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2017/02/03 マラソン⼤会を実施しました。  | 

 好天に恵まれ、１・２年⽣が⽇頃の鍛錬の成果を発揮しました。校⻑先⽣の激励のあと2年⽣⼥⼦・男⼦、1年⽣⼥⼦・
タートしました。この中で2年⽣⼥⼦が、10分41秒という歴代最⾼記録を打ち⽴てました。 無事にマラソン⼤会を終了す
きました。

 

10:22 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2017/01/27 全校集会（表彰伝達）を⾏いました。  | 

 ホッケー部、書道部、吹奏楽部、家庭クラブ（ホームプロジェクト）の表彰伝達を⾏いました。

 今回の全校集会が3年⽣が参加する最後の全校集会になりました。
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09:56 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/01/26 3年⽣0学期︕  | 

 1⽉24⽇（⽕）7限⽬の総合的な学習の時間に、2年⽣が進路集会を⾏いました。
 まず学年主任から、⽣活習慣・学習習慣についてお話を頂きました。その後、国・数・英に加えて、模試に新たに加わ
2教科についても、学習⽅法のアドバイスを頂きました。1年後の進路実現に向けて、3年⽣0学期をしっかりと過ごしてい

 

11:31 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/01/25 ⽯鎚⼭の冠雪  | 

 冬のある晴れた朝の⾵景。普通教棟と特別教棟の渡り廊下の４階に上ると、雪に覆われた⽯鎚⼭の姿が美しく⾒られま
れ渡っていないとなかなか⾒られません。写真真ん中あたりの⼭です。本校から東の⽅⾓になります。右⽅向に⾒える⼆
⽫ヶ嶺です。春夏秋冬、伊予⾼校には、たくさんの美しさとの出会いがありますね。

 

12:35 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2017/01/25 ⾃動販売機設置に係る県有財産の貸付けについて  | 
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 ⾃動販売機設置に係る県有財産[愛媛県⽴伊予⾼等学校]の貸付けについて、次のとおり⼀般競争⼊札を⾏いますので、お
す。
 詳しくはここをご覧ください。
 

09:02 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/01/20 気持ち新たに︕  | 

 1⽉17⽇（⽕）７限⽬の総合的な学習の時間に、１年⽣が進路集会を⾏いました。
 まず学年主任から、ご⾃⾝の⾼校時代の経験を踏まえた「学⼒はどれだけ家庭学習に真剣に取り組んだかで決まる」と
ーモアを交えながらして頂きました。

 国数英の先⽣⽅からは、２年⽣に向けての学習の取り組み⽅についてのお話を頂きました。

 ⽣徒たちはアイレックスノートにメモを取りながら、熱⼼に話に⽿を傾けていました。

 

10:51 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2017/01/19 ⼈権・同和教育のホームルーム活動を⾏いました。  | 

 本⽇のホームルーム活動で⼈権・同和教育について学びました。
 1年⽣はいろいろな⼈権問題について、2年⽣は差別解消に向けての戦後の取組についてがテーマでした。あるクラスで
に⽶国の公⺠権運動の先頭に⽴ったキング牧師の演説の原⽂を読むことで、キング牧師の様々な⽴場を乗り越え⼈類が融
とへの思いを深く学ぶ取組をしていました。
 ホームルームで話し合うことを通じて、社会にある差別や⼈権問題に気が付き、⾏動できる⽣徒になってほしいと思い
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19:02 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2017/01/19 祝︕︕ホッケー部 １３度⽬の優勝︕︕  | 

  ホッケーの全国⾼校選抜⼤会四国予選が1⽉14⽇（⼟）、15⽇(⽇)に松前町ホッケー公園で⾏われ、本校ホッケー部が2
の優勝を果たしました。2⽇間ともかなりの寒さの中での試合でしたが、選⼿全員⾜が⽌まることなく、⾛り切れました。
う。ホッケー部の皆さん。全国⼤会では、ベスト4⽬指してがんばってください。全国⼤会は3⽉25⽇(⼟)から岐⾩県で⾏わ

