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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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2018/09/28 学校⾒学会中⽌のお知らせ  | 

台⾵24号の四国地⽅への接近のため、9⽉30⽇（⽇）に予定しておりました、学校⾒学会は中⽌いたします。
 

12:42 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2018/09/26 「総学」成果発表会を⾏いました。  | 

9⽉25⽇（⽕）の午後からの総合的な学習の時間において、2・3年⽣が、前期の活動の成果を発表しました。
本校は、今年度より、総合的な学習の時間は探究活動を⾏っています。前期は2・3年、後期は1・2年が活動を⾏います。
当⽇は、10の講座が体育館ステージで発表をしました。様々なテーマの発表を⽣徒たちは興味深く聞いていました。

 

17:41 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2018/09/25 【吹奏楽】「ILEX CONCERT ｱｲﾚｯｸｽ ｺﾝｻｰﾄ」のお礼  | 

 ９⽉23⽇(⽇)、「ILEX CONCERT ｱｲﾚｯｸｽ ｺﾝｻｰﾄ」を無事に開催することができました。今年も⼤勢のお客様にお越しい
こと、⼼からお礼申し上げます。
次は、来⽉名古屋で開かれます全国⼤会に向けて⼀層の努⼒をしてまいります。応援よろしくお願いします。
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地域

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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本⽇までの来訪者

 
 

18:05 | 投票する | 投票数(9

2018/09/25 【1年⽣】進路講演会 - 進路適性検査の振り返り-  | 

 ９⽉20⽇(⽊)のホームルーム活動の時間に、「進路適性」に関する講演会を実施しました。
 ⼀⼈ひとりに返却された適性検査結果表には、「現実的」「研究的」「芸術的」「企業的」「慣習的」「社会的」といっ
が記されています。その結果を基に、どのような職種に向いているか、ワークシートで考えを深めたり周りと感想を述べ合
ら講義を聴きました。今まで知らなかった新たな職種や、⾃分の意外な適性にも気づくことができ、実りある時間となりま
 
〈講義を聴く様⼦〉

 
 
〈ワークシートに取り組む様⼦〉

 
 

17:45 | 投票する | 投票数(1

2018/09/21 坊っちゃん劇場とのコラボ︕リハーサル  | 

 第31回アイレックスコンサート開催まで残りわずかとなりました。
 
 今回も『坊っちゃん劇場』とのコラボレーション「よろこびのうた」を予定しています。このほど役者のお⼆⼈にお越
合わせを⾏いました。
 素晴らしい歌声が⾳楽室に響き渡り、とても充実したリハーサルとなりました。今から本番が楽しみです。

  
 9⽉23⽇（⽇）１７︓００開場１７︓３０開演、⼊場無料。

  「ひめぎんホール」メインホールでお待ちしております。
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18:28 | 投票する | 投票数(8

2018/09/20 【１年⽣】職場体験成果発表会、教科・科⽬選択及び教育課程説明会  | 

「職場体験成果発表会」と「教科・科⽬選択及び教育課程説明会」を⾏いました。
 
 ９⽉18⽇（⽕）の５限⽬に、代表６グループによる「職場体験成果発表会」を⾏いました。短い準備期間でしたが、プレ
ンソフトを使って⽂字や写真の⼊ったスライドを作成し、昼休みや放課後にリハーサルを重ねるなど、メンバーで協⼒しな
取り組みました。本番は、１年⽣と保護者、そして事業所の⽅たちの前で落ち着いて堂々と発表することができました。
 続いて６限⽬に、「教科・科⽬選択及び教育課程説明会」を⾏いました。進路について、⼀⼈ひとりしっかり考えてい
らないことを実感しました。

 
 

 

12:26 | 投票する | 投票数(3

2018/09/13 運動会  | 

  ９⽉12⽇、第36回運動会を⾏いました。今年のテーマは『鑑』。⻘海、⽩嶺、紅陽、緑雲の４つのグループが多彩なプロ
い合いました。天候が⼼配されながらの開催でしたが、⽣徒たちは全てのプログラムで⼒いっぱいの姿を⾒せてくれました
応援に来てくださった保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。
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10:43 | 投票する | 投票数(14

2018/09/12 本⽇の運動会について  | 

 本⽇（9/12）の運動会は予定どおり実施します。
 

06:25 | 投票する | 投票数(56) | コメント

2018/09/11 明⽇の運動会について  | 

 明⽇（9/11）の運動会の開催については、明⽇の6︓30にこのホームページでお知らせいたします。
 

14:38 | 投票する | 投票数(22) | コメント

2018/09/09 本⽇の運動会準備について  | 

 松⼭市に洪⽔警報が発令されています。
 松⼭市の⽣徒は⾃宅待機をしてください。
 洪⽔警報が解除されたら登校可能です。
 登校する場合は、周囲の状況や安全に⼗分注意をしてください。
 本⽇は、17︓00まで活動可能です。
 

