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2018/07/18 ⾳楽部、蛍池でセッション︕︕（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 ７⽉１５⽇（⽇）に蛍池公⺠館で⾏われたヒューマンライツコンサートに豊⾼⾳楽部が参加し、「アン
サンブル・サビーナ」、「⼑根⼭⾼校弦楽部」の皆さんと共演しました。
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野球部、善戦︕（豊⾼の部活動）

 7⽉１４⽇（⼟）豊中ローズ球場で⾏われた⾼校野球選⼿権⼤会⼤阪⼤会で、昨年度近畿⼤会準優勝校
の東海⼤仰星⾼校と対戦、接戦の末１対２で敗れました。9回の表、2点差を1点取り返すなど、豊⾼の野
球部は粘り強さを⾒せてくれました。

  なによりも特筆されるのは、スタンドでの保護者・在校⽣・卒業⽣・教員の⼀体となった応援。
  試合後の選⼿たちへのメッセージとして、応援も含めた総合⼒では、豊中⾼校は東海⼤仰星⾼校に決し

て劣っていないことを強調しました。
  改めて、応援してくださった皆様⽅へ感謝を申し上げたいと思います。
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2018/07/13 明⽇ 野球部 豊中ローズで試合︕︕︕（豊⾼の部活動） | by toyokoweb

 明⽇、７⽉１４⽇（⼟） 第１００回全国⾼校野球選⼿権記念南・北⼤阪⼤会１回戦が⾏われます。豊
⾼の対戦相⼿は東海⼤付属仰星⾼校。９時豊中ローズ球場でプレイボールです。

  応援よろしくお願いします。
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 ＜豊中⾼校野球部が掲載された雑誌の記事＞
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2018/07/12 【連載】豊⾼のキャリア教育010 | by toyokoweb

  ７⽉１０⽇（⽕）学習サポートプログラムの⼀環として１年⽣を対象とした「阪⼤講演会」を実施しま
した。

 

  まず、⼤阪⼤学副学⻑の⼩林傳司先⽣から「学ぶことの意味、何のために、誰のために」をテーマに講
演をしていただきました。

  先⽣は理学部の⽣物分野を⼤学で学ばれたときの、ゴキブリの実験のエピソードをユーモアたっぷりに
話され、またＰＩＳＡの学⼒テストの⽇本の成績を素材に、「転ばぬ先の杖」のような考え⽅が⽇本⼈は
弱い点や、世界的にみると⽇本⼈は学ぶという条件に恵まれているとの話をされました。その後の質疑で
は１０名近くの豊⾼⽣が挙⼿して質問するなど、とても積極的な姿勢を⾒せてくれました。

 

 

  
続いて、３名の豊⾼出⾝の阪⼤⽣が登壇し、受験勉強のことや⼤学⽣活のことを話してくれました。
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 最後に私から次の３点を話しました。

 ①⾃分が豊中⾼校から⼤阪⼤学に進学した理由（物理の⼒学が好きで基礎⼯学部へ）
 ②講演や先輩の話に多くの⽣徒が質問をしたことはとても素晴らしかった

 ③オール⽂理学科の７３期⽣を節⽬として、「夢・ロマン・反省をもって」（阪⼤の⼭村元総⻑の⾔
葉）、新しい豊⾼の歴史を作ってほしい

  
＜今週の配付物＞

 ７２期（２年） Ｔｈｅ Ｐａｔｈ ｔo Ｙｏｕｒ Dream （Ｎｏ．７）  ７⽉１２⽇版
   ・合格サプリから

     １ ⼤中⼩の⽬標で夏休みを制す（⽬標を定め計画的な学習を）
     ２ 志望校決定のための４ステップ（オープンキャンパスへ⾏こう）

     ３ １学期のつまづき克服法（基礎固めをしっかりと）
   ・先輩の「合格体験記」を読もう

 ７１期（３年） 進路だより Ｎｏ．６ ７⽉１２⽇版
   ・⼤学⼊試シミュレーション（⼿順）

     ①⼤学のＨＰなどを⾒て受験しようと思う⼤学の⼊試科⽬や配点を表に記⼊。
     ②保護者に説明しサインをいただく。

     ③担任以外（校⻑を含む）にも説明をしサインをもらう。
     ④三者⾯談時に提出します。

 

11:03

2018/07/11 上野 地域づくりフォーラムに参加 | by toyokoweb

 ７⽉８⽇（⽇）に上野地域連絡会が主催した「地域づくりフォーラム」に、豊中⾼校を代表して参加し
ました。

  この会は、今回の地震や⼤⾬のような防災対策をはじめ、この上野地域が活性化するために住⺠が集ま
り、グループディスカッションを⾏う催しです。地域には⻑年お世話になっている豊中⾼校も何かお役に
たてることはないかと思い参加しました。皆さんのご意⾒を聞く⼤変良い機会となりました。また、参加
者の熱⼼な意⾒交換には、この町を愛する熱意を感じました。
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2018/07/10 SGH連絡協議会に出席 | by toyokoweb

 ６⽉２９⽇に東京の筑波⼤学で⾏われたSGH連絡協議会に参加してきました。
  午前中は豊中⾼校の実践の発表で、午後からは⽂部科学省の⾏政説明や他校の実践発表がありました。

  豊中⾼校はＳＧＨ４年⽬をむかえ、来年度最終年度です。着実に実績を上げ、他校の良き先⾏事例とな
るよう進めていきたいと思っています。

 

 ＜協議会の資料＞
 

 

 ＜豊中⾼校の発表（⾚丸は校⻑）＞
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2018/07/09 豊中市⻑・教育⻑を表敬訪問 | by toyokoweb

 ７⽉５⽇（⽊）の午前、豊中市役所に赴き、⻑内（おさない）繁樹市⻑と岩元義継教育⻑を訪ねまし
た。

  ⻑内市⻑は本校が位置する豊中市上野⻄にお住まいで、まさに町内会の⽅。豊中市と豊⾼とで良い取り
組みをしていきましょうとエールを送っていただきました。

  また、岩元教育⻑のお⼦さんは豊中⾼校のご出⾝のようで、豊⾼にも保護者として訪問したことがある
というお話を聞きました。

  地元豊中市との連携も深めながら、地域に愛される豊⾼でありたいと思っています。
 

 ＜⻑内 豊中市⻑と＞
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http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jot7r33cn-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 6/9

 ＜岩元 豊中市教育⻑と＞
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2018/07/06 【修学旅⾏特集07】お帰りなさい | by toyokoweb

 天候の関係で⾶⾏機が遅延し、那覇に延泊することになりましたが、無事、1⽇遅れで⼤阪伊丹空港に
到着しました。

  ⽣徒の皆さん、お疲れ様でした。
  また、保護者の⽅々には⼤変ご⼼配をおかけしました。
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2018/07/05 【修学旅⾏特集06】レクも盛り上がって | by toyokoweb

 本⽇は⽯垣市内散策をし⼤阪に戻るという最終⽇になりました。
  昨⽇の画像です。

  

http://www.toyonaka-shs.ed.jp/index.php?key=jodpf4bon-351#_351
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 ＜昼間の由布島の⾵景とカヤック＞
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 ＜夜の屋外でのレクリエーションのようす＞
 

08:56

2018/07/04 【修学旅⾏特集05】沖縄らしい画像が | by toyokoweb

 ７⽉３⽇（⽕）のアクティビティのようすの画像が送られてきました。
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