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13:42 | 投票する | 投票数(3

2018/05/21 【２年⽣】東京班４⽇⽬  | 

 最終⽇となりました。朝⾷会場の荷物置場です。お⼟産などで、たくさんの荷物になっています。2年後の東京オリンピッ
地を船で巡ります。佐伯美⾹さんをお迎えしてのトークセッションをしました。

 

13:12 | 投票する | 投票数(9

2018/05/21 【２年⽣】北海道班 ４⽇⽬  | 

 札幌場外市場で朝御飯。海鮮丼とカニ汁をいただきました︕続いて、⽩い恋⼈パークに⾏きました。メルヘンな空間に癒
たソフトクリームを堪能しました。
 番外編、パークの横にあるサッカーＪ１コンサドーレ札幌の練習場。サッカー部員が練習を⾒学しました。あの有名な選
もいただき、旅⾏の思い出の１コマになりました。

  
 
 

13:05 | 投票する | 投票数(8

2018/05/21 【２年⽣】北海道班 ３⽇⽬  | 

 三⽇⽬、⼩樽・札幌班別⾃主研修です。⼩樽の街並みを楽しみ、これから札幌に移動します。札幌に移動し、本場の味噌
能し、テレビ塔や⼤通公園を探索しました。どの班も道に迷わずホテルに到着し、実りある⾃主研修となりました。
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10:38 | 投票する | 投票数(8

2018/05/18 【２年⽣】台湾班６ ⾼松空港  | 
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09:47 | 投票する | 投票数(13

2018/05/18 【２年⽣】台湾班５ 台北１０１  | 

 
09:45 | 投票する | 投票数(11

2018/05/18 【２年⽣】台湾班４ 学校交流  | 

今⽇は学校交流を⾏いました。とてもいい交流会でした。
 

 

 

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jofjj0lb9-298#_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%8F%B0%E6%B9%BE%E7%8F%AD%EF%BC%95%E3%80%80%E5%8F%B0%E5%8C%97%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jofjj0lb9-298#_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=jofjj0lb9-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%80%91%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E7%8F%AD%EF%BC%95%E3%80%80%E5%8F%B0%E5%8C%97%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo8isxrn8-298#_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%8F%B0%E6%B9%BE%E7%8F%AD%EF%BC%94%E3%80%80%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BA%A4%E6%B5%81 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo8isxrn8-298#_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=jo8isxrn8-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%94%9F%E3%80%91%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E7%8F%AD%EF%BC%94%E3%80%80%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BA%A4%E6%B5%81'), '_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 24/365

 

 
09:41 | 投票する | 投票数(9

2018/05/18 【２年⽣】台湾班３ 野柳  | 

 
09:41 | 投票する | 投票数(11

2018/05/18 【２年⽣】台湾班２ 故宮  | 

故宮博物館です。
 

 
 

09:37 | 投票する | 投票数(11

2018/05/18 【２年⽣】北海道班 ２⽇⽬  | 
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 ⼆⽇⽬、旭岳に登り、雪⾒体験をしました。愛媛では⾒ることのない⼤量の雪に⼤興奮。
雪だるま作ったり、雪合戦で楽しみました。体調不良の⽣徒もなく順調です。
旭岳 ロープウェイ姿⾒駅前から撮影    熊 出没︖かと思いきや、Ｙ先⽣  

 

 

 
美瑛パッチワークの丘でソフトクリーム♪⽴ち寄った先で順調にソフトクリームの⾷べ⽐
べしています。

 
これから 空知川でラフティングです。事前のトレーニングも⼤事︕

 

  波しぶきを上げて、元気に川を下っていきます。雪解け⽔で⽔量も豊富な空知川でラフティング体験をしました。みんな
⽣懸命漕ぎました。たくさん⽔に濡れたけど、楽しい体験となりました。⼆⽇⽬も体調不良の⽣徒もなく無事に終了でホテ
た。
 

07:31 | 投票する | 投票数(14

2018/05/18 【２年⽣】東京班３⽇⽬  | 

 本⽇はディズニーランド、ディズニーシーに分かれて研修です。ロビーでチケットを受領して出発
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07:29 | 投票する | 投票数(12

2018/05/17 【２年⽣】北海道班 １⽇⽬２  | 

 旭⼭動物園に来ました︕気温25℃︕愛媛とそんなに気温変わらない︖中、動物と戯れてます。体調不良の⽣徒もなく、元
トしています。

 
 １⽇⽬の⽇程を無事に終了しました。体調不良の⽣徒もなく、元気に旅⾏を続けています。
 
 

07:00 | 投票する | 投票数(13

2018/05/16 【２年⽣】東京班 １⽇⽬  | 

 無事に⽻⽥空港に到着し、⼿荷物を受け取りました。4台のバスに分乗し、横浜へ。中華街で昼⾷です。

  
横浜の氷川丸前で記念撮影して、散策。
そのあとは新宿ルミネのよしもとでお笑いライブを満喫しました。
⼣⾷は東京タワー近くのThe Place of Tokyoでコースをいただきました。
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12:00 | 投票する | 投票数(17

2018/05/16 【２年⽣】北海道班 １⽇⽬  | 

 千歳空港に到着しました。
 

 
 

07:22 | 投票する | 投票数(19

2018/05/15 【２年⽣】台湾班１⽇⽬  | 

 全員、病気・怪我なく、１⽇めの⾏程を終えました。（画像は後ほどUP）
 
 