08:16 | 投票する | 投票数(17) | コメント

2018/09/05 【１年⽣】「職場体験」グループ発表会を⾏いました。  | 

 ８⽉28⽇（⽕）に「職場体験」グループ発表会を⾏い、相互評価をしました。学年全体で68班。６教室に分かれて、体験
づき・学んだことを発表しました。緊張してうまくいかない場⾯もありましたが、他の班に刺激を受けながら、メンバーと
することができました。
 集計の結果、代表が６班決定しました。来る９⽉18⽇(⽕)の成果発表会で披露する予定です。

  

メンバー全員で協⼒して発表する様⼦。
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 発表を聞きながら真剣に評価する様⼦。
 

⽂字の⼤きさや写真の配置など、掲⽰物を評価する様⼦。
 
 

13:49 | 投票する | 投票数(8

2018/09/04 本⽇9/4（⽕）について  | 

 本⽇は、終⽇「⾃宅待機」となります。
 

12:09 | 投票する | 投票数(24) | コメント

2018/09/03 9/4（⽕）の登校について  | 

 台⾵21号が接近していますので、9⽉4⽇（⽕）は次のように対応したいと考えます。

1. 午前中は⾃宅待機とする。
2. 「暴⾵警報」かつ「洪⽔警報」が、居住区域、登校区域および松前町で正午までに解除された場合は、登校する。
3. 正午までに解除されない場合は、終⽇「⾃宅待機」とする。

 

14:50 | 投票する | 投票数(36) | コメント

2018/08/28 【吹奏楽】四国⼤会「⾦賞」全国⼤会出場  | 

 8⽉26⽇（⽇）、⾼知市の県⺠⽂化ホールで⾏われた第66回全⽇本吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会に出場しました。本番
ちの今の⼒をすべて出し切ったと思います。応援に駆けつけてくださった保護者や卒業⽣の皆さん、本当にありがとうご
結果は「⾦賞」。10⽉21⽇（⽇）に名古屋で⾏われる全国⼤会への出場も決まりました。感謝の気持ちを胸に、もう⼀段
演奏するつもりです。応援よろしくお願いします。
 

当⽇の朝、⾼知⻄⾼校をお借りして⾳出し
 

 
本番を終えて満⾯の笑み
 

18:41 | 投票する | 投票数(17) | コメント
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2018/08/28 「こども⾷堂」まさきっちん参加  | 

第3回 まさきっちん （８／２５ 北伊予地区）
 
 全国的に広がっている「こども⾷堂」。本校がある松前町でも、昨年２⽉から実施されています。今年度は７⽉24⽇（
区で実施され、今回で３回⽬です。第１回は17名、２回は30名、今回は34名の参加でした。
 今回は、夏休み後半の⼟曜⽇ということで、園児や⼩学⽣も約150名が参加しました。毎回参加している２年⽣も複数お
ボランティア活動も広がりを⾒せています。
 
 
〈メニューは、⼦どもたちが⼤好きなカレーライスと野菜サラダ、オレンジゼリー地域の⽅々が⾷材の寄付や調理をして
た。⼦どもたちや地域の⽅々と⾷べるカレーは、⾮常においしかったです。〉

 
〈宿題のお⼿伝い。昔のことを思い出して⼀⽣懸命教えています。〉

 
〈宿題に飽きた⼦どもたち。とうとう伊予⾼⽣の腕に「⽂字のおけいこ」です。〉

 
〈⽅眼⽤紙を使って動くおもちゃの作成です。ゲームの企画は、卓球部を中⼼に考え、材料等も準備しました。〉

 
〈⾼校⽣が作るスライムに興味津々。イベントの中で、⼀番時間がかかったメニューです（笑）
⼦どもたちは、⾼校⽣の説明よりも⽬の前のスライムが気になって、あっという間に⾃分たちで好きな⾊を付けていきま
も⼦どもがじっとしていないことを⾝をもって経験したようです。〉

 
〈壁⾯を使った射的です。割り箸を使った輪ゴム鉄砲の作り⽅が知りたくてたくさんの⼦どもが集まってきました。授業中
ができないステキな笑顔をたくさん⾒ることができました。〉
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〈最後はスーパーボールすくいとスタンプラリー後のくじ引き。
最後の最後まで本気モードの⼦どもたちのパワーに圧倒された１⽇でした。〉

