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 ２〜６時限⽬ 特別時間割による授業
 
 ５時限⽬ ホームルーム活動（ホームルーム写真撮影）
 
＜1年⽣＞
 
 09︓55〜10︓05 教務課⻑講話
 
 10︓05〜10︓20 進路課⻑講話
 
 10︓30〜11︓30 スタディーサポート国語
 
 11︓45〜12︓45 スタディーサポート数学
 
 12︓45〜13︓25 昼休み
 
 13︓25〜13︓35 清掃
 
 13︓35〜14︓35 ⾝だしなみ指導
 
 14︓45〜15︓35 ホームルームでの活動
 

16:51 | 投票する | 投票数(13

2018/03/28 離任式を⾏いました  | 

 3⽉28⽇（⽔）離任式を⾏いました。
 年度末の⼈事異動により、14名の教職員が本校を離れることになりました。教頭による離任者紹介のあと、離任される
いさつをいただきました。それぞれの先⽣⽅から本校や本校⽣に対するこれからの⼈⽣の指針となるような思いを語って
た。

 

 離任される先⽣⽅、今までありがとうございました。異動先でも御活躍されることを祈念いたします。
 また、卒業⽣のみなさん来ていただきありがとうございました。
 
 

16:07 | 投票する | 投票数(10

2018/03/26 春季補習終了、離任式のお知らせ  | 

 本⽇3⽉26⽇（⽉）で3⽇間の春季補習が終わりました。
 
 短い春休みですが、次の学年に向けて良いスタートが切れるようにしっかり準備をしましょう。何かありましたら、春
徒⼼得にある通り、学校（089-984-9311）に連絡をしてください。
 
 3⽉28⽇（⽔）は、離任式があります。10︓30よりSHRがありますので、安全に気を付けて登校してください。また、
⽇（⽉）からスタートです。
 
※ 卒業⽣のみなさんにお願い ※
  制服リユースを受け付けております。
  ・ 離任式の時は、体育館前（10:20から11:00まで）
  ・ 離任式以外は、事務室にて対応いたします。
  ご協⼒お願いいたします。
 
 

11:07 | 投票する | 投票数(9

2018/03/20  | 
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3学期終業式を⾏いました。

 ３⽉２０⽇（⽕）に3学期終業式を⾏いました。最初に表彰伝達、⼀般表彰（校内の努⼒賞、皆勤賞、図書奨励賞、漢字テ
表彰）を⾏いました。
 
 式辞で校⻑は、「⾒ること」について話されました。物事を本当に⾒ているか（物事の表層を⾒るだけでなく、⾝の回
化を⾒て、考察できているか）という内容でした。そして、４⽉の始業式までに「今春の⾃分の周囲変化について、５つ
いう宿題を出されました。
 
 4⽉からは進級し、新しい⽣徒が⼊学します。新しい学年への⾃覚を持って春休みを過ごしてください。

 

 

10:33 | 投票する | 投票数(7

2018/03/19 【１年⽣】⼩論⽂ガイダンス  | 

 ３⽉14⽇（⽔）13︓15 - 14︓45に、今年度最後の「総合的な学習の時間」に⼩論⽂ガイダンスを体育館で実施しました。
宮崎県で「⽥中個別指導教室」を開業され、学習教材会社で⼩論⽂の添削や⼩論⽂模試の問題作成に当たられている⽥中潤
きしました。⽥中先⽣は、広島⼤学教育学部在学中から⼩論⽂指導に携わっておられ、今年度の⼤学⼊試問題の⼩論⽂の傾
お話してくださいました。「おすすめの本」「おすすめのアプリ」等、社会問題について学習する際に役⽴つ情報もいただ

 

 
16:03 | 投票する | 投票数(10

2018/03/15 全校集会を⾏いました。  | 

 ３⽉１５⽇（⽊）全校集会（各委員会委員⻑による活動報告）でした。今年⼀年を振り返り、次への課題を想起させ、伊
に良くするための⽅向性が⾒出せた内容でした。
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12:24 | 投票する | 投票数(8

2018/03/13 クラスマッチを⾏いました。  | 

 ３⽉１２⽇（⽉）クラスマッチを⾏いました。クラスで⾏う最後の⾏事です。どのクラスも各種⽬⼀⽣懸命に取り組むこ
た。勝ち負けはつきましたが、クラスみんなで取り組めて、楽しい思い出になりました。みんなで⼀致団結したこの経験を
ってからも⼤いに⽣かしていきまましょう︕

 

 

 

 

