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お知らせ

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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⾃然科学部
　自然科学部は、科学部・数学部・ガーデニング部を統合してできた部です。現在は、

時期や活動内容によって個別や班別に活動したり、全員で同じ活動をしたりしています。

 
>>続きを読む

⾃然科学部⽇誌

1 2 次 カテゴリ選択 10件

2018/01/31
【⾃然科学部】えひめサイエンスチャレンジ2017で研究発表をしまし
た

 | by:WebMaster

 ⾃然科学部員の⼀部と２年⽣の有志で愛媛県教育員会と愛媛⼤学が主催する「えひめサイエンスリーダースキルアッ
ププログラム」（以下、スキルアッププロフラム）に参加しています。今回は今年度の締めくくりとなる研究発表会に
参加しました。
 １⽉28⽇（⽇）にスキルアッププログラム「えひめサイエンスチャレンジ2017」（開催場所︓愛媛⼤学）に参加
し、ポスター発表 化学領域「保存料ってホントに怖いの? - デヒドロ酢酸ナトリウムと⾷塩の静菌作⽤の⽐較 - 」 
⽣物領域「好熱菌の採取と培養、及びタンパク質の研究」を発表し、奨励賞をいただきました。他校の⽣徒さんや⼤
学の先⽣⽅から質問やご助⾔をたくさんいただき、研究内容を深めることができました。ありがとうございました。
 
えひめサイエンスリーダースキルアッププログラムホームページ
外部リンク https://www.esnet.ed.jp/ehime-science/
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2017/11/20 【⾃然科学部】サイエンスミーティングに参加しました。  | by:WebMaster

 ⾃然科学部員の⼀部と２年⽣の有志で愛媛県教育員会と愛媛⼤学が主催する「えひめサイエンスリーダースキルア
ッププログラム」（以下、スキルアッププログラム）に参加しています。
 11⽉11⽇（⼟）にスキルアッププログラム「サイエンスミーティング」（開催場所︓愛媛県総合科学博物館）講演
会、⽣徒交流会に参加し、ポスター発表 研究題⽬「知らなかった︕⾷品添加物の秘密とは︖―デヒドロ酢酸ナトリ
ウムの静菌作⽤について―」を発表しました。他校の⽣徒さんや⼤学の先⽣⽅から質問やご助⾔を受けました。さら
に研究を深めて１⽉末の全コース合同成果発表会で報告したいと思います。
 
えひめサイエンスリーダースキルアッププログラムホームページ
外部リンク https://www.esnet.ed.jp/ehime-science/
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2017/09/27 【⾃然科学部】国体歓迎装飾⽤プランター引き渡し  | by:WebMaster

えひめ国体・えひめ⼤会歓迎装飾⽤プランターいよいよ引き渡し︕
 
 7⽉からお世話をしていた橙⾊のマリーゴールドと⾚⾊のサルビアも満開となり、いよいよ9⽉25⽇に引き渡しまし
た。伊予⾼校で育てたプランターは伊予市下⽔浄化センターに飾花する予定です。県外からの選⼿も愛媛県の選⼿も
私たちが育てた花を⾒て最⼤のパフォーマンスを発揮してもらいたいです。

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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2017/07/23
【⾃然科学部】えひめ国体・えひめ⼤会歓迎装飾⽤プランターへの⼟⼊
れ

 |
by:WebMaster

 今年はいよいよえひめ国体・えひめ⼤会の年です。⾃然科学部に届いたプランターの数も昨年の倍以上の150鉢です。
今⽇７⽉12⽇は⼟をプランターに⼊れて苗を植える準備です。作業には２時間ぐらいかかりまだ半分です。明⽇も頑張
ろう︕
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2016/08/01 【⾃然科学部】花いっぱい運動  | by:WebMaster

 来年度のえひめ国体の花いっぱい運動に、伊予⾼校⾃然科学部も協⼒しています。
 ⽣徒のメッセージ⼊りのプランターに、きれいな花が咲いています。
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2016/07/07 【⾃然科学部】花いっぱい運動  | by:WebMaster