 
参加後の感想
・初回から参加していますが、毎回違ったイベントが計画されていて⼦どもたちが喜んでくれるのがうれしいです。（２
・今回のイベントは、⾃分たちが計画して準備もしたので、達成感があった。次回はもっと⼿作りの企画をしたい。（２
 
 

17:10 | 投票する | 投票数(27

2018/08/23 【１・２年⽣】公務員・資格取得講座  | 

 公務員・資格取得講座（１・２年⽣対象） -8／20、21-
 
 夏休みを利⽤して⾼校卒業後の進路選択の参考にしよう︕ということで、⼆⽇間にわたって「公務員・資格取得講座」を
た。講師として⼤原簿記公務員専⾨学校の先⽣をお招きし、１、２年⽣約50名が参加しました。
 初⽇（8／20）は公務員の職種の内容や試験内容について、お話をうかがいました。⼆⽇⽬（8／21）は実際に模擬試験
問題の解き⽅や学習法についてアドバイスをいただきました。
 
（講師の先⽣のお話を真剣に聴きながら、メモをとっています。）

 
 
（実際に１００分間の模擬試験に挑戦です。普段の学習内容を利⽤して解けばよいそうですが･･･）

 
 
《参加後の感想》
２年⽣男⼦︓漠然と公務員を考えていたが、いろいろな職種があることや試験もふだんの模擬試験とは傾向が違うので、
いといけないと思った。参加してとてもためになった。
 
 

07:33 | 投票する | 投票数(8

2018/08/22 明⽇の学校⾒学会について  | 
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 明⽇、8⽉23⽇（⽊）の伊予⾼校学校⾒学会についてご連絡いたします。
 台⾵20号の接近により、安全に開催できる⾒込みが⽴ちません。
 よって、明⽇、8⽉23⽇（⽊）の⾒学会は中⽌いたします。
 なお、別⽇に改めて学校⾒学会を開催したいと考えております。後⽇、中学校へ連絡いたしますので、ご理解・ご協⼒
しくお願いします。
 

12:19 | 投票する | 投票数(19) | コメント

2018/08/02 【２年⽣】オープンキャンパスのススメ  | 

オープンキャンパスのススメ（２年⽣対象）
 ７⽉31⽇で夏季補習前期は終了です。この「17歳の夏」を有意義に過ごしてもらおうとマイナビの嶋崎博詞⽒を講師とし
オープンキャンパスを100倍有意義にする⽅法を教えていただきました。⾼校卒業後の進路が既に決まりつつある⼈にとって
ない⼈にとっても⾮常に参考になるお話でした。
 
【講演の概要】
・進路選択・決定の際には、多くの情報が必要
・複数の選択肢の⽐較・検討
・実際に⾃分の⽬で⾒て感じて判断することが⼤切等々がよく分かりました。
３年⽣になってから慌てることのないように、この夏休みを利⽤して気になる学校のオープンキャンパスに是⾮参加して
い。
 
実施⽇時︓7⽉31⽇（⽕）11:00?12:00       場所︓体育館 

（講師の先⽣のテンポのよい「⼤阪弁」でスタートしました。熱中症が⼼配でしたが、幸運にも⾵通しが良い状態で講演を
た。）

 
（講師の先⽣の質問にも積極的に参加する伊予⾼⽣）

  
（⼀⾒本題には関係なさそうな「パートナー選びの⼼理ゲーム」。
新たな情報が加わることで、最初の選択が変わることもあることが理解できました。）
 

15:50 | 投票する | 投票数(13

2018/08/02 【１・２年】医療系職業研究・学校説明会  | 

医療系職業研究・学校説明会（１・２年⽣対象）
  

 １、２年⽣のうちから将来を⾒据えて進路選択をしようということで、具体的な志望校が決定しつつある３年⽣とは別の
しました。補習後でしたが、会議室がいっぱいになるほどの参加者で、多くの⽣徒の皆さんが将来について真剣に考えてい
りました。
 
実施⽇時

  7⽉30⽇（⽉）夏季補習終了後、13:10?14:45
 
場所

  前半 会議室、後半 会議室他２教室
 
御協⼒いただいた学校
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 聖カタリナ⼤学看護学科 ⼈間環境⼤学松⼭看護学部
  河原医療⼤学校看護学科 四国医療技術専⾨学校

