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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。多くの思い出のつまった楽しい旅⾏でした。休⽇で疲れを取り来週
ましょう。
 

19:01 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/05/20 【修学旅⾏・北海道班・３⽇⽬】報告  | 

 今⽇の旅程は、朝⾥岳「雪⾒体験」、⼩樽・札幌班別研修、札幌ファクトリー＆⼤倉⼭夜景⾒学です。

 ⼤きな問題もなく修学旅⾏第３⽇⽬を終えました。
 

08:27 | 投票する | 投票数(9) | コメント

2017/05/20 【修学旅⾏・関東班・３⽇⽬】報告  | 

 今⽇の旅程は、東京ディズニーリゾートです。
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 ⼤きな問題もなく修学旅⾏第３⽇⽬を終えました。
 

08:21 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/05/19 【修学旅⾏・北海道班・２⽇⽬】報告  | 

 今⽇の旅程は、ラフティング体験、⽩い恋⼈パーク⼯場⾒学です。

 ⼤きな問題もなく修学旅⾏第２⽇⽬を終えました。
 

08:02 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2017/05/19 【修学旅⾏・関東班・２⽇⽬】報告  | 

 今⽇の旅程は、都内班別⾃主研修とプロ野球観戦、ルミネtheよしもと、劇団四季の観劇です。
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 ⼤きな問題もなく修学旅⾏第２⽇⽬を終えました。
 

07:59 | 投票する | 投票数(10) | コメント

2017/05/18 【3年⽣】遠⾜  | 

 好天にも恵まれ、午前中は伊予市の五⾊浜海岸に⾏きました。中間考査も終わり、⼤いにリフレッシュできました。

 午後は東温市の坊っちゃん劇場において、⼦規と漱⽯が⼀緒に愚陀佛庵で過ごした52⽇間を題材にしたミュージカル「
劇しました。

 

17:54 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/05/18 【修学旅⾏・台湾班・3⽇⽬】報告  | 

 台湾旅⾏3⽇⽬です。
 今⽇は衛兵交代式、故宮博物院を⾒学した後、楽しみにしていたB & S プログラムでした。
 班ごとに台湾の⼤学⽣が1⼈ついてくれて⾏きたい所へ案内してくれました。
 今回の⼤学⽣はなんと全員⼥⼦⼤⽣。特に男の⼦たちはドキドキでしたが、街から帰ってきた⽣徒たちはみんな満⾜そ
ていました。

 

08:35 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/05/17 【修学旅⾏・関東班・１⽇⽬】報告  | 
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 ⼤きな問題もなく修学旅⾏第１⽇⽬を終えました。

 笑顔でいる⽣徒の姿を⾒ていると、⼀⽇の充実ぶりがうかがえます。
 

21:41 | 投票する | 投票数(10) | コメント

2017/05/17 【修学旅⾏・北海道班・１⽇⽬】報告  | 

 北海道班、無事到着しました。
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 旭⼭動物園→パッチワークの丘と順調に⾏程をこなしました。

 ⼤きな問題もなく修学旅⾏１⽇⽬を終えました。
 

21:16 | 投票する | 投票数(9) | コメント

2017/05/17 【修学旅⾏・台湾班・2⽇⽬】報告  | 

 修学旅⾏台湾版は2⽇⽬突⼊です。
 今⽇はタイトなスケジュール。
 まずはあいにくの⾬の中でしたが野柳地質公園で様々な岩を観察。

 その後、千と千尋の神隠しの舞台にもなった九份へ移動。
 レトロな雰囲気を味わいました。
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 レストランで昼⾷。⽇本⼈の味覚にもあった美味しいお料理でした。

 そして本⽇のメインイベント武陵⾼級中学との交流へ。

 代表の⽣徒さんが流暢な⽇本語で挨拶をしてくださいました。

 両校の教頭先⽣が記念品を交換。

 両校の⽣徒が出し物をしましたが、伊予⾼⽣が準備をした「恋ダンス」は台湾でも⼤⼈気のようで、武陵⾼級中学の⽣
で⼀緒に楽しく踊ってくれました。
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 台湾の伝統的な楽器を体験しました。

 これは武陵⾼校の⽣徒さんが⽤意した⼈狼ゲームをしている様⼦。思い出に残る楽しい交流会となりました。

 

18:15 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/05/17 今年度のシラバスを掲載しました。  | 