 「愛顔つなぐえひめ国体」に来県される皆さんを気持ちよくお迎えするため、「花いっぱい運動」が実施されま
す。その拠点校として、伊予⾼校では⾃然科学部が中⼼となって活動していく予定です。
 まずは７０基のプランターに、各クラスで記⼊してもらった応援メッセージを貼り付けました。その後、⼟を⼊
れ、サルビア、マリーゴールド、ニチニチソウ、メランポジウム、ベゴニアの５種類を植えつけました。今はまだ⼩
さな芽⽣えですが、数ヵ⽉後にはあちらこちらが花いっぱいとなるよう、⼤切に育てていきたいと思います。
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17:15 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/05/07 【⾃然科学部】スズランが開花しました  | by:WebMaster

 過去2年間、咲かなかったスズランの花が咲いています。ピロティーと普通教棟との間です。ぜひ、可憐なスズラン
の花を鑑賞してみて下さい。
 花の形がまさに錫そのものであることからついた名前がスズラン。でもユリ科の花です。とても美しいけど有毒
で、⽜や⾺に⾷べられずに残るため、牧草地に群⽣していたりします。5⽉2⽇の誕⽣花で、花⾔葉は「意識しない美
しさ、純粋、謙遜」など。

 

08:41 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2016/05/05 【⾃然科学部】藤の花が咲いています  | by:WebMaster

 普通教棟と特別教棟の間の中庭にある藤棚で、藤の花が紫⾊の花を咲かせています。⾵が吹いていると藤棚の⽊陰
がまだまだ肌寒さを感じてしまう季節ですが、薄紫⾊の花の下のベンチに座ると、なんだか⼼が癒やされます。皆さ
んもどうぞベンチに座って話に花を咲かせましょう。

 

07:47 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jol7q1bbt-176#_176
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%80%91%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%8C%E9%96%8B%E8%8A%B1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jol7q1bbt-176#_176'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jol7q1bbt-176')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%80%91%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%8C%E9%96%8B%E8%8A%B1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jorhz7i9f-176#_176
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%80%91%E8%97%A4%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99 https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jorhz7i9f-176#_176'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jorhz7i9f-176')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%80%91%E8%97%A4%E3%81%AE%E8%8A%B1%E3%81%8C%E5%92%B2%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99'), '_blank');


2016/04/13 【⾃然科学部】ドウダンツツジの開花  | by:WebMaster

 中庭のドウダンツツジが開花時期を迎えています。4⽉初めから5⽉初めまでが開花時期です。⽩くかわいらしいつ
ぼ型の花で、ギリシア語では「膨らんだ花」という意味の⾔葉で呼ばれています。また、漢語では、「満点星躑躅」
と書かれ、⽩い花が咲きほころぶさまを満天の星に⾒⽴てました。
 また、「ドウダンツツジ」の⽇本名は、枝分かれする形が昔の灯り取り、「燈台」に似ているところから「とうだ
いつつじ」がなまって「どうだんつつじ」になったと⾔われています。
 秋にも紹介しましたが秋の真っ⾚な紅葉と春の⽩い花。こんなに対照的な⾊で季節に応じて楽しませてくれる植物
も珍しいのでは・・・。まるで「独り紅⽩歌合戦」ですね。(笑)

 

15:34 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2015/12/11 【⾃然科学部】紅葉が美しい  | by:WebMaster

 中庭の『ドウダンツツジ』の紅葉が美しい。思わず「紅葉を⾒に⾏こうよう︕」と⾔ってしまいたくなる。⼼が⾼
揚した⾃然科学部員は、秋の紅葉が⼈の⼼にもたらす効⽤について研究するために公⽤⾞に乗って、いや徒歩で中庭
に到着した。紅葉が美しい。今⽇は、家に帰って両親に伊予⾼の中庭の美しい紅葉について詳しく語り、しっかりと
孝養を尽くしたいと考えた。
 
＜ドウダンツツジ＞
 ⻄⽇本の⼀部を⾃⽣地とする落葉性の低⽊です。春に新しい芽が吹く頃に⽩いつぼ型の愛らしい花を咲かせます。
秋の紅葉は⾮常に美しく、季節ごとに楽しめる樹⽊です。

 

13:51 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)
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