  松⼭⻭科衛⽣⼠専⾨学校（順不同、敬称略）
 
参加⽣徒数

  62名（１、２年⽣希望者）
 
内容

  前半
   ○チーム医療の中でどのような職業がどのような役割を果たしているか。

  ○それぞれの学校の特⾊や⻑所はどのようなことか。
 後半

   各学校の説明（各ブース、教室で実施）

  
〈「チーム医療」の必要性や社会情勢の変化についても理解できました。〉

  
〈看護系四年制⼤学の先⽣⽅の学校説明を熱⼼に聞く⽣徒たち〉

         
〈初めて「臨床⼯学技⼠」という職業を⽿にした⽣徒もいたようです。〉

  
〈超⾼齢社会での⻭科衛⽣⼠の役割や⻭科医師会奨学⾦制度について説明していただきました。〉

 
〈四年制の⼤学と三年制の専⾨学校との違いについて、丁寧に説明していただきました。〉
 
 
 
 
 

14:26 | 投票する | 投票数(8

2018/08/01 【総合的な学習の時間】サイクリング体験  | 

総合的な学習の時間
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今年度より伊予⾼は総合的な学習の時間で講座研究や資格取得などに取り組み、さまざまな体験活動を推進しています。
（⽕）に「⽣涯スポーツと健康（⾃転⾞）」の課題選択⽣徒がサイクリング体験を実施しました。愛媛県が⾃転⾞新⽂化の
いることもあり、普段通学で⾃転⾞を利⽤している⽣徒たちが違った視点から⾃転⾞の楽しみ⽅を考える課題研究に取り組
今回は体験活動として、スポーツ⾃転⾞をレンタルし、⻑距離のサイクリングを実際に体験しました。

重信川サイクリングロードを⾛って、⺟恵夢スイーツパークに到着です。
美味しいみかんジュースをいただきました。

  

重信川上流の菖蒲堰まで⾛って昼⾷です。川の⽔が冷たくて、気分爽快でした。
  

 サイクリングロードを気持ちよく⾛って、無事帰ってきました。
５０ｋｍ以上の⾛⾏でしたが、伊予⾼⽣は元気⼀杯です。
 
レンタサイクル等ではワイズロード松⼭店及び松前町にお世話になりました。本当にありがとうございました。これから
全⾛⾏とマナーアップを⼼がけ、安全な⾃転⾞通学に取り組んでいきます。
 
 

13:38 | 投票する | 投票数(7

2018/07/31 第１回⾼校⾒学会を⾏いました。  | 

 ７⽉２５⽇、中学３年⽣とその保護者の⽅々を対象に、⾼校⾒学会を⾏いました。気温３５℃近い猛暑となりましたが、
部活動⾒学を中⼼に、中学⽣およそ２９０名、保護者およそ３０名の参加をいただきました。
 
部活動⾒学の様⼦

 
部活動体験の様⼦

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo48o4n09-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo48o4n09-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo48o4n09-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');


2018/10/26 伊予⾼⽇誌 - 愛媛県⽴伊予⾼等学校公式WebSite

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=123 11/365

  

  

 
 保護者の⽅や引率の先⽣には、総合学習で⽣徒が作成した動画で伊予⾼校を紹介しました。

 
  

第２回⾼校⾒学会は、
８⽉２３⽇（⽊）１３︓３０
“伊予⾼校の授業を体験しよう︕”と“部活動⾒学”を⾏います。
 
参加を希望する中学⽣及び保護者の⽅で
参加の申込が済んでいない場合も⼤丈夫、まだまだ参加を受け付けています︕
各中学校の進路の先⽣に相談してください。
多くの中学⽣の皆さんの参加をお待ちしています。
 

12:26 | 投票する | 投票数(8

2018/07/27 台⾵１２号接近に伴う注意  | 

台⾵１２号が接近しています。
 ７⽉２９⽇(⽇)に予定している３年⽣の全統マーク模試は、延期します。

７⽉３０⽇(⽉)も台⾵１２号の影響が予想されます。
 警報が出ているかどうかを確認して登校の判断をしてください。

 学校が所在する地域や皆さんの居住地域及び通学経路が含まれる地域に「暴⾵」「洪⽔」のいずれかの警報が出ている場
待機してください。午前８時の時点でこれらの警報が出ている場合は、この⽇の補習は中⽌とします。午前８時までに警
たら、安全に留意して登校し、補習を受講してください。

 
 

17:13 | 投票する | 投票数(12

2018/07/23 書道展受賞結果  | 

今年度、芸術コース⽣徒と芸術書道選択⽣徒、書道部員の出品しておりました書道展受賞結果をお知らせします。
 
第１９回 国際⾼校⽣美術展 書の部
奨励賞 ２年 本川⽇向⼦  １年 今井 美⽉
佳 作 ３年 松⽊  葵  ３年 ⽮野菜々美  ２年 ⼿嶋 ⽇菜  ２年濵⽮ 結⾐
奨励賞の作品は８⽉８⽇から19⽇東京都六本⽊の新国⽴美術館に展⽰されます。
 
