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現在、ありません。

※※ 注意 ※※

 同窓会事務局や、伊予⾼校事務を名
乗り、卒業⽣に同窓会名簿の住所等を
確認する電話がかかっています。同窓
会事務局から電話で個⼈に名簿の内容
を確認することはございません。本校
同窓会事務局や伊予⾼事務とは無関係
なものですので、くれぐれもご注意く
ださい。
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愛媛県教育委員会⾼校教育課 -
学校の魅⼒化の取組
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写真部
 私たち写真部は、顧問の先⽣のご指導の下、3年⽣8⼈、2年⽣6⼈、1年⽣10⼈で活動しています。昨年度は愛媛県⾼校⽂化
祭に3作品を出品しました。残念ながら⼊賞することはできなかったため、今年は⼊賞できるように努⼒していこうと思いま
す。⽂化祭では個⼈作品や部活動、学校⾏事の写真を展⽰し、多くの⼈が⾒て、喜んでいる姿を⾒て、さらにがんばろうと
いう気になりました。
 様々な写真を撮り、まだまだ技術の向上が必要だと感じています。⼈に喜んでもらったり、感動してもらえるような写真
を撮れるように、24⼈の部員で⽇々努⼒していきたいです。

主な活動
第12回全国⾼等学校対抗 ⺠家町並みフォトコンテスト（⺠家の甲⼦園）

特別賞

写真部⽇誌

1 2 次 カテゴリ選択 10件

2018/05/02 【写真部】「4⽉27⽇の活動」  | by:WebMaster

 写真部は毎週⾦曜⽇の放課後に活動をしています。今回はフリーテーマで各⾃撮影をし、プリントアウトして今⽇の
ベストショットを選びました。新⼊⽣も⼯夫して写真を撮ることができました。

 

14:53 | 投票する | 投票数(4) | コメント(0)

2018/04/13 【写真部】「⼤⾕池で撮影」  | by:WebMaster

 春休みに、⼤⾕池に⾏き、撮影をしました。天気は快晴で、桜も開花しており、撮影⽇和でした。カメラを持って⼭
頂まで登るのは⼤変でしたが、アスレチックも楽しみながら良い時間を過ごすことができました。

 

 

17:32 | 投票する | 投票数(4) | コメント(0)

2017/03/23 【写真部】書道部を取材する⽂芸・新聞部を撮影しました。  | by:WebMaster

 僕たちは3⽉17⽇、⽂芸・新聞部がえひめ国体の⾼校⽣記者として書道部を取材している現場を撮影させてもらいま
した。伊予⾼校の書道部は松前町の依頼でえひめ国体の横断幕の題字を担当しており、⽇々練習に励んでいます。
 ⽂芸新聞部員が熱⼼に取材している様⼦と、書道部員が真剣に練習に打ち込んでいる様⼦に緊張しながら、シャッ
ターを切りました。

学校紹介 学科・コース ⾏事予定(⽉別・年間) 部活動 進路情報 取り組み ⼊学を希望する⽅へ
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松前町

伊予市

その他

⼤学⼊試センター

国⽴情報学研究所

ご案内

※県⽴学校、中等教育学校の魅⼒ある
活動を集めました。こちらのページを
ご覧ください。

  
 
※このWebSiteは⼀部のコンテンツの

 閲覧にAdobe Readerが必要です。
 

  
※このWebSiteは国⽴情報学研究所が

 次世代情報共有基盤システムとして
 開発したNetCommons2を利⽤して
 います。
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2017/01/18 【写真部】ホッケー部の全国⾼校選抜⼤会四国予選を撮影しました。  | by:WebMaster

 僕たちは1⽉15⽇、松前町ホッケー公園で⾏われた伊予⾼ホッケー部の全国⾼校選抜⼤会四国予選を撮影しました。
シャッターを押す指がかじかむ中での撮影でしたが、ホッケー部が優勝し、全国⼤会出場を決めた試合を撮影できて
楽しかったです。
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2016/11/18 【写真部】サイクリング体験を撮影しました。  | by:WebMaster

 僕たちは11⽉3⽇、サイクリング体験を撮影しました。秋の爽やかな⾵を受けてサイクリングする⽣徒を写真に収め
ました。
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2016/09/12 【写真部】運動会を撮影しました。  | by:WebMaster

 9⽉7⽇に⾏われた運動会を撮影しました。初めて撮影する競技が多くて⼤変でしたが、今回撮影した写真も、⽂化
祭で展⽰する予定です。
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2016/08/03 【写真部】⾼校野球２回戦、３回戦の様⼦を撮影しました。  | by:WebMaster

 7⽉21⽇に⾏われた⾼校野球2回戦、7⽉23⽇に⾏われた⾼校野球3回戦の様⼦を撮影しました。3回戦の写真は、3年
⽣の先輩⽅が撮影してくれました。今回の野球応援では、本当に素晴らしい場⾯をたくさん撮影することができまし
た。これらの写真は⽂化祭で展⽰する予定です。

【２回戦】

【３回戦】
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09:07 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/07/20 【写真部】⾼校野球１回戦の様⼦を撮影しました。  | by:WebMaster

 ７⽉16⽇に⾏われた⾼校野球１回戦の様⼦を撮影しました。応援の後押しを受けた選⼿が頑張ってくれて１回戦を
突破してよかったです。２回戦もしっかり応援することとみんなの様⼦を撮影すること、両⽅頑張りたいと思いま
す。
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07:52 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

2016/07/19 【写真部】はんぎり講習会を撮影しました。  | by:WebMaster

 7⽉14⽇に⾏われたはんぎり講習会を撮影しました。初めてのはんぎりの撮影で、どのように撮ればいいか迷いまし
たが、みんなの頑張っている姿を撮影できて楽しかったです。
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javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%83%A8%E3%80%91%E3%81%AF%E3%82%93%E3%81%8E%E3%82%8A%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E3%82%92%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo84oe55x-197#_197'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo84oe55x-197')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%83%A8%E3%80%91%E3%81%AF%E3%82%93%E3%81%8E%E3%82%8A%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E3%82%92%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');


 

13:37 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2016/06/20 【写真部】四国総体ホッケー競技の撮影  | by:WebMaster

 6⽉18⽇⼟曜⽇、松前町町⺠グランドで⾏われた四国総体ホッケー競技の撮影に⾏きました。頑張っている選⼿の姿
を写真におさめようと必死でシャッターを切りました。撮影した写真は、⽂化祭で展⽰する予定です。
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