 今年度のシラバスを掲載しましたので、ご覧ください。
 ここをクリックしてください。
 

18:12 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/05/17 【修学旅⾏・台湾班・1⽇⽬】報告  | 

 上海空港では乗り継ぎの時間が少なくてバタバタしましたが、本校⽣徒の移動はスムーズに⾏きました。

 台湾の空港に到着しました。これから2階建バスに乗ってホテルに向かいます。
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 ホテルに着いて広東料理を⾷べました。ビックリするほど品数も量も多くて⾷べきれないほどでした。でも美味しくて

 

12:15 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2017/05/15 修学旅⾏結団式が⾏われました。  | 

 5⽉12⽇（⾦）に、修学旅⾏結団式（第2学年）が⾏われました。結団式では学年主任他から、お話をいただきました。
で旅程の確認等を⾏いました。台湾班は15⽇、関東班・北海道班は17⽇に出発です。

 

10:08 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2017/05/11 PTA総会、おおとり会総会が⾏われました。  | 

 5⽉8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、学年別説明会、制服のリユース販売も
さんの保護者の⽅々が参加してくださいました。
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12:22 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/05/08 教育課程のページを更新しました。  | 

 教育課程のページを今年度のものに更新しましたので、ご覧ください。
 また、Q&Aのページの「⾮常変災時の登校について」も⼀部改訂いたしましたので、お知らせいたします。
 

10:57 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/04/28 平成２９年度 年間⾏事予定について  | 

 年間⾏事予定のページを追加したことをお知らせします。
 

19:04 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/04/27 第1回防災避難訓練が実施されました  | 

 4⽉27⽇8時30分より、第1回防災避難訓練を⾏いました。
 地震が発⽣し、その後に⽕災が発⽣するという設定の訓練です。速やかに⽣徒は机の下に潜るなど⾏動に移りました。

 ⽕災発⽣の放送後は、速やかに校庭に避難しました。
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 校庭では点呼を取ってクラスの仲間を確認します。

 いざという時、安全で迅速な⾏動の仕⽅と⽣命の⼤切さを⾃覚する訓練になりました。
 

14:10 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/04/25 えひめ国体ＰＲ横断幕披露  | 

 本校書道部3年⽣が制作した、えひめ国体PR・歓迎⽤横断幕が完成し4⽉23⽇（⽇）松前町の「義農祭」で、披露されま
町内のホッケー、ライフル射撃、ボクシングそれぞれの競技会場に設置されていますのでぜひご覧ください。

 

15:21 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2017/04/20 ４⽉１４⽇ ⾝体計測・健康診断及び新体⼒テストを⾏いました。  | 

 4⽉14⽇に⾝体計測等を⾏いました。⼀年間の成⻑にみんな⼀喜⼀憂しながら、50m⾛や⾝⻑・体重測定などをしました
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07:32 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/04/20 ４⽉１４⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 4⽉14⽇は「IYOの⽇」です。毎⽉14⽇はIYOの⽇。学校全体で⾏動⽬標を実践していきます。今⽉の⽬標は「いつも以
を意識し、新しい学年・クラスで交流を深めましょう。」です。また、この⽇は教職員が正⾨や通⽤⾨に⽴ち、⽣徒と朝
しました。

 

07:30 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/04/18 えひめ国体ＰＲ横断幕完成  | 

 松前町より依頼され本校書道部3年⽣が制作した、えひめ国体PR・歓迎⽤横断幕がまもなく完成し設置されます。4⽉2
時から松前町「義農祭」で、国体PRイベントとしてお披露⽬される予定です。その後、ホッケーの横断幕は松前町ホッケ
フル射撃は愛媛県警察学校、ボクシングは松前公園の3ヶ所に設置されますのでぜひご覧ください。
 

12:52 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/04/15 学校評価報告のページを更新しました  | 

 学校評価報告のページを更新しましたので、お知らせします。
 

15:32 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/04/13 全校集会（教育相談について）  | 

 4⽉13⽇（⽊）の全校集会は、「教育相談について」の話がありました。
 まず初めに、スクールライフアドバイザーの五百⽵洋⼦先⽣の紹介がありました。五百⽵先⽣は、教育相談室で気軽に
談に応じてくれます。⼼にしんどさを感じたら気軽に相談してみて下さい。
 伊予⾼ホームページの「教育相談」のコーナーにも来校⽇や活動について紹介がありますので⾒て下さい。
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 引き続き教育相談課⻑の⼭崎先⽣からの話がありました。⼭崎先⽣は「IYOピア・サポート活動」について説明されまし