08:16 | 投票する | 投票数(7

2018/03/08 【２年⽣】進路講演会が⾏われました。  | 

 ３⽉６⽇（⽕）に２年⽣を対象に進路講演会「志望理由書を書いてみよう」が⾏われました。リクルートマーケティング
の⼤野 美樹先⽣に講話をしていただき、志望理由書について考えることができました。志望理由の⼆本柱である『⾃⼰理
研究』が⼤切であることを学び、３年⽣に向けて希望している進学先の研究と⾃分⾃⾝の将来像や⾝につける⼒を考えてい
なりました。志望理由書にキラキラを⼊れることができるように研究に努めていきたいと思います︕

 

 

08:29 | 投票する | 投票数(7

2018/03/02 第33回卒業証書授与式を挙⾏しました。  | 
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 ３⽉１⽇（⽊）第33回卒業証書授与式を挙⾏しました。３年⽣は⼊学から3年間、多くの思い出を振り返り、多くのこと
とが、⼀⼈ひとりの表情に表れていました。そして、将来に向けて夢と希望を胸にはばたいていきました。

 
08:47 | 投票する | 投票数(11

2018/02/28 卒業式関連⾏事を⾏いました。  | 

 本⽇は卒業式に関連し、前⽇表彰、同窓会⼊会式、予⾏などが⾏われました。
 明⽇3⽉1⽇（⽊）は、10︓00より卒業証書授与式が本校体育館で⾏われます。
 晴れやかな気持ちで式に臨んでほしいものです。

 

 

 

17:02 | 投票する | 投票数(11

2018/02/28 第２回学校評議員会の開催  | 

 平成３０年２⽉２７⽇（⽕）１６︓００?１７︓１０に、本校会議室において、実施いたしました。本年度の取組の概要を
説明し、各課⻑が⾃⼰評価表について説明をしました。評議員の⽅々から有益なご意⾒・ご提⾔をたくさんいただきました

 

16:55 | 投票する | 投票数(8

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo58qu1t0-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%BC%8F%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A1%8C%E4%BA%8B%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=jo58qu1t0-298#_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=jo58qu1t0-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%BC%8F%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A1%8C%E4%BA%8B%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=jojz0vq5k-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%A9%95%E8%AD%B0%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojz0vq5k-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=jojz0vq5k-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%A9%95%E8%AD%B0%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC'), '_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 35/365

2018/02/27 梅の花が咲きました  | 

伊予⾼校の枯⼭⽔式庭園の⼀⾓で⽩い花が咲きました。
気品ある卒業式を楽しみにしているようです。

 

 

09:07 | 投票する | 投票数(7

2018/02/21 【１年⽣】新聞読み⽅講座（朝⽇新聞社）に参加  | 

PDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
  

朝⽇新聞社「新聞読み⽅講座２０１７」（第２回）参加.pdf
 

10:35 | 投票する | 投票数(6

2018/02/19 IYOの⽇（2⽉）  | 

 2⽉14⽇（⽔）は「IYOの⽇」でした。
 2⽉の⾏動⽬標は、
 
  １ ⾝だしなみ指導に全員が１回で合格しよう︕
  ２ 寒さにも⾵にも負けず、遅刻ゼロを達成しよう︕
 
 2⽉22⽇（⽊）より1・2年⽣は学年末考査があります。各教科の⽬標を⽴て、計画的に学習しましょう。

 

 

 

08:15 | 投票する | 投票数(4

2018/02/16 「第９」の歌声が聞こえてきます  | 

    清掃の時間に『歓喜の歌』が聞こえてくるようになりました。もうすぐ卒業式です。
 在校⽣は、ベートーヴェンの交響曲第９番合唱付きの第４楽章にある『歓喜の歌』をドイツ語で歌い、卒業⽣を送り
１回⽬の卒業式からずっと歌っています。
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  以前の在籍⽣徒の歌声が⼭茶花（さざんか）の上に響いています
 

08:35 | 投票する | 投票数(6

2018/02/16 【１年⽣】こども⾷堂ボランティア参加  | 

 - こども⾷堂「まさきっちん」ボランティア - に参加しました
(２⽉１０⽇（⼟）10︓00 - 15︓00松前町社会福祉協議会主催)
（１年⽣男⼦２名⼥⼦14名）
 
 「ごはんを⾷べる」を通して地域で⼦どもたちを⾒守る活動として、「こども⾷堂」が全国各地で広がっています。先⽇
くの松前町総合福祉センターで、松前⼩学校を中⼼とする「こども」と⼀緒にカレーを⾷べたり、勉強を教えたり、⼀緒に
りしました。この活動を通して、⼦どもばかりではなく、異なる世代の地域のボランティアスタッフの⽅々との交流を深め
ました。

  
 
受付のお⼿伝いをしました。

  
 
 
 
 
 
 
開会セレモニーで紹介をしていただきました。

  
 
 
 
 
 

 
配膳のお⼿伝い

  
 
 
 
 
 

 
⼦どもや保護者との楽しい⾷事会
 
 
 
 
 
 
 

