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煌星

 

13:57 | 投票する | 投票数(16) | コメント

2017/09/12 運動会を実施しました。  | 

 9⽉6⽇（⽔）に、平成29年度第35回運動会を実施しました。⽣徒たちは、各部⾨（応援、装飾、仮装、競技、⾏進、総
を⽬指し、全⼒を出し切りました。閉会式後、⽣徒たちが⾃発的に集合し肩を組み、⾼らかに校歌を歌い、お互いの健闘
ました。逞しくも微笑ましさを感じる瞬間でした。
 たくさんの卒業⽣、保護者の⽅、関係者の⽅々に来校いただき⼤変ありがとうございました。今後ともよろしくお願い

 この後も運動会の様⼦をお知らせいたします。お楽しみに︕
 

11:13 | 投票する | 投票数(14) | コメント

2017/09/06 運動会を実施します  | 

 8時45分から運動会を開始いたします。ご来校をお待ちしています。
 

08:28 | 投票する | 投票数(16) | コメント

2017/09/06 本⽇の運動会実施します  | 

 パネルを取り付けてから、運動会を実施します。
 8︓45から9︓30の間に 開始できることを⽬標にしています。
 どうぞ、よろしくお願いします。
 

06:01 | 投票する | 投票数(17) | コメント

2017/09/05 明⽇の運動会について  | 

 明⽇9⽉6⽇（⽔）は運動会予定です。本⽇（9⽉5⽇）は、多くの準備をしましたが、⾬のため、パネルを取り付けるこ
ません。明⽇、まず、パネルを取り付けてから、運動会を開始します。
 しかし、⾬天のおそれがあるため、明⽇（9⽉6⽇）の運動会の実施の有無については、午前6時00分に決定します。決定
をこのページでお知らせしますのでよろしくお願いします。
 

18:05 | 投票する | 投票数(15) | コメント

2017/09/04 「⼦規・漱⽯ 最古の句碑巡り サイクリング」を実施しました。  | 

 平成29（2017）年は、正岡⼦規・夏⽬漱⽯の⽣誕150年という節⽬の年にあたり、県内各地で⼦規・漱⽯を顕彰する展
などの俳句イベントが盛んに⾏われています。
 さて、⼦規の県内最古の句碑がどこにあるか、ご存じでしょうか。⼦規の最古の句碑は、本校の北、出合橋の北岸にあ
⼆⼿になりて 上りけり」の句碑です。また、夏⽬漱⽯の全国最古の句碑は、本校の南、伊予市上吾川の鎌倉神社にある
よいよ悲し かれ尾花」「⽊枯らしや 冠者の墓撲つ 松落葉」の句碑です。そして、⼦規・漱⽯の⼆⼈がこの地に来た
校が⽴地する伊予郡松前町の永⽥に、⼦規の「良友」武市庫太（たけいち くらた）が住んでいたのが機縁であったこと
た。
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 このような⽂化遺産が本校周辺にのこされていることから、この⽂化遺産と現代の「⾃転⾞新⽂化」を結びつけ、⾃転
古の句碑を巡る⾒学コースを提案しようと、サイクリングを実施しました。
 明治時代の地形図を読んで、⼦規や漱⽯が通った道筋を推定し、まず、松⼭市の出合橋近くにある⼦規句碑、次に伊予
⽥にある武市庫太邸跡、最後に伊予市上吾川の鎌倉神社にある漱⽯句碑を、サイクリングで巡りました。
 サイクリングには、本校⽣15名のほか、伊予市⽂化協会の⾨⽥眞⼀会⻑や愛媛新聞編集委員の岡敦司記者、坂の上の雲
の川島佳弘学芸員らも同⾏しました。
 ⾼校⽣による、地域資源とサイクリングを結びつけた取組ですが、地域のみなさんにも、ぜひサイクリングで句碑巡り
ただくとともに、本校に今年度から設けた地域イノベーションコースの地域連携活動の具体例として、今後も「⼦規・漱
碑巡り サイクリング」の活動を深化させていこうと考えています。

 