第４７回 全国⾼校書道展
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理事⻑賞 ２年 ⼭下 加乃
推 薦  ２年 ⼿嶋 ⽇菜
特 選  ３年 ⻄森菜々⼦ ?橋 舞
     ２年 澤井 愛美 ⼀⾊ 葵 ⽥中 柚⼦ 濵⽮ 結⾐ 本川⽇向⼦
１年⽔⼝ 藍璃 今井 美⽉ ⼤隅 愛歩
特選以上の作品は８⽉15⽇まで四国⼤学書道⽂学館１階ギャラリーに展⽰されています。
 
 

19:08 | 投票する | 投票数(5

2018/07/19 ８⽉の⾏事予定について  | 

8⽉⾏事予定.pdfをUPしました。
 

17:49 | 投票する | 投票数(2

2018/07/18 私たちに今できることを考えました  | 

 ⽇曜⽇に⼤洲に⽀援物資を持って⾏きました。
⽊曜⽇のホームルーム活動で計画し、3年⽣全クラスに呼びかけ実現したものです。
 
⽀援物資の募集は⾦曜⽇と⼟曜⽇の2⽇間のみでしたが、3年⽣の多くの⽣徒が賛同してくれ、模試の段ボール9箱分の物資
とレトルト⾷品など)が集まりました。

 
サタデースクールの後、担当グループおよび有志で物資の箱詰め作業。

 箱にはわかりやすく物品名を記載。メッセージも添えました。
 
 

11:52 | 投票する | 投票数(7

2018/07/18 【１年⽣】性教育講演会  | 

７⽉１２⽇（⽊）の５限⽬に愛媛県⽴医療技術⼤学から講師をお招きして、性教育講演会が⾏われました。いのちのはじま
のいのちが数えきれないほど多くの⼈たちとつながって⽣まれていることを学びました。

 
 

10:18 | 投票する | 投票数(0

2018/07/18 【１年⽣】はんぎり講習会  | 

７⽉１２⽇（⽊）の７限⽬にはんぎり講習会を⾏いました。松前町役場から講師をお招きして、各クラス５名が松前町の伝
はんぎりにチャレンジしました。苦戦しながらも精⼀杯前へ進もうとする姿の向こうに、夏空が広がっていました。
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10:15 | 投票する | 投票数(1

2018/07/17 1年⽣サタデースクール  | 

 総合的な学習の時間「職場体験」のまとめを実施しました。
今回作成したものは、⽂化祭で展⽰する予定なので、写真やイラストを交えて⾒やすいものとなるようレイアウトを⼯夫
場体験に⾏ったのは約1か⽉前のことですが、各⾃で作成したレポートをもとに話し合ったり、意⾒を出し合ったりするこ
り振り返り、まとめることができました。
〈全体指導の様⼦〉

 
〈各グループでの活動の様⼦〉

 

 
 

16:11 | 投票する | 投票数(1

2018/07/10 校内研究授業（２年⽣︓国語）  | 

校内研究授業
  ２年⽣ 現代⽂ 詩歌「牡丹花は  短歌抄」

  授業者︓窪内 莉奈 先⽣
 
 本⽇は、県内各地で警報が出ている中、荒天にも関わらず、フレッシュな窪内先⽣の研究授業がありました。伊予⾼校は
からＩＣＴ教育推進校の指定を受けており、普段からタブレット教室を使っての授業を積極的に⾏っています。「短歌に親
歌を作る楽しさを味わう」ことをメインに実施した韻⽂の授業でしたが、友⼈の意外な⾔語的センスの良さに驚いた⼈も多
す。

 

 
 （天候が悪くても、電⼦⿊板の⽂字はよく⾒えました。）

 （プリントの中に、引いたカードを並べて書いてみました。）
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（全体発表に向けてミーティング中です。）

