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※※ 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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⽂芸・新聞部
 私たち⽂芸・新聞部は、顧問の先⽣の御指導のもと、1年⽣2⼈で活動しています。
 
>>続きを読む

⽂芸・新聞部活動⽇誌

カテゴリ選択 10件

2017/10/12 【⽂芸新聞部】国体⾼校⽣記者が記事を発信しました。  | by:WebMaster

 本校では、平成27年度末から「えひめ国体・えひめ⼤会」を取材する⾼校⽣記者養成講座を、県実⾏委員会と愛媛新
聞社とともに実施してきました。いよいよ本番の「えひめ国体」では、ホッケー・ライフル射撃・ボクシングの３競技
と国体閉会式の取材を、⽂芸新聞部２年⽣６名と⽣徒会役員２名が２班交代で担当しました。３競技と閉会式という４
つの取材活動数は、養成講座を実施している県内２１⾼校の中では最も多く、取材する⽣徒⾃⾝が国体を楽しみ、感動
を得ることができました。
 １０⽉１０⽇に⾏われた「えひめ国体」閉会式では、本校吹奏楽部などで構成される⾳楽隊の演奏のなかで各県選
⼿団が⼊場し、秋篠宮殿下・同妃殿下から天皇杯・皇后杯が授与されました。愛媛県勢は全国２位の好成績でした。
⾼校⽣記者は、本県の空⼿道選⼿や来年度開催の福井県の選⼿、合唱隊や⾳楽隊の⾼校⽣を取材しました。
 取材の内容は、このページの左にある「発信︕⾼校⽣記者（愛媛新聞）」で御覧ください。
 続いて、１０⽉下旬に開催される「えひめ⼤会」にも取材に⾏く予定です
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2017/10/06 「⼦規・漱⽯ 最古の句碑巡り 拓本採択」を実施しました。  | by:WebMaster

 「⼦規・漱⽯最古の句碑巡り」第2弾として今回は句碑の拓本を採りに⾏きました。⽂芸新聞部と書道部の1､2年⽣が
参加し、出合橋、鎌倉神社へ⼦規が歩いた道をたどり、秋⾵の中サイクリングしました。蚊や⾵と闘いながら、なんと
か拓本を採ることができました。

伊予市称名寺にて

出合渡
若鮎の ⼆⼿になりて 上りけり  ⼦規

漱⽯
蒲殿の いよいよ悲し かれ尾花
⽊枯らしや 冠者の墓撲つ 松落葉
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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。

カレンダー

2018

09
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 
1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

本⽇までの来訪者
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2017/07/10 【⽂芸・新聞部】国体⾼校⽣記者が吹奏楽部を取材しました。  | by:WebMaster

 秋に開催される「えひめ国体・えひめ⼤会」に向けて、愛顔つなぐえひめ国体・えひめ⼤会実⾏委員会と愛媛新聞
社の連携企画「国体新聞づくりと⾼校⽣記者養成講座」が昨年度から実施されており、県内の21⾼校が参加して、そ
れぞれの地元市町の国体開催に向けた気運の醸成に努めています。
 本校では今年度、⽂芸新聞部と⽣徒会役員の2年⽣8名が国体⾼校⽣記者として愛媛新聞社記者の指導を受けながら
活動しており、これまでに、次の6本の⽣徒署名⼊りの記事が愛媛新聞に掲載されました。これは、参加21校のうちで
2番⽬に多い出稿数です。

平成28年5⽉7⽇  みきゃんリレー（「みきゃん」が本校で⾝体測定や体⼒テスト）
平成28年8⽉6⽇  公認ホッケー場新設（松前町内のホッケー場落成式と四国⼤会）
平成28年10⽉22⽇ カウントダウンボード制作（本校美術部作のボードを除幕）
平成28年11⽉19⽇ 交通茶屋で国体PR（本校演劇部がエミフルで広報）
平成29年4⽉29⽇  本校ホッケー部の活動（国体出場に向けた取組み）
平成29年5⽉27⽇  横断幕で本校書道部がPR（義農祭で横断幕を披露）

 7⽉6⽇、愛媛新聞社の記者２⼈の⽀援を受けながら、⾼校⽣記者が国体の開会演奏を担当する本校吹奏楽部を取材
しました。えひめ国体開・閉会式の演奏を担当する⾼校吹奏楽団の団員の半数以上は本校吹奏楽部員で占められてい
ます。

 取材では、まず3年⽣のコンサートマスターと吹奏楽部顧問の先⽣に⾼校⽣記者がインタビューし、次に部員たちの
練習の様⼦を撮影しました。全国から注⽬される国体開会式という晴れの舞台での演奏は、吹奏楽部員にとって⼀⽣
の思い出になることでしょう。⼤きなステージを成功させるために⽇々積み重ねている努⼒を紙上で伝えられるよ
う、記者もはりきっています。
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2017/06/10 【⽂芸・新聞部】「発信︕⾼校⽣記者伊予⾼取材班」愛媛新聞掲載  | by:WebMaster

 本校⽂芸・新聞部が中⼼となる⾼校⽣記者伊予⾼取材班の記事が今年度も愛媛新聞に紹介されています。発信︕⾼
校⽣記者（愛媛新聞）のリンクからご覧いただけます。

愛媛新聞リンク
書道部員ＰＲ横断幕 ⼒強さと躍動感、全⾯に
地の利⽣かせホッケー部 本番コートで強化試合 伊予⾼取材班
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2016/04/26 【⽂芸・新聞部】みきゃんリレーに参加しました。  | by:WebMaster

 みきゃんリレーは、⽂芸・新聞部が愛媛新聞社記者の指導を受ける「⾼校⽣記者養成講座」の⼀環として⾏われて
いる活動です。
 来年度に県内各地で「愛顔つなぐえひめ国体」（第72回国⺠体育⼤会）と「愛顔つなぐえひめ⼤会」（第17回全国
障害者スポーツ⼤会）が開催されます。国体開催への気運を⾼めるため、伊予⾼校に「みきゃん」⼤⼩２体が来校
し、⽣徒と⼀緒に体⼒テストや⾝体計測に挑戦しました。

 みきゃんの来校を歓迎し、全校⽣徒みんなで、「愛顔つなぐえひめ国体を盛り上げよう︕」と声援を送りました。
みきゃんは跳びはねて喜んでいます。

 みきゃんは、体⼒テストの50m⾛に挑戦しました。25秒で⾛りました。
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 みきゃんは、体育館で反復横跳びをしました。20秒間に30回跳びました。

 みきゃんは、体重を測りました。78.5kgでした。

 ⼩さい「国体みきゃん1号」は、200gでした。

 ダークみきゃんが出てきたので、体重を測ると、針が動きませんでした。さすがダークみきゃん︕

 続いて、みきゃんは、⾝⻑を測りました。172cmありました。

 ⼩さい「国体みきゃん１号」も計測したのですが、残念ながら、⼩さ過ぎて測定不能でした。

 みきゃんは、伊予⾼校で声援をうけ、体⼒テストと⾝体計測をして帰っていきました。
 伊予⾼校のある松前町では、「愛顔つなぐえひめ国体」でホッケー、ボクシング、ライフル射撃が開催されます。
また、「愛顔つなぐえひめ⼤会」で、卓球、サウンドテーブルテニスが開催されます。松前町役場や住⺠のみなさん
と⼀緒に、伊予⾼⽣も国体を盛り上げていきましょう。
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