 ⽣徒による⼨劇後、⽣徒同⼠の相談や励ましについてや、同輩だからこそできる⽀援や援助について話されました。

 

10:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/04/12 ⾃転⾞点検・交通安全指導を⾏いました。  | 

 グラウンドで⾃転⾞点検および交通安全指導を⾏いました。

 年度初めの交通安全指導では、交通ルールを守り、命を守ることの⼤切さについて再確認しました。また、⾃転⾞のヘ
⽤の確認を⾃転⾞通学⽣全員でしました。
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 ⾃転⾞点検は教員と⽣徒が互いに確認し合いながら⾏いました。

 

11:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/04/11 対⾯式を⾏いました。  | 

 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。

 この後、⽣徒宣⾔・教員宣⾔がありました。
 ⽣徒宣⾔とは、この1年、本校⽣徒としての⾏動の規範、⽬標とするものです。
 本年度は以下のようになっています。

1. 勉強・部活動に全⼒で取り組み、⽂武⼆道を⽬指します。
2. 規律ある学校⽣活を送り、無遅刻・無⽋席を⽬指します。
3. 爽やかな挨拶、⾝だしなみで気持ちのよい学校⽣活を送ります。
4. 学校⾏事を仲間と共に楽しみ、絆を深めます。
5. ヘルメットを正しく着⽤し、⾃転⾞の施錠率を100%にします。

 ⽣徒の代表が宣⾔とその趣旨を述べました。

 続いて教員宣⾔を⾏いました。本校では、毎年、本校のマニフェストと⽣徒の努⼒⽬標を「宣⾔」という形で⽣徒に伝
 この後、1年⽣はオリエンテーションが⾏われました。
 

11:00 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/04/10 新任式・始業式・第35回⼊学式を挙⾏しました。  | 

 平成29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。明⽇から２、３年⽣は早速、
す。
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新任の先⽣の紹介

 午後からは⼊学⽣を迎えて第35回⼊学式を13:30から本校体育館で挙⾏しました。

本校校⻑による⼊学許可

新⼊⽣代表が伊予⾼校での決意を述べる。

 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。
 

16:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/04/07 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10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）
08︓50〜09︓05 清掃(旧分担）
09︓20〜09︓55 新任式 始業式 ホームルーム担任等発表
10︓05〜10︓55 ホームルーム活動
※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＞

12︓30〜12︓50 新⼊⽣登校 ホームルーム確認後、武道場で整列
（12︓30〜13︓20 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11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)
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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12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＞

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＞

09︓55〜10︓45 1・2組︓図書館ガイダンス、3〜8組︓授業
10︓55〜11︓45 1・2組・5〜8組︓授業、3・4組︓図書館ガイダンス
11︓55〜12︓45 1〜4組・7・8組︓授業、5・6組︓図書館ガイダンス
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

 

10:30 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/04/03 証明書の発⾏のページを更新しました。  | 

「事務室から」の証明書の発⾏のページを更新しましたので、お知らせします。
 

09:00 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/03/29 離任式を⾏いました。  | 

 12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、離任される先⽣⽅からあいさつをいた

 ⽣徒会⻑から送別の⾔葉がありました。
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 吹奏楽部の演奏のあと、在校⽣および卒業⽣、教職員が校歌を歌いました。
 離任される先⽣⽅、いままでありがとうございました。また、これからの御活躍を御祈念申し上げます。
 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。
 

17:32 | 投票する | 投票数(5

2017/03/23 合格者説明会を⾏いました。  | 

 合格者説明会を⾏いました。
 校⻑挨拶の後、各課より連絡、学⽤品販売がありました。

 

15:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/03/17 壮⾏会、表彰伝達、終業式を⾏いました。  | 

 全国⾼等学校選抜ホッケー⼤会に参加するホッケー部の壮⾏会を⾏いました。

 表彰伝達では書道部の⽣徒が表彰されました。そのあと、漢字テスト優秀賞、図書奨励賞、1カ年皆勤者の表彰がありま

 終業式では、校⻑先⽣から今年度最後の式辞がありました。

 

17:06 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/03/17 ＩＣＴ教育フェスタに参加しました  | 

 3⽉14⽇（⽕）に愛媛県庁で開催された「第2回ICT教育フェスタ」に参加しました。
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 アイディア次第で授業はどんどん⾯⽩くしていけるんだと感じました。