 
⼩学⽣に算数を教えました。

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ゲームに夢中になりました。
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08:21 | 投票する | 投票数(5

2018/02/14 第56回県学⽣書道展のご案内  | 

 第５６回愛媛県学⽣書道展に本校書道部の作品が展⽰されます。この展覧会は県下全⼩、中、⾼等学校に応募を呼びかけ
いるものです。今年度は本校から３０点出品し、そのうち１点が県議会議⻑賞、５点が秀作に選ばれて展⽰されます。ぜひ
い。

  
 ○ 開催⽇ ２⽉１７⽇（⼟）１８⽇（⽇）
 ○ 時間  ９︓４０から１８︓００（最終⽇は１２︓００まで）
 ○ 会場  愛媛県美術館 南館３階
 

09:46 | 投票する | 投票数(4

2018/02/08 寒波の影響  | 

 寒波の影響で、全国的に寒さや雪で厳しい状況にある中、本校プールも表層が凍結しました。

 

 

16:05 | 投票する | 投票数(6

2018/02/07 【１年⽣】⽂化的体験学習発表会  | 

 ２⽉６⽇（⽕）武道場にて、⽂化的な体験学習プレゼンテーション発表会を１年⽣全員で実施しました。去る10⽉10⽇
町、伊予市の４箇所（各コース２クラスずつ）で実施した「地域活動―⽂化的な体験学習」がもとになります。クラス予選
なった班による学年全体の発表会でした。どのクラスの発表も体験的な学習内容を分かりやすくまとめ、分析や考察も⼗分
充実した内容でした。
 ⽣徒全員と参加教員による投票の結果、最優秀賞は1年4組「知っていますか︖義農作兵衛」になりました。

  
代表班によるプレゼン
 ⼤勢の前で緊張することもなく、堂々と発表できました。

  
 
 
 
 
 
   

  
 
最優秀の１年４組
 パフォーマンスもバッチリです。
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他学年の先
来られまし
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

真剣にメモを取る伊予⾼１年⽣
 
 

17:13 | 投票する | 投票数(9

2018/02/06 マラソン⼤会を実施しました。  | 

 ２⽉５⽇（⽉）、寒い中ではありましたが天候にも恵まれマラソン⼤会を実施しました。男⼦は約5km、⼥⼦は3kmのコ
した。順位や好タイムを狙う⽣徒、また⾛るのが苦⼿な⽣徒も、⾃分と闘う真剣な姿を⾒せてくれました。ほとんどの者が

ました。
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08:14 | 投票する | 投票数(7

2018/01/24 【２年⽣】進路集会が⾏われました。  | 

 1⽉23⽇（⽕）に、２年⽣進路集会が⾏われました。学年主任、教務課、国語科、数学科、英語科、理科、地歴公⺠科、進
から、それぞれお話をいただきました。これからの⽣活全般について、⼼構え、学習法、また、どのような⼒をつけなけれ
か、そのためにはどうすればよいのかということを考えることができました。３学期が３年⽣へのステップになるように今
移していきたいと思います。

  
 

13:34 | 投票する | 投票数(8

2018/01/09 3学期が始まりました。  | 

 本⽇より3学期がスタートです。
 
 １⽉９⽇（⽕）始業式がありました。校⻑式辞では、童話「うさぎとかめ」の話を例えに、個々の⽬標について話され
の⽬標に向って頑張って欲しいものです。
 
 3学期は仕上げの学期です。新しい年度に向って、邁進しましょう。
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09:40 | 投票する | 投票数(7

2018/01/05 【１・２年⽣、進路】医療系進学説明会開催  | 

 12⽉19⽇（⽕）の保護者懇談初⽇に、1，2年⽣徒および保護者の希望者を対象に、医療系説明会を開催しました。県内外
上級学校に御来校頂き、仕事内容や待遇、将来性などについて詳しく説明していただきました。⽣徒と保護者を合わせて約
ースにて熱⼼に話を聞いたり、質問したりしていました。今回の説明会が、⽣徒たちの進路希望決定の⼀助になることを願

 
10:19 | 投票する | 投票数(7

2018/01/05 あけましておめでとうございます。  | 

 あけましておめでとうございます。本年も本校をどうぞよろしくお願いいたします。
 
 今年も元旦、3年⽣の有志が学校に登校し、初⽇の出を拝みました。雲が厚く7時過ぎには⾒られませんでしたが、数時
れました。
 
 センター試験まであとわずかです。33期⽣の健闘を祈っています。

 

08:55 | 投票する | 投票数(5

2017/12/20 終業式を実施しました。  | 

 校⻑式辞では、⼈間の理性について話されました。また、３学期に向け宿題を出されました。「今年⼀年振り返り、うま
た事を思い出し、その時どうすればよかったか、どうなっていたかを考える」という想像⼒に関するものでした。
 