17:05 | 投票する | 投票数(9

2017/08/25 表彰伝達、始業式を⾏いました。  | 

 8⽉23⽇（⽔）に表彰伝達、始業式を⾏いました。夏季休業中に活躍した部活動の表彰伝達が⾏われました。テニス部男
ュニアテニス選⼿権中予地区予選で団体戦3位となり、書道部の井原さん以下9名が第46回全国⾼校書道展で特選となり、
65回全⽇本吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会において⾦賞を受賞しました。吹奏楽部は全国⼤会に出場します。
 始業式では校⻑式辞において、校⻑先⽣からの宿題「打ち込めるもの」に触れられ、今後の学校⽣活について話されま

 

14:27 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/08/21 全校集会（表彰伝達式）を⾏いました。  | 

 8⽉17⽇（⽊）に全校集会（表彰伝達式）を⾏いました。書道部の3年⽣⻑⼾さんが第41回全国⾼等学校総合⽂化祭書道
賞、吹奏楽部が第65回全⽇本吹奏楽コンクール愛媛県⼤会で⾦賞、テニス部1年⽣⼩笠原さんが夏季ジュニアテニス選⼿権
選で第3位となりました。
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20:30 | 投票する | 投票数(7) | コメント

2017/08/09 【家庭科】松前町産の⾷材を使ったレシピ開発  | 

 件名の⾏事に３年⽣「フードデザイン」選択⽣徒と、１年⽣の希望者が参加することになり、6⽉〜7⽉にかけて、松前
地域でとれる⾷材を使った学校給⾷のメニューを考えました。
 詳細はクリックしていただくとご覧になれます。（PDF形式）

愛媛県学校給⾷地域⾷⽂化継承モデル事業「松前町産の⾷材を使ったレシピ開発」

 

18:42 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2017/08/04 8⽉7⽇（⽉）の⾏事変更について  | 

 8⽉7⽇（⽉）は、台⾵5号が接近する予報がでています。
 そこで、特別補習とアイレックス座談会は中⽌とします。
 なお、後期補習開始は8⽉17⽇（⽊）です。
 

11:05 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/07/31 芸術クリエーションコースの取組「美術系⼤学受験対策講習会」  | 

 7⽉16⽇（⽇）本校において、関東にある⼤規模の美術系予備校の講師を招いて「美術系⼤学受験対策講習会」を⾏いま
の講話では、美⼤卒業⽣の就職先の具体例や各専攻科の求める学⽣資質、美⼤進学のために必要な準備についてお話しし
した。そして、東京藝術⼤学合格者を中⼼とした約60点の作品の鑑賞と解説、参加⽣徒の持参作品の講評を⾏いました。
 本校からは、今年度3学期よりスタートする芸術クリエーションコース「美術」を選択希望している⽣徒を中⼼に参加し
隣の⾼校にも案内し、松⼭南⾼校、松⼭南砥部分校、松⼭⻄中等教育学校、松⼭北⾼校、東温⾼校、松⼭東雲⾼校の⽣徒
ある講習会となりました。
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09:21 | 投票する | 投票数(8) | コメ

2017/07/27 えひめ国体・えひめ⼤会ののぼり旗を制作しています。  | 

 えひめ国体・えひめ⼤会に来県される⽅をおもてなしする「⼿作りのぼり旗」を書道部と美術部で制作しています。書
国20の政令指定都市名とご当地⾔葉の応援メッセージを墨書し、その後美術部が名産品やご当地キャラクターなどを描き
松前町の国体の競技場に⽴てられ、来県される⽅を歓迎します。

 

14:55 | 投票する | 投票数(10) | コメ

2017/07/27 【２年⽣】オープンキャンパス事前指導が⾏われました  | 

 7⽉25⽇（⽕）に、2年⽣を対象にオープンキャンパス事前指導が⾏われました。マイナビの嶋恒さんを講師に迎えてお
ました。2年⽣の間に複数のオープンキャンパスに参加し、⽐較しながら進路研究をしていくことの⼤切さを学びました。
の間に積極的にオープンキャンパスに参加し、有意義な時間にしていきたいと思います︕
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09:22 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/07/23 えひめ国体・えひめ⼤会歓迎装飾⽤花プランター植え付け  | 