 

17:03 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2017/03/14 3⽉の「IYOの⽇」  | 

平成28年度 3⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標

1. 5分前登校指導者0を⽬指そう︕
2. ヘルメットのあご紐を再チェックし、締めなおそう︕

 あと数週間で今年度も終わり、皆さんは新しい学年を迎えます。今年度を振り返ってどうだったでしょうか。当たり前
り前にできたでしょうか。今年度最後のIYOの⽇の⽬標は過去にも⽬標になったものです。5分前登校指導を受けなくても
登校している⼈がとても多いです。事故が起こってからでは遅いのです。余裕を持って登校しましょう。ヘルメットのあ
も同様です。皆さんにとっては⼩さなことかもしれませんが、確実に締めて最後のIYOの⽇を締めくくりましょう。

 

17:46 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2017/03/13 全校集会（各種委員会報告）を⾏いました。  | 

 3⽉10⽇に各種委員会報告がありました。今年度を振り返っての様々な活動の報告がありました。委員会の皆さんありが
ました。
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10:32 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/03/07 クラスマッチを実施しました。  | 

 クラスマッチで１年はサッカー(男⼦)、バレーボール(⼥⼦)、2年はハンドボール(男⼦)、バスケットボール(⼥⼦)でクラ
いました。
 天気にも恵まれクラスがまとまってプレーをできました。

 

10:24 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2017/03/06 2年⽣進路講演会  | 

 3⽉2⽇（⽊）7限⽬の総合的な学習の時間に講師の⽅をお招きし、志望理由書の書き⽅について講演していただきました

 講演内容を元に、「志望動機」・「⽬標を⾒つけたきっかけ」・「将来像」・「志望校の特徴と⾃分の⽬標」の4つの要
て、実際に記⼊しました。3年⽣になったときの⾃分、卒業後、そして10年後、20年後の⾃分をイメージしながら、志望理
をすることができました。
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17:06 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/03/06 第32回卒業式動画  | 

 去る3⽉1⽇に⾏われた第32回卒業式の様⼦を、愛媛新聞社が取材してくれました。3⽉2⽇付の新聞を読んだ⽅も多いと
愛媛新聞では動画も配信してくれています。下記のリンク先から動画を⾒ることが出来ます。皆さん、ぜひアクセスして
 こちらからどうぞ
 

08:03 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2017/03/01 平成28年度 第32回卒業証書授与式を挙⾏しました。  | 

 本⽇は、多くの来賓や保護者の⽅々が本校の卒業証書授与式に出席してくださいました。299名が無事に卒業することが
た。これも、保護者の⽅々、地域の⽅々をはじめとする多くの⽅々のおかげです。今後とも、伊予⾼等学校をよろしくお

卒業⽣⼊場後、全員が歌う｢伊予⾼賛歌｣

卒業証書授与式の様⼦

 

15:47 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/02/27 歌唱指導  | 

 考査終了後、1・2年⽣は体育館で⾳楽の⻑⾕川教諭の指導の下で、卒業式で歌う第九などの練習をしました。3年⽣を盛
す準備が着々と整いつつあります。
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09:04 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/02/20 地域イノベーションコースに係る研修会  | 

 2⽉17⽇（⾦）15︓45〜16︓45、岐⾩県⽴可児⾼等学校の浦崎太郎先⽣を迎え、『地域イノベーションコースの⾶躍性
かれた教育課程の具現化を通して〜』という演題で講演を頂きました。来年度から本校で取り組む、地域イノベーション
ての⼤きな⽰唆を頂き、研修会に参加した職員⼀同感銘を受けています。⽣徒と共によりよい社会づくりを⽬指そうとい
ふれています。

 

09:08 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2017/02/14 ２⽉の「IYOの⽇」  | 

平成28年度 2⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 漢字テストで満点を⽬指そう︕
2. 交通安全テストに挑戦し、交通意識を⾼めよう︕︕

 今⽉のIYOの⽇は、今年度最後の漢字テストです。今までの漢字テストの結果はどうでしたか︖過去の結果は変えられま
かりと勉強して有終の美を飾りましょう。⽬指せ全員満点︕
 また、皆さんは交通ルールをきちんと守っていますか︖⾃分が正しいと思っていても、実は法令違反を犯している場合
交通安全テストを通して正しいルールを理解し⼀⼈⼀⼈が必ず守りましょう。

 

11:10 | 投票する | 投票数(0) | コメント
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