 （参観の先⽣にもアドバイスを求めてみました。）

 
（⾃分の作品を書いたプリントをタブレットで接写しながら、発表をしました。
・・・少し緊張しましたが、うまくできました。）
 

14:54 | 投票する | 投票数(6

2018/07/07 ７⽉７⽇（⼟）、８⽇（⽇）の模擬試験と部活動について  | 

◯ 模擬試験について
  明⽇（７⽉８⽇）の３年⽣の模擬試験も中⽌します。

  １、２年⽣についても、明⽇は実施しません。
  ※ 詳細については、後⽇連絡します。

  
◯ 部活動について

  終⽇、中⽌します。
 

08:54 | 投票する | 投票数(49

2018/07/07 ７⽉７⽇（⼟）模擬試験と部活動について  | 

本⽇の模擬試験と部活動は、全学年中⽌します。
 

07:06 | 投票する | 投票数(73

2018/06/29 ＜総合＞情報を英語を使って発信しよう(英字新聞)  | 

総合的な学習の時間＜講座６︓情報を英語を使って発信しよう(英字新聞)＞
 
 図書館の左奥で、調べ学習をしています。２時間しっかりと英字新聞を読み、社会の動きをとらえています。今後は、
報を⽇本語と英語の両⽅で発信できるようにまとめます。

 
 

13:01 | 投票する | 投票数(10

2018/06/29 第１回学校評議員会を実施しました。  | 

 本校に、３名の学校評議員に来校いただき昨年度の教育実践報告と今年度の取り組みについて説明しました。本校の取り
提⾔をいただきました。
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12:53 | 投票する | 投票数(2

2018/06/27 (総合)新聞を読んで - ＮＩＥの活⽤講座  | 

総合的な学習の時間  新聞を読んで - ＮＩＥの活⽤講座
 
 今年度から総合的な学習の時間が２時間連続になりました。新聞を購読していない家庭も増えつつある今⽇、時事問題
てもらおうと、個々にテーマを決めて情報収集をしたり、意⾒交換をしたり、いろいろなテーマや形態で探求学習を進め
 さて、今年度から２年間、伊予⾼校は「ＮＩＥ（Newspaper in Education）」実践指定校となりました。普段の授業でも
形で新聞を活⽤し、知識を増やすだけではなく、主体的に「思考」し、「判断」をする⼒をつけていこうと思っています
 
（図書館内で新聞記事を読み、まとめている様⼦）

 
（次回の新聞作成に向けての話し合い）

 

10:17 | 投票する | 投票数(3

2018/06/21 【１年⽣】職場体験  | 

 ６⽉１９⽇（⽕）に46か所の事業所で職場体験を⾏いました。
実際に様々な仕事にふれることで、働くことの意義ややりがいを体感することができました。今回学んだことは、レポー
⽂化祭で展⽰したり、発表したりと積極的に発信していく予定です。

 
 
 
 
 

16:16 | 投票する | 投票数(6

2018/06/15 １年⽣サタデースクール ・ ３年⽣進研マーク模試  | 
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  今年度初めての1年⽣サタデースクールは「希望の職業の⾒つけ⽅」という表題で、講師の先⽣をお招きして実施しました

 
【ワークシートに取り組む様⼦】
 また、「エゴグラム」「適職を探すマトリックス」といったワークシートにも取り組みました。その後、各クラスで振
を設けました。
（⽣徒の感想より）

  ある⼀つの分野でも、それにかかわる数多くの職業があるということを、医療やスポーツといった具体例を通じて知る
した。（2組⼥⼦）
私たちの知っている職種というものは数少ないものだったので、選択肢を広げるためにも積極的に調べていく必要がある
た。（7組男⼦）
⾃分たちの職業適性についてあらためて考えることができました。（3組⼥⼦）
 
私たち1年⽣は6⽉19⽇に職場体験を控えています。職場体験前に、⾃分がそこで何を⾝に付けたいか考えることができ、
となりました。
 
 ３年⽣は、⼟・⽇曜⽇の２⽇間で、進研マーク模試を実施しました。多くの部活動が県総体も終え、本格的に受験を意識
で、模試に臨んでいました。

※ ２年⽣で実施されたサタデースクールはこちら →【2年⽣】サタデースクール
 
 
 

18:20 | 投票する | 投票数(7

2018/06/15 【総合的な学習の時間】伊予⾼校はなぜ、週２時間か  | 

-------伊予⾼校の「総合的な学習の時間」なぜ、週２時間なのか︖-------
 
 伊予⾼校では、平成３０年度から、「総合的な学習の時間」を週１回、２時間連続で実施しています。⼤多数の学校は、
の本校と同じく週１回１時間で⾏っています。なぜ、伊予⾼校は、「総合的な学習の時間」を２時間連続の実施に変えたの
 
 ６⽉14⽇の新聞報道によれば、愛媛⼤学は、現在の⾼校1年⽣から⼊試制度を変更するそうです。これまで、学⼒検査や
⽂であった⼊試が、⾼校作成の「調査書」や志願者が作成する「活動報告書」を点数化して、学⼒と合わせて選抜する⼊
です。これは愛媛⼤学だけではなく、ほかの国公⽴⼤学や私⽴⼤学の⼊試でも、同じような変更が⾏われる全国的な流れ
て、すでに⼀部が先取りして実施されています。