 7⽉20⽇(⽊)、⾚いサルビアと橙のマリーゴールドの苗が届きました。体育委員と⾃然科学部で150鉢のプランターに苗
⾏いました。夏休みには⽔やりを⽋かさず⾏ってきれいな花を咲かせたいです。

 

17:10 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2017/07/23 壮⾏会と終業式を⾏いました。  | 

 平成29年度全国総合体育⼤会に参加するホッケー部、第41回全国⾼等学校総合⽂化祭に参加する書道部、第65回全⽇本
ール愛媛県⼤会に参加する吹奏楽部の壮⾏会と、伝達表彰式、終業式を⾏いました。
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17:00 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/07/21 【１年⽣】職場体験に⾏ってきました 愛媛新聞社、愛媛トヨタ  | 

 地域の職場を訪問し、⾃分⾃⾝にできることを発⾒しようと職場体験をさせていただきました。愛媛トヨタ株式会社様
た仕事を通して地域貢献をするということを、愛媛新聞社様では新聞のできるまでを知り、新聞記事の作り⽅のノウハウ
だきました。それぞれの「研修の振り返り」では⾃分たちの学んだことを発表できました。とても実になる体験でした。
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10:12 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2017/07/18 【２年⽣】選挙啓発講座が⾏われました。  | 

 7⽉12⽇（⽔）に2年⽣を対象に選挙啓発講座が⾏われました。愛媛県選挙管理委員会、松前町選挙管理委員会の⽅に講
だき、18歳選挙権に伴う若年層の投票率の低さや選挙へ参加することの意義を学びました。

 また、実際の投票箱、投票⽤紙を⽤いて模擬投票を⾏いました。⼤変貴重な経験となりました。
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21:02 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/07/11 1学期グループマッチを⾏いました。  | 

 7⽉10⽇（⽉）に１学期グループマッチを⾏いました。
 天候が危ぶまれましたが、グループマッチを始めることができました。４つのグループ対抗戦はサッカー、ソフトボー
ール、バスケットボール、バレーボール、ドッジボールでした。
 このグループマッチは新役員になった⽣徒会による初めての⾏事でもあります。
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19:11 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/07/11 奉仕活動を⾏いました。  | 

 7⽉7⽇（⾦）全校⽣徒と教職員で学校近辺の清掃奉仕活動を⾏いました。
 熱中症や交通事故にあわないよう注意があったあと、各クラス割り当てられた場所へ移動しました。暑い中、⽣徒たち
ました。

 

18:05 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2017/07/10 津波想定避難訓練を⾏いました。  | 

 7⽉6⽇(⽊)に地震にともなう津波想定による避難訓練を⾏いました。⽣徒は屋上へ避難のために移動しました。その後、
厚⽣課⻑の講話がありました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9ok8p0w-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%A5%89%E4%BB%95%E6%B4%BB%E5%8B%95%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=jo9ok8p0w-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=jo9ok8p0w-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%A5%89%E4%BB%95%E6%B4%BB%E5%8B%95%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=jo7xlsgr7-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E6%83%B3%E5%AE%9A%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A8%93%E7%B7%B4%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=jo7xlsgr7-298#_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=jo7xlsgr7-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E6%83%B3%E5%AE%9A%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A8%93%E7%B7%B4%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 70/365

 

06:59 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/07/10 全校集会（野球部及び⽔泳部の壮⾏会）を⾏いました。  | 

 7⽉6⽇（⽊）に壮⾏会を⾏いました。
 野球部は夏の全国⾼校野球選⼿権、⽔泳部は四国総体に出場します。

 

06:58 | 投票する | 投票数(6) | コメント
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2017/07/04 類型及びコース選択説明会を⾏いました。  | 

 ⽂理選択及び「芸術クリエーションコース」「地域イノベーションコース」選択説明会を実施しました。台⾵3号の接近
徒は説明会の前に下校したのですが、1年⽣の保護者150名余りの参加をいただきました。荒天の中、参加していただき、
ざいました。
 1年⽣の現状や、類型やコースの仕組み、特性などについて説明いたしました。