 これから冬季補習があります。第3学期の始業式は1⽉9⽇（⽕）です。
 
 実りある冬休みを送って下さい。
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11:17 | 投票する | 投票数(5

2017/12/19 シェイクアウトえひめ（県⺠総ぐるみ地震防災訓練）を実施しました。  | 

 えひめ防災週間（12⽉17⽇-23⽇）にあわせて、地震発⽣時の安全確保⾏動の確認や防災意識の向上を図るため、県下で⼀
イクアウトえひめ（県⺠総ぐるみ地震防災訓練）」が実施され、12⽉18⽇（⽉）１１︓００に本校も実施しました。

 

09:21 | 投票する | 投票数(3

2017/12/14 グループマッチを実施しました。  | 

 12⽉14⽇（⽊）グループマッチを実施しました。寒い中ではありますが、好天に恵まれて、⽣徒たちは今年度最後のグ
いうことで、いきいきと競技をしました。
 
1年 男⼦バレーボール

1年 ⼥⼦フットサル

2年 男⼦ハンドボール
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2年 ⼥⼦ドッヂボール

3年 男⼦サッカー

3年 ⼥⼦バスケットボール

 
 

12:13 | 投票する | 投票数(7

2017/12/13 【２年⽣】デートDV講演会が⾏われました。  | 

 １２⽉１２⽇（⽕）に２年⽣を対象にデートDV講演会が⾏われました。松前町⼈権擁護委員の⽔本 諭先⽣、松⽥ 雅⼦
していただいたり、映像を⾒たりして、「デートＤＶ」について考えることができました。映像では様々なデートＤＶのケ
に、精神的暴⼒、⾝体的暴⼒、経済的暴⼒について考え、他⼈事ではなく⾃分⾃⾝のことだと思って考えることが⼤切であ
りました。デートＤＶを通じて⼈権について考えることができました。
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18:01 | 投票する | 投票数(3

2017/11/28 【２年⽣】⾼⽂祭書道部⾨受賞作品紹介  | 

 PDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
 
 ⾼⽂祭書道部⾨受賞作品紹介
 

08:57 | 投票する | 投票数(1

2017/11/25 えひめ教育⽉間のバナー更新のお知らせ  | 

えひめ教育⽉間のバナー更新のお知らせ
 
左記バナー「えひめ教育⽉間」を更新しました。
 

17:28 | 投票する | 投票数(1

2017/11/24 「出願資格の詳細」「転⼊学情報」変更のお知らせ  | 

 
出願資格の詳細、転⼊学情報を変更しました。お知らせいたします。
 
 

19:06 | 投票する | 投票数(2

2017/11/24 平成29年度3回⽬の防災避難訓練を実施しました。  | 

 11⽉21⽇（⽕）に、防災避難訓練を実施しました。地震と⽕災を想定した訓練で、1年⽣は授業で制作した防災頭⼱をかぶ
ました。
 
 防災避難訓練

 
 伊予消防署から職員の⽅々が来られ、⽣徒・職員共々短い時間でできうる事を⼼がける旨のご講評をいただきました。
ごとに分かれて体験活動をしました。
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1年⽣は消⽕器の使い⽅、2年⽣は起震⾞での地震の揺れの体験、3年⽣ははしご⾞による避難の体験と⾒学です。
1年⽣ 消⽕器の使い⽅

 
2年⽣ 起震⾞

3年⽣ はしご⾞

 

07:59 | 投票する | 投票数(2

2017/11/21 【１年⽣】職場体験発表 ＠⽂化祭  | 

 夏休みや総合的な学習の時間を利⽤して、職場体験で感じたこと・考えたことをまとめ、
 ⽂化祭でその成果を発表しました。
 
  体育館での発表の様⼦です。事前指導からレポート作成までを動画でまとめました。
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  地元の”ゆるきゃら”たちも応援に来てくれました。

 
 
  まとめ上げたレポートと展⽰の様⼦です。

  
 
  職場体験先の⾷品販売も⾏いました。

  
 
 今回の体験を通して、⼈との関わり、地域の課題、考えることや伝えることの⼤切さを感じました。お忙しい中、協⼒い
の皆様、ありがとうございました。
 

15:03 | 投票する | 投票数(3

2017/11/09 ２年⽣向け進路ガイダンス「アイレックス⼀⽇講義」  | 

＜タイトル＞
 
＜本⽂＞ 
 11⽉7⽇(⽕)７限⽬に、11⼤学から13名の講師をお招きし、「アイレックス⼀⽇講義」という２年⽣向けの進路ガイダン
た。⼈⽂学、語学、理学など13分野に分かれ、それぞれの学問の特徴から⼤学の特⾊などを聞きました。２年⽣にとって
向けた貴重な経験になりました。
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