演奏を聴きに⾏けなかったことを記しましたが、実は、⽇曜は神⼾
⼤学で⾏われた⽇本教育制度学会・課題別セッションという催しにパネラーとして参加していました。

  テーマは「⾼校無償化政策の拡⼤は何をもたらすのか︖－⼤阪府８年間の経験から考える」というテーマで
した。

  パネラーは、私と、⼤阪府元私学・⼤学課⻑（現中⼩企業⽀援室⻑）の室井俊⼀⽒、清⾵中学校・⾼等学校
校⻑の平岡宏⼀⽒、帝京⼤学の⼩⼊⽻秀敬⽒です。

  私は平成１５年度から２４年度まで⼤阪府教委に勤務し、私⽴⾼校授業料無償化政策の拡⼤を踏まえ、公⽴
⾼校の募集をどのようにするかという施策に関わっていました。その経験を踏まえ、⽣徒減少期に公私⽴⾼校
の募集を今後どのようにすべきかについて発⾔してきました。いつもとは違うタイプのお仕事でしたが、とて
も新鮮で議論を楽しみました。

  

 ＜会場となった神⼾⼤学にて＞
 

  
＜講演者紹介の資料から（こんなツーショットもあったんです）＞
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2018/11/12 華道部/⾳楽部の活動から（豊⾼の部活動） | by toyokoweb
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 恒例の華道部の⽣け花です。
 

  こちらは、⾳楽部。昨⽇１１⽉１１⽇（⽇）に池⽥市⽂化会館アゼリアホールで⾏われた「第３６回第１ブ
ロック⾳楽会」で⼑根⼭⾼校の弦楽部と共演し、「⾵の通り道」「彼こそが海賊」の２曲を披露しました。当
⽇はあいにく⾒に⾏くことができなかったので、先週の内に⾳楽室で演奏を聞かせてもらいました。
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2018/11/09 【連載】豊⾼のキャリア教育 22 | by toyokoweb

11月8日（木）、２年生を対象に近畿大学の屋木清孝先生の進路講演を行いました。

今回で講演回数がなんと3000回。サプライズで、講師紹介の後クラッカーで祝福の意を表しました。

さて、本題ですが、まず強調されたのが、「ゴールから逆算する事」。「今の成績がこうだからこの大学をめざす」と

いうのではなく、「将来の夢（ゴール）を実現させるために、〇〇大学の△△学部に合格するためには、今から何をす

るか。」が大切。あくまでも、大学合格が人生のゴールではないのです。

次に強調されたのが「大学の難易度は二極化」しているということ。選びさえしなければどこかの大学には入学で

きる状況です。満足できる大学に入るには、「高校時代に努力したか、しなかったか」で決まります。大学入試は「努

力の証」だと考えましょう。大学合格をめざすための努力は将来に必ず役立ちます。

大学の選び方ですが、「どこかの国公立」はＮＧ。〇〇大学とターゲットを決めて、口に出して言い続けましょう。

「どこかの大学」などというあいまいなターゲットにしてしまうと、どんどん目標は下がってしまうものです。将来の夢

実現のための大学受験ですから、ターゲットを絞りましょう。学部の選択も「自分で決めること」が大切。近いから、友

達が行くからといった選択はＮＧ。

次は、入試のスケジュールについてです。　ＡＯ入試や指定校推薦は、早い時期に決まりますが、「卒業までの半

年で自分の成績の伸びの可能性を信じる人」は一般入試で十分。センターテストでは、１００％の得点は不必要。難

関大学でも８割から９割。模試の振り返りで同じ問題を２度と間違わないこと。今の２年生は浪人すると新入試制度

になるといって消極的になりがちですが、全く心配不要。志望校を下げずにチャレンジしてほしい。弱気はだめです。

授業は大切。受験科目ではない授業でも、その教科独自の考え方があり、それを知ることは結果的には受験に

有利。

繰り返しになりますが、　受験に強い生徒は、「ゴールから逆算して考える生徒」。目標を定めてそのためにすぐに

はじめること。

目標を定める三要素

　　　①夢は、「なりたい」ではなく「やりたい」へ

　　　②適性は後からついてくる

　　　③興味があれば、すぐ調べる

大学をめざす皆さん、そして保護者の方々、どうでしたでしょうか。３０００回の講演を豊高で行われたのも光栄と

言われた屋木先生、１時間の講演があっという間に終わりました。
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＜胸には「祝3000回」の文字が・・・。＞
 

07:37

2018/11/08 豊⾼ 能勢分校から | by toyokoweb

 昨⽇は豊中⾼校能勢分校で⾏われたＳＧＨ発表会に⾏ってきました。
  能勢分校に⼊学した１年⽣が、シュタットベルケ（ドイツにおいて、電気、ガス、⽔道、交通などの公共イ

ンフラを整備・運営する⾃治体所有の公益企業（公社））の考え⽅に基づいた地域創⽣の研究の発表を⾏いま
した。

  能勢町は⼈⼝減少で、消滅可能性都市の全国順位24位になっており切実な問題です。
  その解決策の⼀つとして⾼校⽣が提案したことは意義深いことです。

  また、⼣刻からは、本校と分校を結ぶ遠隔システム（スムース・スペース）を活⽤した交流も⾏いました。
 

 ＜当⽇の資料＞
 

 ＜⼤会の主催者として挨拶する加堂能勢町教育⻑＞
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 ＜能勢分校の教室から、本校の教室を⾒る＞
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2018/11/07 マレーシアの⼤学⽣来校 | by toyokoweb

 １１⽉５⽇（⽉）の午後、マレーシア・イスラーム科学⼤学の学⽣２８名が豊中⾼校を訪問し、イスラーム
についての研究を⾏っている⽣徒と交流を⾏いました。

  また、華道部や⾳楽部などの⽣徒とも交流しました。
 

 

 

  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 【昨⽇の回答】
 Q１ 豊中中学校の最初の⼊試は北野⾼校で⾏われた。〇

 
Q２ 豊中中学校と梅花⾼等⼥学校とは交流があった。 ×

 
Q３ 豊中⾼校の校歌は、創⽴後1５年にできた。〇
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Q４ 戦争末期の時期も、豊中中学校は通常の授業が⾏われていた。×
 

Q５ ⾼校5期から11期までの修学旅⾏は男⼥別⾏動だった。〇
 Q６ 学⽣運動が盛んな時期、〝豊⾼紛争″があり、校⻑が軟禁されたことがある。〇

 
Q７ ⾼校40期⽣までは、クラスの名称は、イ組・ロ組・ハ組…だった。× （ＡＢＣ組）

 
Q８ 森川ホールや森川トレーニングルームの「森川」とは元校⻑先⽣の名前である。×

 
Q９ 73期⽣の多数が⽣まれた2002年、すべてのホームルームにエアコンはなかった。〇

 Q10 体育⼤会の3年⽣のパフォーマンスの歴史は、この10年である。〇
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