 

17:50 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/07/04 年間⾏事予定⼀覧を更新しました。  | 

 年間⾏事予定⼀覧を更新しました。7/8、7/28、8/20の⽇程を追加しましたので、お知らせいたします。
 

12:52 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2017/07/01 「NHK for School 基礎セミナー」を開催しました  | 

 6⽉28⽇(⽔)「NHK for School 基礎セミナー」を開催しました。NHKサービスセンターから花⽥和明講師をお招きし、本
教室と2年7組の教室で、NHKの番組を使った、アクティブラーニングとICT教育の研修を⾏いました。基礎セミナーという
い⽅をよく理解でき、授業で取り⼊れたいと考えています。
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15:41 | 投票する | 投票数(6

2017/07/01 年間⾏事予定⼀覧を更新しました。  | 

 年間⾏事予定⼀覧を更新しました。7⽉・8⽉の⽇程が変わりましたので、お知らせいたします。
 

15:03 | 投票する | 投票数(11) | コメント

2017/06/29 愛媛⼤学社会共創コンテストに⼊賞しました  | 

 愛媛⼤学社会共創学部が主催して「愛媛⼤学社会共創コンテスト2017」が⾏われています。このコンテストに、本校の
した「記憶から記録へ そして記録から記憶へ ― 過去の巨⼤地震を伝える ― 」が、地域課題部⾨の特別賞を受賞しま
 
 受賞作品では、1946年に発⽣した昭和南海地震の被害について、昨年度の夏から冬にかけて、本校の地元松前町や伊予
し、まとめ、発表したことを、全体としてレポートしました。地震を体験した⽅々からお話を聞き、関係資料を集めてレ
を作り、さらに発表のためのプレゼンテーション番組を作成して、昭和南海地震70年⽬の2016年12⽉21⽇に校内で発表会
⽉23⽇には伊予市の公⺠館で市⺠約50⼈を前に発表し、地震体験者の記憶を現代⼈の記憶にしようとしました。これらの
テレビでも報道され、地域社会の関⼼の⾼さを⽰しました。
 コンテストでは、グランプリ、準グランプリに次ぐ特別賞を受賞し、県内の県⽴⾼校⽣徒としては最⾼位を獲得しまし
⼊学⽣から地域イノベーションコースを設け様々な活動を計画している本校では、このような地域と連携した調査研究活
り組んでまいります。
 

16:27 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2017/06/27 【⼈権・同和教育】⼈権・同和教育講演会を開催しました。  | 

 本校では毎年1回、全校⽣徒が参加する⼈権・同和教育講演会を開催し、⼈権意識を啓発する取組を⾏っています。
 今年は、6⽉22⽇（⽊）に⾏われ、本校の⼈権・同和教育課⻑が「内藤素⾏（ないとう もとゆき）の⽣き⽅」という演
した。

 明治5（1872）年、学制が発布され、伊予市・伊予郡や松⼭市⼀帯でも学校づくりが始まります。松⼭城下とその周辺で
りを担当したのが内藤素⾏です。
 学制発布の1年前の明治4年、松⼭県では解放令とともに「喩⽂」を出して、⾝分による差別の不当さを県⺠に説いてい
ため内藤は、差別されてきた⼈々の⼦どもたちを松⼭の⼠族たちが多く通う学校へ⼊学させようとします。内藤は、差別
⼈々の指導者の家に⾏き、⼦どもたちを⼊学させるよう勧誘を⾏い、お茶を所望しました。出てきたお茶を内藤は飲みま
役⼈たちは飲もうとしませんでした。
 講演では、お茶を飲んだ内藤と飲まなかった役⼈たちとを⽐べて、なぜ内藤がお茶を飲んで差別をしなかったのかを追
彼が、新しい知識を⾝につけたうえで「分かったことを実⾏する気概」を持つ⼈物であったことを伝え、現代に⽣きる⽣
かったことを実⾏する気概」を持つように強く呼びかけました。
 講演では、当時の⽂書や写真をプレゼンの⽂字とともに提⽰して、時代の雰囲気を伝えるとともに、劇や歌などを交え
りやすく伝えようと⼯夫しました。

