
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 1/9

トップページ 校⻑より 学校紹介・⽣活 中学⽣の皆様 学校説明会 SGH SSH

新規登録 ログイン

            
 

　 　大 阪 府 立      TEL 06-6854-1207
 

    豊 中 高 等 学 校   FAX 06-6854-8086       
 

  

各種リンク

 

 

 

 

 

 

 

 

メニュー

トップページ

校⻑より
校⻑式辞
開かれた学校づくりに関すること
教育活動・計画・評価
学校経営計画及び学校評価
学校協議会

⽇誌

校⻑ブログ

前 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次 カテゴリ選択 10件

2018/05/14 昨⽇、⽣徒の健康診断 | by toyokoweb

 ５⽉１３⽇（⽇）は豊中⾼校の創⽴記念⽇です。ご存知でしたか︖
 さて、創⽴記念⽇の昨⽇、⽣徒対象の健康診断を実施しました。

  この健康診断は学校保健安全法という法律で定められており、毎学年定期的に⾏うこととされていま
す。医師６名、⻭科医６名を招き、内科・⻭科の健診、⾝⻑・体重・視⼒測定などを⾏いました。

  お医者さんの中には豊中⾼校出⾝の先⽣も。
  澤村昭彦先⽣は⾼校２３期で、豊中市新千⾥北町で内科・循環器科のクリニックを、辻要先⽣は豊中

駅前で⻭科医院をされています。
  ⽣徒の⼼⾝の健康状態についてはこの健康診断だけでなく、⼊学当初に提出していただいている「保

健調査」や「⾼校⽣活⽀援カード」などを活⽤し、⽣徒の状況を教職員で共有し、⽣徒が安全で安⼼に
学校⽣活を送れるよう活⽤に努めています。

  保護者の⽅々には、⽣徒の健康状態についてもご相談がありましたら、担任や養護教諭にお申し出く
ださい。

 

 ＜視⼒検査会場（体育館）＞
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 ＜⾝⻑・体重の測定（体育館）＞
 

07:49

2018/05/11 前期 ⽣徒⾃治会役員に認証状を⼿交 | by toyokoweb

 ５⽉１０⽇（⽊）の昼休み、先⽇の選挙及び信任投票で選ばれた、今年度前期の⾃治会役員に認証状を
⼿交しました。会⻑はじめ７名の役員から、「豊⾼をよりよく、明るくしていきたい。」「前年度やり残
した取り組みを⾏いたい。」「昨年度から続いて役員に選ばれたので、１年⽣の役員を指導していきた
い。」「中学校での⽣徒会経験を活かしたい。」「⾃治会役員との距離を狭くし⾃治会のイメージを変え
たい。」「ＧＬＨＳサミットを実施したい。」「⽣徒⼿帳の作成を企画したい。」など抱負を校⻑に語り
ました。

 

 
07:00

2018/05/10 【連載】豊⾼のキャリア教育04 | by toyokoweb

豊高のキャリア教育０４
　豊中高校では４月当初に、１・２・３年ともにスタディ・サポート（略して、スタサポ）というテストを行っています。
テストというと生徒の学力を測定するものですが、このスタサポは、学力だけでなく、学習習慣についても分析結
果が示されます。
　４月に行われたスタサポの結果である「個人診断レポート」が、スタサポ活用ＢＯＯＫ・スタサポPlanning Book
という資料とともに送られてきました。

１年生は先週、２・３年生は本日生徒一人ひとりに返却し、資料の見方などの説明を行いました。
　どんな資料か、その概要を御説明しましょう。

まず、ＧＴＺという言葉がキーワードです。これは「学力到達ゾーン」のことで、S1～D3までの15段階で表示さ
れます。ＧＴＺの目安は次の通りです。

S1・・・・超難関大レベル
S2～S3・・難関大レベル
A1・・・・難関大可能レベル
A2～A3・・国公立・中堅私大レベル
B1～B3・・国公立・中堅私大可能レベル
C1～C2・・4年制大可能レベル
C3・・・・実力養成レベル
D1～D2・・基礎力養成レベル
D3・・・・基礎、基本養成レベル