  
 ⾼校在学中に⽣徒が取り組んだ課題研究や取得資格などを記した「活動報告書」が、これからの⼊試の際、重要になっ
の流れに対応するため伊予⾼校では、２時間連続の「総合的な学習の時間」を設定することで、全ての⽣徒が、教科の枠
課題研究や資格取得などに取り組み、さまざまな体験活動ができるよう、変更したのです。
 
 平成３０年度の前期は、６つの学びのグループを設けています。
  ６つのグループ
   １ ⼈⽂社会グループ
   ２ 総合科学グループ
   ３ ⽣活健康グループ
   ４ 芸術創造グループ 
   ５ 能⼒開発グループ
   ６ 課題研究グループ（地域イノベーションコース）
 
  おもな設定課題
   「新聞記事から学ぶ」ＮＩＥの活⽤
   偉⼈から学ぶ
   外国事情とボランティア
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   国際交流「海外にクラスメイトをつくろう」
   ノーマライゼーションを学ぼう︕
   ⽣涯スポーツと健康（⾃転⾞）
   メンタルトレーニング
   ＩＴパスポート
   実⽤数学技能検定
   漢検
   英検
   危険物取扱者試験（⼄）
   歴史や⽂化を⽣かした地域活性化にチャレンジ︕
   伊予⾼校をアピールする商品を開発しよう︕
   数字と映像で⾒る地域
   学校周辺の⽣物の調査
   地域の防災について考える
 

18:08 | 投票する | 投票数(3

2018/06/15 ⾳楽の授業⾵景  | 

 相互授業参観週間でした。また近隣の学校教育関係者、保護者対象の授業公開がありました。これらは⾳楽の授業⾵景で

 
「⾯⽩いな」、「やってみようかな」。そんな遊び⼼たっぷりのチャレンジが、表情から伝わるでしょうか。しっかり声
⾼校⽣です︕

 
グループで向かい合っているのは、ドイツ語の歌唱です。（⾳楽?の講座より）
 
⾃分たちで練習を進めながら課題に取り組み、グループ内で⼀番しっかり歌えている⽣徒にみんなが近づいていきます。
ありませんが、よく声が出ています。

 
 

18:01 | 投票する | 投票数(4

2018/06/15 【１年⽣】総合的な学習の時間  | 

 ６⽉１２⽇（⽕）の「総合的な学習の時間」の様⼦です。
職場訪問先への経路や集合時間を決めるなど、事前研究を⾏いました。さらに、実際に訪問先へ電話をかけて、当⽇の最
ました。
 いよいよ来週は職場体験です。
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07:06 | 投票する | 投票数(1

2018/06/15 【１年⽣】書道Iの授業で拓本を採りました。  | 

 ⽯などに彫られた⽂字を紙に写しとったものを拓本といい、拓本を採ることを「採拓する」といいます。天気の関係で延
後のクラスが無事採拓できました。
 
正⾨「愛媛県⽴伊予⾼等学校」

 
 
⽞関横「定礎」              中庭モニュメント「鵬翔」

   
 
 

07:00 | 投票する | 投票数(2

2018/06/11 プロジェクトマネジメント研修参加  | 

 平成３０年度 地域に⽣き地域とともに歩む⾼校⽣育成事業
  プロジェクトマネジメント研修

 
 ６⽉５⽇（⽕）松⼭⼤学で開催されたプロジェクトマネジメント研修に伊予⾼校からも参加しました。他校⽣や他校の先
グループワークでは、与えられた条件の下で、協働して問題解決を⽬指しました。その活動を通して、調整⼒や企画⼒、計
⼒、コミュニケーション能⼒などのプロジェクトマネジメントで求められる⼒を実感することができ、貴重な経験となりま
プロジェクトマネジメントの⼿法や能⼒を活かしながら、普段の学校⽣活においても、活躍してほしいと思います。

 

 

14:27 | 投票する | 投票数(2

2018/06/11 【2年⽣】サタデースクール  | 

 今年度初めての２年⽣のサタデースクール」は、以下のような内容を実施しました。
 
１学習会（英数国のいずれか１教科、⾃教室）
 
２進路研究︓I部「効果的な学習法・ワンポイントアドバイス」（武道場）

  英・数・国の先⽣⽅から、２年⽣になってさらに学習習慣を⾝に付け、効率よく学習するためには、どのような点に注意
とよいかのお話がありました。その後、ベネッセコーポレーションの講師の先⽣による「⾃ら切り開く進路選択?⾼校卒業後
から⾝につけたい⼒?」についてのお話がありました。途中、⽣徒出演の質問コーナー英作⽂ゲーム等があり、楽しく学習で
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︓II部 「使ってみよう︕便利なツール、マナビジョン」（体育館）