 講演後、全校⽣徒がクラスで感想⽂を書きました。⽣徒⾃⾝の⽣き⽅や⼼構えについて考えたものが多く⾒られました
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20:01 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/06/27 ⾼校野球の⽇程が決定しました。  | 

 第99回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会の組合せ抽選会が、6⽉25⽇（⽇）10︓00よりにぎたつ会館で⾏われ、本校は
（⽊）開会式直後の1回戦、12︓30より、坊っちゃんスタジアムで新⽥⾼校と対戦することが決まりました。
 詳しくは、愛媛県⾼等学校野球連盟のウェブサイトをご覧ください。
 

15:46 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/06/20 【PTA】PTA役員会を開催しました。  | 

 6⽉14⽇（⽔）18時30分から、18名の常任理事さんと19名の校内理事が集まって役員会を開きました。この会で、今年
⾏事の予定を詰めていきます。各委員会で担当する⾏事を円滑に責任を持って進めるため、真剣に話し合っていただきま
（⽇）のスポーツ研修（ソフトバレーボール⼤会）、9⽉3⽇（⽇）の奉仕活動、そして例年よりも2か⽉遅れとなる11⽉1
⽂化祭バザー。また、新しい試みであるPTA研修では、クリスマスシーズンをイメージしながらお菓⼦作りと⼩物作りの講
しているという報告をいただきました。PTA活動の中でも、特に⽂化祭バザーは⼤きなイベントです。成功に向けて、今か
と準備を進めていただいています。

 

11:25 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2017/06/20 全校集会（四国総体等出場選⼿壮⾏会）をしました  | 

 6⽉15⽇（⽊）に壮⾏会をおこないました。
 陸上競技部とソフトテニス部とホッケー部は四国⾼校総体、⽔泳競技部は愛媛県⾼校総体に出場します。
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07:54 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/06/20 6⽉の「IYOの⽇」  | 

 6⽉14⽇（⽔）はIYOの⽇でした。教職員も全員、⽣徒の登校を⾒守り、気持ちの良いあいさつを交わしました。

6⽉の「IYOの⽇」⾏動⽬標
1. 5分前指導者ゼロ︕
2. 交通安全に努め、気を付けて登下校しよう︕

 みなさんは規則正しい⽣活が送れていますか。朝、ギリギリまで寝て、朝⾷を⾷べずに家を出る⼈はいませんか。早起
トレスが軽減すると⾔われています。時間にゆとりができるので、落ち着いて⾏動することができ、気持にも余裕が⽣ま
ジティブな考え⽅ができるのだそうです。普段より少し早く起きて、余裕のある朝を送ってみませんか。普段何も思わな
いだなあと感じたり、家族や友⼈と温かいやりとりができたり、きっといつもとは違った朝が迎えられると思います。伊
で“朝活"してみませんか?
 

07:51 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2017/06/20 アイレックス講演会を⾏いました。  | 

 6⽉13⽇（⽕）総合的な学習の時間を利⽤し、1年⽣対象の「アイレックス講演会」が⾏われました。講師には松前町社
岡昭嘉さんをお迎えし、「ホッケーのまちづくり」という題⽬で、ホッケーを通したさまざまな取組みについて、楽しく
きました。

 

07:49 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/06/09 平成29年度教科書展⽰会の御案内  | 

 愛媛県教育委員会から、「平成29年度教科書展⽰会」の御案内です。
 詳しくは、ここをクリックしてください。
 

07:42 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/06/07 第１回学校評議員会の開催  | 
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 平成29年6⽉5⽇（⽉）16︓00〜17︓10に、本校会議室において、実施いたしました。
 学校概要と本年度のマニフェストの説明を松岡校⻑が説明し、各課⻑が平成28年度の学校関係者評価報告書と⾃⼰評価
し、説明をしました。
 評議員の⽅々から本年度新たに取り組む「地域イノベーションコース」と「芸術クリエーションコース」について期待
いるという御意⾒や御提⾔をたくさんいただきました。

