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2018/12/19 体育、持久⾛︕︕ | by toyokoweb

 １・２年⽣の体育の授業では持久⾛を⾏っています。豊⾼のグラウンドでは最⼤１週３５０ｍのトラッ
クがとることができます。 距離⾛（男⼦１５００ｍ、⼥⼦１０００ｍ）だけでなく、時間を決めて⾛る
⽅法などを取り⼊れています。 豊⾼⽣らしいと思ったのは、⾛者以外の⽣徒が「がんばれ」と声をあげ
て応援している姿でした。 冬の体育の授業で恒例となっている持久⾛、体⼒に加え忍耐⼒も⾝に付けて
ほしいものです。
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2018/12/18 豊⾼のお花（正⾨横の花壇の花） | by toyokoweb

 正⾨を⼊ってすぐ右⼿に、ＰＴＡ活動の⼀環として整備していただいている「花壇」あります。
  季節は冬ですが、花壇の花は春を感じさせるものばかり。

  ⽔やりなどメンテナンスが必要な花壇の維持は、隠れたご努⼒のおかげだと感謝しています。
  花は⼈の⼼を和ませてくれます。毎朝、正⾨から登校すする豊⾼⽣の気持ちを⾒守ってくれているよう

にも思えます。
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2018/12/17 取材︕︕部活指導員について | by toyokoweb

 先週、⾦曜⽇、⼤⼿新聞社から豊中⾼校の「部活動指導員」について取材を受けました。
  「部活動指導員」の制度は、今年度から⼤阪府教育庁が試⾏的に導⼊した制度です。

  府⽴⾼校約１０校に導⼊され、豊中⾼校ではアメリカンフットボール部の指導に来ていただいていま
す。指導員の中川先⽣は本校の元教諭で、実技指導のみならず、顧問と協⼒しながら部員の指導に当たっ
ておられます。これまでも、部活動については外部の指導員の先⽣⽅に来ていただく制度があったのです
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が、今回試⾏導⼊された「部活動指導員」の制度は、対外試合などの付き添い業務もできるという点がこ
れまでと違う点です。

  教員の働き⽅改⾰が社会問題にもなっています。豊中⾼校でも年間で超過勤務時間が８００時間を超え
る教員もいます。外部からの⼈材を活⽤することで、教育の質を落とさず、教員の働き⽅改⾰にもつなげ
ることができればと考えています。

 

 ＜ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部員を指導する中川指導員（中央）と取材記者（右端）＞
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2018/12/14 京⼤サイエンスフェス⼤阪府予選に向けて | by toyokoweb

  来年３⽉に京都⼤学で⾏われるサイエンスフェスティバル（全国の⾼校⽣の研究発表会）への⼤阪府
代表を決める予選がこの⼟曜に⾏われます。

  ７校がエントリーしていますが、豊中⾼校からは「⽭盾する視覚情報に対するメダカの応答」というテ
ーマの研究でエントリーすることになっています。

  昨⽇その校内でのリハーサルに参加し、指導・助⾔をしました。
  伝えた内容の要点は、

 ①プレゼンターは、発表テーマについては世界⼀詳しいのだから正々堂々とすること。
 ②聞き⼿は発表内容について知らない場合が多いので、簡潔に・わかりやすく・順序を考えて

  説明すること
 ③質問に対する答えは、質問の意図を踏まえて簡潔に答えること。わからないことはわか

  りませんという勇気を持つこと
 の３点。 最後に作家井上ひさしさんの⾔葉を紹介しました。それは、

 「むつかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことを
 まじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」

 です。
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2018/12/13 理化研究会創⽴７０周年記念式典に参加 | by toyokoweb

 わたしが副会⻑をさせていただいている「⼤阪府⾼等学校理化教育研究会」の創⽴７０周年の記念⾏事
に昨⽇参加してきました。

  この研究会、「理科」ではなく「理化」なのです。⾼校の「理科」には「物理」「化学」「⽣物」「地
学」の４分野がありますが、この研究会は「物理」と「化学」の教員が構成している研究会で、物理の
「理」と化学の「化」ととって「理化」研究会という名称になっているのです。

  記念講演が⾏われ、⽂部科学省主任視学官（⽂部科学省で学校教育に係る専⾨的、技術的な指導・助⾔
を⾏う職。いわゆる⽂部官僚ではありません。）の清原洋⼀先⽣を講師として、「これからの理科教育に
求められるもの」というテーマで約１時間話をされました。

  ２０２２年から実施される新しい学習指導要領（国が定める学校教育の基準）は、これからの時代に求
められる３つの資質・能⼒である「知識・技能」「思考⼒・判断⼒・表現⼒」「学びに向かう⼒・⼈間
性」を育むため、「主体的・対話的で深い学び（いわゆるアクティブ・ラーニンング）」を⾏うことを旨
に改訂されたとのことです。また、⼈⼯知能（ＡＩ）の発達に伴い、学校での「学び」そのものが変容し
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ていかざるを得ないということも強調されました。
  豊中⾼校では、現在でも、５年後の改訂を⾒据えて、「課題研究」「海外研修」「英語４技能統合型授

業」「志学」の導⼊や、「豊⾼型アクティブラーニング」の検討をすでに着⼿しているところです。
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2018/12/12 【連載】豊⾼のキャリア教育27 | by toyokoweb

 期末試験が終わり昨⽇（12⽉11⽇）と今⽇（12⽉12⽇）の午後は「学習サポートプログラム1・2年⽣に
実施しています。

  昨⽇は、模擬試験の結果の⾒⽅の講演と、その話を踏まえて⾏う模擬試験の振り返りを⾏いました。
  また、今⽇は、１年⽣は２年で⾏う「課題研究」についての説明会と３学期に⾏う留学⽣との交流会の