 【スマートフォンを使って実際に調べる様⼦】
また、体育館に移動し、実際に⾃分のスマートフォンやタブレット等を使⽤し、「マナビジョン」の便利な機能を使って
⾼校卒業後の進路が漠然としていますが、「学部・学科研究」や「⼤学研究」などのサイトを始め、たくさんの便利な機
が分かりました。さっそく７⽉７⽇にある進研学⼒テストに向けて活⽤したいと思います。（４組男⼦）
 

14:21 | 投票する | 投票数(2

2018/06/09 【１年⽣】総合的な学習の時間  | 

 ６⽉５⽇（⽕）の「総合的な学習の時間」の様⼦です。SNSで画像をアップすることの危険性を学んだ後、実際にNTTの
ーム「まなびポケット」のログインに挑戦しました。

 
 
 
 

11:49 | 投票する | 投票数(3

2018/06/06 【２年⽣】学年集会を⾏いました。  | 

 今年度のサタデースクール（全８回）の概要説明を⾏いました。
 今週末（９⽇）は進路探求学習として、ベネッセから前⽥健登先⽣をお招きして、マナビジョンを活⽤した活動を⾏いま
 
（保護者の皆様へ）
この活動でスマートフォンやタブレットを使⽤します。
同意書を配付しましたので、
７⽇（⽊）までにホームルーム担任へ御提出ください。
 
今年度もいろいろな活動を通じて、⽣徒の進路実現につながるよう⽀援していきます。
よろしく御協⼒お願いします。

 

19:08 | 投票する | 投票数(1

2018/05/30 【１・２年】１年⽣へ向けた２年⽣の修学旅⾏の体験発表  | 

 ２年⽣が１年⽣へ向けて、先⽇⾏った修学旅⾏の体験談を発表しました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo2mk9mf1-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%91%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%80%91%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo2mk9mf1-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo2mk9mf1-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%91%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%80%91%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jowxf0lni-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%80%91%E5%AD%A6%E5%B9%B4%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jowxf0lni-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jowxf0lni-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%80%91%E5%AD%A6%E5%B9%B4%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jokpbxnpv-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%91%E3%83%BB%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%80%91%EF%BC%91%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%81%B8%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%81%AE%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E4%BD%93%E9%A8%93%E7%99%BA%E8%A1%A8 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jokpbxnpv-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jokpbxnpv-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%91%E3%83%BB%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%80%91%EF%BC%91%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%81%B8%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%81%AE%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E4%BD%93%E9%A8%93%E7%99%BA%E8%A1%A8'), '_blank');


2018/10/26 伊予⾼⽇誌 - 愛媛県⽴伊予⾼等学校公式WebSite

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=123 20/365

 

18:53 | 投票する | 投票数(4

2018/05/25 【１年⽣】スマホ・ケータイ安全教室を実施しました。  | 

 ５⽉２４⽇（⽊）に、1年⽣対象の⾮⾏防⽌教室として、スマホ・ケータイ安全教室を⾏いました。NTTドコモから講師
て、スマホやケータイを取り巻く様々な事例や課題について話をしていただきました。

 

 
09:49 | 投票する | 投票数(4

2018/05/24 【１年⽣】揮毫を⾏いました。  | 

 ５⽉２２⽇（⽕）の総合的な学習の時間に、開校以来毎年⾏われている伝統⾏事「揮毫」を⾏いました。素焼きの湯呑み
苦戦しながらも、無事完成させることができました。

 
 
 
 
 

20:28 | 投票する | 投票数(3

2018/05/24 【１年⽣】とべ動物園へ遠⾜に⾏きました。  | 

 初めての中間考査を終えた５⽉１８⽇（⾦）、とべ動物園へ遠⾜に⾏きました。初夏を感じる暑さの中、動物に癒やされ
ちと楽しそうに過ごしたりしている姿が印象的でした。

 

 

20:26 | 投票する | 投票数(5

2018/05/21 平成30年度における教科書展⽰会について  | 

 愛媛県教育委員会より、標記展⽰会が6⽉15⽇(⾦)から14⽇間(会場となっている施設の閉館⽇は含まない。) 実施されると
ましたので、お知らせします。
会場等、詳細につきましては、愛媛県教育委員会義務教育課ホームページ
(https://ehime-c.esnet.ed.jp/gimu/src/new_gimutop.html) をご覧ください。
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