11:40 | 投票する | 投票数(28

2018/05/11 平成30年６⽉７、８⽇ 授業公開について（案内）  | 

PDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
  

平成30年６⽉７-８⽇ 授業公開について（案内）.pdf
 

10:20 | 投票する | 投票数(7

2018/05/10 【１年⽣】総合的な学習の時間  | 

 5⽉8⽇（⽕）の「総合的な学習の時間」の様⼦です。
 5限⽬は、勉強と部活動を両⽴するために⽇々の時間の過ごし⽅を振り返りました。 
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 6限⽬は、職場体験受け⼊れ先への御礼の⼿紙の書き⽅を学びました。
 

 

09:15 | 投票する | 投票数(11

2018/05/09 ＰＴＡ総会並びにおおとり会総会が⾏われました。  | 

 5⽉７⽇（⽉）にPTA総会及びおおとり会総会が⾏われました。また、授業参観や学年別説明会、制服のリユース販売、吹
コンサートも⾏われ、たくさんの保護者の⽅々が参加してくださいました。

 

 

 

09:23 | 投票する | 投票数(8

2018/05/07 学校周辺の清掃奉仕活動  | 

 ５⽉１⽇（⽕）の放課後、有志の⽣徒及び教職員で学校北側の⽔路周辺の清掃を⾏いました。⽣徒は積極的に⽔路に⼊り
るなど、熱⼼な活動が⾒られました。

 

 

19:39 | 投票する | 投票数(7
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2018/04/13 対⾯式がありました。  | 

 ４⽉10⽇（⽕） 本⽇は1年⽣と2・3年⽣が初めて顔を合わせる対⾯式を⾏いました。
 2・3年⽣の代表が歓迎のあいさつをした後、1年⽣からは、よろしくお願いしますとの挨拶がありました。

 

 

17:30 | 投票する | 投票数(17

2018/04/13 ⾃転⾞点検・交通安全指導  | 

 ４⽉11⽇（⽔）１時間⽬に⾃転⾞点検・交通安全指導を⾏いました。
⾮常に⾵が強い状況でしたが、ヘルメットのあご紐の調整を⾏い、正しい被り⽅を確認しました。

  その後、「⾃転⾞に乗るときはマイナス思考が⼤切」「交通ルールを守るという意識ではなく、⾃他の命を守るという意
う」という内容の講話を⾏い、命の⼤切さについて考えました。
 最後に⾃転⾞の点検を⾏い、今年のステッカーを貼って無事終了しました。
 今後も適切な指導を通して、安全な登下校を⽬指します。

 

09:14 | 投票する | 投票数(13

2018/04/11 新任式・始業式・第36回⼊学式を挙⾏しました。  | 

 平成30年度第1学期が始まりました。午前中は新2･3年⽣で新任式、始業式を⾏いました。校⻑式辞では、「聞く」ことに
ました。「物事を単に聞くだけでなく、聞こうとしてきいているか、もし、聞くことができたらそれが成⻑につながる。こ
して⾒たり、聞いたりしてみよう。」という内容でした。

 
 午後からは⼊学⽣を迎えて第36回⼊学式を13:30から本校体育館で挙⾏しました。
 新⼊⽣は学校に早く慣れて、充実した⾼校⽣活を送れるようになってほしいと思います。

 
 

12:18 | 投票する | 投票数(21
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2018/04/02 年度初めの⽇程について  | 

 年度初めの⽇程をお知らせします。

4⽉9⽇（⽉）
 
＜2・3年⽣＞
 
 08︓25〜08︓45 （旧ホームルーム・新ホームルーム教室で実施）
 
 09︓00〜09︓35 新任式 始業式 ホームルーム担任等発表
 
 09︓50〜10︓40 ホームルーム活動
 
 10︓45〜11︓00 ⼤掃除 ※式場準備以外の⽣徒は放課
 
 11︓00〜12︓00 式場準備（新201・202・203の⽣徒）
 
＜新⼊⽣＞
 
 12︓20〜12︓50 新⼊⽣登校 ホームルーム確認後、武道場で整列
 （12︓20〜13︓10 保護者受付・納⾦）
 
 12︓50〜13︓20 諸連絡
 
 13︓30〜14︓20 ⼊学式
 
 14︓40〜15︓30 ホームルーム活動

4⽉10⽇（⽕）
 
 08︓25〜08︓35 SHR
 
 08︓45〜09︓20 対⾯式
 
＜２･３年＞
 
 09︓40〜10︓30 課題テスト(2年︓国語、3年︓国語)
 
 10︓45〜11︓35 課題テスト(2年︓英語、3年︓英語)
 
 11︓50〜12︓40 課題テスト(2年・3年⽂II・3年理系︓数学)、授業(3年⽂I)
 
 12︓40〜13︓20 昼休み
 
 13︓20〜14︓10 ⾝だしなみ指導
 
 14︓20〜15︓10 ホームルーム活動
 
＜１年⽣＞
 
 09︓20〜12︓40 オリエンテーション
 
 12︓40〜13︓20 昼休み
 
 13︓20〜14︓10 ホームルーム単位での活動
 
 14︓20〜15︓10 部活動紹介

4⽉11⽇（⽔）
 
 08︓25〜08︓35 SHR
 
 08︓45〜09︓35 ⾃転⾞点検・交通安全指導
 
＜3年⽣＞
 
 09︓55〜10︓45 課題テスト(地歴B科⽬）
 
 10︓55〜11︓45 課題テスト(⽂II︓｢⽣物･地学｣ 理系︓物理／⽣物)、授業(⽂I）
 
 11︓55〜12︓45 課題テスト(理系︓化学）、授業(⽂I、⽂II）
 
 12︓45〜13︓25 昼休み
 
 13︓25〜13︓35 清掃（新清掃分担）
 
 13︓45〜14︓35 授業
 
 14︓45〜15︓35 ホームルーム活動（ホームルーム写真撮影を含む）
 
＜2年⽣＞
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