準備をし、２年⽣は２時間続けて「⾃学⾃習」に集中しました。
  キーワードは「振り返り」と「⾃学⾃習の習慣化」です。考査が終わったからといって、気を抜きすぎ

ず、コンスタントに学習習慣を⾝に付けてほしいものです。
  

＜今週の配付物＞
 ２年 Ｔｈｅ Ｐａｔｈ ｔｏ Ｙｏｕｒ Ｄｒｅａｍ Ｎｏ．１２

  ◆ 「志望⼤合格のための今〜⾼３、０学期に向けて、するべき学習がわかる本」
   を配布しました。その内容は・・・。

    「最後のセンターテストのカウントダウンは始まっている」
    「⾼３ 夏の現実 志望⼤決定」

    「⾼３ ０学期、基礎固めで合格への⼟台作り」
    「学習の優先順位（①国・数・英 ②苦⼿教科）」

  ◆予定
   １⽉８・９⽇ 校内実⼒テスト

   １⽉２０⽇（⽇）センター同⽇模試
   １⽉２７⽇（⽇）全国模試（ハイレベル）

  ◆模試の意義
   ①「⽬標地点」の体感と逆算、②基礎固めとその分析資料、③校外のライバルと競う
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2018/12/11 アメリカ⾸席商務領事と意⾒交換 | by toyokoweb
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 １２⽉７⽇（⾦）の午後、アメリカ総領事館のジェイ・ビックス⾸席商務領事と意⾒交換をする機会が
ありました。

  ⽇本の⾼校⽣にぜひアメリカの⼤学への留学を考えてほしいというもの。
  グローバル化が進む中で、海外の⼤学をめざす⾼校⽣も増えてきています。

  ネックになるのは学費ですが、２年制のコミュニティ・カレッジであれば、４年制⼤学に⽐べ経費も抑
えられるとのこと。

  ⽇本の⾼校の実情、豊中⾼校の取組みについても説明させていただきました。
  ⻑期の留学はハードルが⾼いけれども、短期の研修ならばニーズがあり、旅⾏業者を仲介せずに領事館

を通じて⾏うことができれば費⽤も抑えられるというメリットもあることがわかりました。
  ⽇本の⾼校⽣が、海外で豊かな体験をすることは⼤変有意義であり、そのきっかけになればと思いまし

た。
 

 ＜ビックス⾸席商務領事と記念撮影＞
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2018/12/10 豊⾼⽣、豊中市のヒアリングに協⼒ | by toyokoweb

 １２⽉７⽇（⾦）に豊中市こども未来部こども政策課の職員の⽅が来られ、⼦育ち・⼦育て⽀援につい
ての豊中市の政策を説明するとともに、それに対する豊⾼⽣の意⾒を聞きました。

  約１時間の意⾒交換でしたが、豊中市の担当者からは、「どの⽣徒さんも勉学や体験活動に対して熱⼼
で、冷静に物事を⾒つめる視点から、的確で貴重な意⾒を聴くことができました。また、学校の先⽣⽅を
尊敬されていることも伺いました。このように、⼦どもと真剣に向き合う⼤⼈が⾝近に存在する環境づく
りはやはり⼤切だと再確認することもできました。」とのコメントをいただきました。

 

 ＜豊中市の職員（左側）から説明を受ける豊⾼⽣＞
 

 ＜配付された資料＞
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2018/12/07 豊⾼⽣がフェアトレード物品販売に貢献 | by toyokoweb

 豊中⾼校では⽂理学科の⽣徒を対象に課題研究の授業が⾏われていますが、フェアトレードについて研
究している班が、物品販売のマネジメントを⾏いました。

  フェアトレード（Fair Trade）とは⽂字通り「公平貿易」のことですが、発展途上国で作られた作物や
製品を適正な価格で継続的に取引することによって、⽣産者の持続的な⽣活向上を⽀える仕組みのことで
す。特定⾮営利活動法⼈フェアトレード・ラベル・ジャパン）では、国内における「国際フェアトレード
認証ラベル」のライセンス事業や、製品認証事業などを⾏っています。

 

＜国際フェアトレード認証ラベル＞
  

 豊⾼⽣が取り組んだのは、「コーヒー」と「チョコレート」で、阪急曽根駅近くの次の店舗で販売して
います。品数に限りがありますが、お⽴ち寄りの節はお買い求めください。

  ふるさと広場 曽根店 https://www.yotuba.gr.jp/shop/sone-2.html
  おうちカフェ 樹林  http://jurin1977.web.fc2.com/

 

 ＜今回発売する商品（フェアトレードの解説付き）＞
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2018/12/06 歴代校⻑あれこれ | by toyokoweb

 私は第22代校⻑ですので、校⻑室には私を除く歴代21名の校⻑先⽣の写真が飾られています。
 

 ＜⼀列では19名しか並びきらないので、第20代校⻑以降は別の壁⾯に掲⽰＞
 

 ＜初代の校⻑の堤寛先⽣＞
  

 豊⾼出⾝の校⻑は、私と第18代の須賀寅充先⽣の⼆⼈だけ。
  須賀先⽣は現在、⼤阪アニメーションスクール専⾨学校の校⻑であると共に、豊⾼の同窓会である豊陵会

の副会⻑でもあります。昨⽇、⼤阪アニメーションスクール専⾨学校の⺟体でもある滋慶グループの教育科
学学会がシンフォニーホールであり、滋慶グループの教育実践の発表を聞いて来ました。様々な分野の専⾨
学校が傘下にあり最先端の実学教育に取り組んでいるようすが分かりました。
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 ＜第18代校⻑ 須賀寅充先⽣＞
 

 ＜滋慶教育科学学会のようす＞
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