　豊中高校では、Ｓゾーンの維持あるいはＳゾーンへのステップアップをめざしてほしいと思っています。
　そして、もうひとつ。「学力（縦軸）と学習状況（横軸）のバランスです。
　今の自分の状況がどうであるかがわかる下の図が返却されます。
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　多くの生徒が、いわゆる難関大学への進学を希望する豊中高校では、このような、エビデンス（証拠）に基づい
た進路指導を行い、自己実現の意欲を高める指導を行っているところです。
　保護者のみなさまには、ぜひ、お子様の「個人診断レポート」をご覧いただき、お子さまの状況を共有していた
だくようお願いいたします。

＜今週の配付物＞
 ３年生　「進路だより」（５月１０日配付、５月１０日進路ホームルーム実施）

・スタサポの結果返却～見るポイントは？
  　（1）学力・学習バランス　（2）１年生からの変化は？
　　（3）レベルアップのためのアドバイス　(4)どこができていなかったのか？
・学習計画を立てる
・成功する計画のポイント
・総合学力マーク模試（６月２日（土）実施）
・志望校確認

２年生　「The Path to Your Dream」（５月１０日配付、５月１０日進路ホームルーム実施）
・５月は中間考査と体育大会

  ・スタディサポートの結果及び分析（学力状況と学習時間）
 ・進路ＨＲ～スタディサポートの自己分析から
１年生

　※進路だよりはありませんが、
 　５月９日には興味あるキーワードを書くとそれに関連する学問を研究している教授が解説をしてくれ

る「夢ナビ」のキーワードを各自が書きました。
 　５月１０日の進路ホームルームでは「Ｒ-CAP」（アール・キャップ）という、興味や価値観、志向から将

来の職業や学部が適しているかがわかるプログラムを実施しました。

 
 

14:00

2018/05/09 豊⾼の花・花・花︕︕ | by toyokoweb

 連休が終わりました。この間、豊⾼の校内の花が咲き誇っています。
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2018/05/08 ⼥⼦バスケ 4回戦進出するも敗退（豊⾼の部活） | by toyokoweb

 豊⾼⼥⼦バスケットボール部が、第７３回⼤阪⾼等学校総合体育⼤会バスケットボール⼤会１次予選で
１回戦では⼤阪ビジネスフロンティア⾼校に72対51、２回戦では池⽥⾼校に76対72、３回戦では三島⾼校
に62対49で勝ち進み、４回戦に出場。

  ５⽉４⽇（⾦）10時から⼋尾市⽴総合体育館で、牧野⾼校と対戦しました。残念ながら勝利には⾄りま
せんでしたが、終盤戦、粘り強く得点を重ねていく姿に拍⼿を送りました。
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2018/05/07 吹奏楽部定期演奏会（豊⾼の部活） | by toyokoweb

 ５⽉５⽇（⼟）の18︓00から、豊中市⽴⽂化芸術センターにおいて、豊中⾼校吹奏楽部が第３２回定期
演奏会を⾏いました。

  まず、⼤ホール1344席が満席となり、消防法の関係上、ホール内には⼊っていただけず、ロビーでモニ
ターを通じて鑑賞いただいた⽅々や、やむを得ずお帰りになった⽅々にお詫びを申し上げます。

  さて、演奏会は３部構成、第１部では4曲が演奏されました。
 

  
 第２部では、⽣徒が創意⼯夫をした⾳楽劇を披露。

 

  
 第３部では、２年⽣・３年⽣がそれぞれ曲を披露したあと、ジェイムズ・バーン作曲「交響曲第３番の
３・４楽章」で締めくくりました。興奮冷めやらぬ会場からの拍⼿に応えて、アンコール曲を２曲演奏。
その演奏は、次をクリックするとお聞きいただけます。

  
交響曲第三番第４楽章.MP3（6分42秒）

  
アンコール①.MP3（3分30秒）

  
アンコール②V.MP3（3分47秒）

 

07:00
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2018/05/02 全学年遠⾜へ | by toyokoweb

 ５⽉１⽇（⽉）全学年とも遠⾜を⾏いました。
  お天気に恵まれ絶好の遠⾜⽇和となりました。
  １年⽣は、全クラスバスで兵庫県神崎郡のグリーンエコー笠形でバーベキューとレクリエーション。