 

07:33 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2017/06/06 学校の魅⼒化の取組  | 

 愛媛県教育委員会⾼校教育課は、愛媛県⽴の⾼等学校・中等教育学校における、魅⼒化の取組を紹介するページを設け
お知らせいたします。
 本校の取組も紹介する予定ですので、リンクからご覧ください。
 

21:00 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/06/06 県総体開会式に参加しました  | 

 開会式では、元気な⾏進を⾒せてくれました。
 明⽇から本格的な競技が始まります。 参加する⽣徒の皆さんの健闘をお祈りします。
 開会式のステージに掲⽰されているタイトルは本校書道部3年⽣が墨書したものです。

 

11:03 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2017/06/03 県総体の開催場所と時間のお知らせ  | 

 県総体の開催場所・時間⼀覧表は、PDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
 愛媛県⾼等学校総合体育⼤会(競技別開催場所と時間⼀覧）.pdf
 

07:30 | 投票する | 投票数(3) | コメント
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2017/06/02 全校集会（県総体壮⾏会）がありました  | 

 今週2⽇（⾦）から始まる県総体に出場する運動部の壮⾏会がありました。総体への抱負を各部の代表者が述べました。

 応援団を中⼼に全校応援をしました。
 全校あげて、各部の活躍を祈念しています。

 

13:15 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2017/05/29 開校記念⾏事がありました。  | 

 ⾬天の為、延期されていた開校記念⾏事を実施しました。開会式、グループ結団式に続いて競技を⾏いました。
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 学年別グループ対抗リレー、グループ対抗綱引き、グループ対抗リレーと競技を重ねていくうちに学年やクラスを越え
⼀体感を⾼めていました。

 閉会式後、⽣徒会退任式がありました。

 

15:01 | 投票する | 投票数(4) | コメント
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2017/05/25 開校記念講話を実施しました。  | 

 本校職員の松⽥猛先⽣による「ターニングポイント」と題しての講話をしていただきました。先⽣の⼈⽣観・経験など
伊予⾼⽣に必要な事をお話してくださいました。

 

19:29 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/05/24 ２年⽣進路集会が⾏われました。  | 

 5⽉23⽇（⽕）に、２年⽣進路集会が⾏われました。学年主任、国語科、数学科、英語科、進路課の先⽣から、それぞれ
だきました。これから⾝に付けたい⼒や勉強⽅法について考える⼤変有意義な時間となりました。
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16:20 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/05/24 揮毫（湯呑みに絵付け）がありました。  | 

 開校当時からの伝統⾏事を通して、伊予⾼⽣としての⾃覚と愛校⼼を深めます。
 1年⽣と新任の先⽣⽅が参加して、⾃分の好きな絵や⾔葉を⼊れた湯呑みを作っています。

 

16:18 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/05/24 全校集会（教育実習⽣の紹介）がありました。  | 

 5⽉22⽇より教育実習が始まります。6名の実習⽣の先⽣⽅をお迎えしました。
 実習期間は6⽉2⽇（10⽇間）もしくは6⽉9⽇（15⽇間）までとなっています。

 

16:17 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/05/21 【修学旅⾏・北海道班・４⽇⽬】報告  | 

 今⽇の旅程は、北海道⼤学キャンパス⾒学、⽩⽼ポロトコタン、ノーザンホースパーク、新千歳空港（帰路）です。
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 ⼤きな問題もなく修学旅⾏第４⽇⽬を終えました。思い出に残る旅⾏でした。それぞれの⽬的も⼗⼆分に達成したこと
⽇で疲れを取り来週元気に登校しましょう。
 

19:04 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2017/05/21 【修学旅⾏・関東班・４⽇⽬】報告  | 

 今⽇の旅程は、東京スカイツリー＆ソラマチ、⽉島もんじゃ焼き体験、国会議事堂⾒学、⽻⽥空港（帰路）です。
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