  ２年⽣と３年⽣はクラス単位で須磨⽔族園、武⽥尾廃線跡ハイク、嵐⼭モンキーパーク、京都市内散
策、六甲フィールドアスレチック、神⼾中華街散策、万博公園バーベキューなどさまざまな場所に⾏きま
した。

  クラスの友⼈たちとの親睦を深め、普段から楽しい学校⽣活ができるよう期待しています。
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2018/05/01 「Let's Try!! English Presentation!!」実施 | by toyokoweb
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 ４⽉２８⽇（⼟）「Let's Try!! English Presentation!!」と題して、１年⽣６０⼈が、英語のプレゼンにつ
いて学びました。

  講師は毎年お招きしている ギャリ―・ヴィへラー⽒とサチヨ・ヴィヘラー⽒。
 

  
 私は、冒頭のあいさつを英語で⾏い、次のようなメッセージを伝えました。

  ⽣徒のみなさん。おはようございます。もっと⼤きな声で。おはようございます。いいですね︕
  まず、講師をしていただくギャリー・ヴィアヘラー先⽣、サチヨ・ヴィアヘラー先⽣に感謝申し上げま

す。ありがとうございます。
  今⽇は、皆さんのために、英語を⽤いてプレゼンテーションを⾏う講座が⾏われます。

 皆さんが社会に出て活躍する際、英語によるプレゼンテーションは不可⽋です。
 例えば、科学者になると、学会で⾃分の研究成果を英語で発表し、評価を受けなければなりません。

  また、会社の技術者になっても、海外の⼈々を相⼿に、⾃社の製品の良いところを英語でアピールしな
ければなりません。

  どうか、恥ずかしがらず、積極的に、今⽇の講座を受講することを期待しています。
  

 さて、今回のセミナーでティーチングアシスタントとして活躍した⽅々が本校の卒業⽣９名。
  現役の⼤学⽣で後輩のために各グループに⼊って学習を⽀援していただきました。

 

 ＜⾚い〇印で囲んだ⽅々がティーチング・アシスタント＞
  

 

08:07

2018/04/27 【連載】豊⾼のキャリア教育03 | by toyokoweb

 前回、２年⽣のスケジュールを例に、１年間の豊中⾼校でのキャリア教育を説明しました。
  今回は１年⽣のキャリア教育です。

  スタディーサポートや模擬試験の話は前回しましたので、１年独⾃のプログラムについて説明します。
  ５⽉８⽇に⾏われる 「夢ナビ」は、好きなこと、普段から関⼼のあることを⾔葉で表した「関⼼ワー

ド」を提出すると、どんな専⾨の学問分野があるかが後⽇わかるというプログラム。
  ５⽉１０⽇の「R-CAP」（アール・キャップ）は、興味や価値観、志向から将来の職業や学部が適して

いるかがわかるプログラムです。
  これらのプロがラムを活⽤して、⽂理選択（2年⽣から⽂理学科は⽂科と理科に分かれて授業を受けま

す）の参考にして欲しいと思います。なお詳しい説明会は６⽉に実施します。
  ９⽉には様々な職業に就かれている豊⾼の卒業⽣の⽅々から、豊⾼時代の勉強が今の職業に⽣かされて

いるかなど話をしていただく名物⾏事です。
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＜今週の配付物＞

  １年⽣ 「進路だより」（４⽉２６⽇配付）
  ・１年⽣での進路に関する予定（上記の表）
  ・GTECとは

  ・⽂理選択
  ・進路指導室、ガイダンスルームについて

 

07:31

2018/04/26 ＳＳＮ会議に出席 | by toyokoweb

 ４⽉２４⽇（⽕）に⼤阪⼯業⼤学梅⽥キャンパスで⾏われた、サイエンス・スクール・ネットワーク
（ＳＳＮ）連携協議会に出席しました。このＳＳＮとは、⽂部科学省の事業であるスーパー・サイエン
ス・ハイスクール（ＳＳＨ）に指定されている１３の府⽴⾼等学校を中⼼に構成されたネットワークで
す。

  各校から校⻑が出席し、各校の取組みを共有しました。
  豊中⾼校からは、新しくできたリーフレットの内容をお伝えしました。

  

 ＜新しいＳＳＨのリーフレット＞
 リーフレットの内容はここから

 →Ⅰ.JPG
  Ⅱ.JPG
  Ⅲ.JPG
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