１回戦 伊予 5―0 阿南⼯業
決 勝 伊予 3―0 ⾹川中央

＜ シュートを決める︕︕ ＞

＜ 試合終了後の記念撮影 ＞

 

11:28 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2017/01/19 センター試験終わる︕  | 

 センター試験と⾃⼰採点が終わりました。当⽇は２⽇間とも厳しい寒波に⾒舞われましたが、無事全⼒を出し切ること
た。３年⽣の皆さん、お疲れ様でした。２次試験に向かってますます精進しましょう。合格を祈ります。ところで、セン
は、よく雪が降ります。そして、それもまたよき思い出になるのですよね。

＜ センター試験当⽇の寒いけど熱い指導 ＞
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＜ たくさんの先⽣が激励に来ました ＞

 

11:24 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2017/01/17 １⽉の「IYOの⽇」  | 

平成28年度 １⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. クラスのいい所を14個⾒つけよう︕
2. ⾃転⾞の施錠とヘルメットのあご紐の⻑さを確認しよう︕

 3学期も始まり。現在のクラスメートと過ごす時間もわずかになりました。クラスのいい所を⾒つけて残りの期間をより
いきましょう。
 ところで、⾃転⾞の施錠やヘルメットのあご紐について普段から意識していますか︖盗難や事故にあってからでは取り
せん。IYOの⽇を機会に、意識する習慣をつけましょう︕︕

 

14:11 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2017/01/13 “いよいよ”センター試験  | 

 明⽇からセンター試験が始まります。センター試験に向けての学年集会が⾏われました。校⻑先⽣からは『世界には、
も歩むことのできない唯⼀の道がある。その道はどこに⾏き着くのか、と問うてはならない。ひたすら進め。』というニ
を⽤いて、⾃分の努⼒を信じてひたすら進めという励ましの⾔葉をいただきました。
 その後、進路課⻑から、試験場の下⾒や試験前⽇の注意事項、試験当⽇の注意事項に関する話があり、体育館全体が緊
ました。午後からは明⽇に備えて下⾒です。明⽇、明後⽇はかなり寒くなりそうですが、準備万端、⽇頃の成果を⼤いに
ください。健闘を祈ります︕︕

＜ 校⻑先⽣激励の⾔葉 ＞

＜ 進路課⻑からの諸注意 ＞
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13:23 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2017/01/11 第３学期始業式  | 

 1⽉10⽇(⽕)、第3学期始業式が⾏われました。校⻑先⽣から「1年の計は元旦にあり。物事を新しく始めるための勇気を
い」というお話がありました。さらに「⾚ん坊は右⼿に勇気、左⼿に元気を持って⽣まれてきている。その勇気と元気は
ほど増えていき、使わなければ無くなっていく」ということも話されました。みなさん、始業式を迎えるにあたり、新し
て、不安と戦い挑戦していく勇気を、ぜひ持って今年⼀年を過ごしてください。

 

10:37 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2017/01/07 バスケットボール新⼈⼤会（⼥⼦）（1⽉7⽇･8⽇）会場駐⾞場について  | 

 本校には、正⾯前の道路を挟んで南側に駐⾞スペースがありますが、⼤会役員及び引率者の駐⾞場として使⽤しますの
様の駐⾞場所には限りがあります。できるだけ乗り合わせ⼜は公共の交通機関をご利⽤ください。また、以下の2点を原則
ていただきます。

1. 保護者⾃家⽤⾞の校内乗り⼊れ（送迎での乗り⼊れも不可）
2. 近隣商業施設への駐⾞

 ７⽇（⼟）・８⽇（⽇）は３年⽣の授業及び模試が⾏われております。駐⾞場付近や体育館付近ではお静かにお願いし
 御理解、御協⼒をお願いいたします。
 

10:18 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2017/01/04 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、これからの受験に向けて⼠気を⾼めました。その後も教室
習を進める姿が⾒られました。
 センター試験まであとわずかです。32期⽣の健闘を祈っています。
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08:25 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/12/29 年の瀬クラシックコンサート  | 

 12⽉29⽇(⽊)本校吹奏楽部が、松⼭三越アトリウムコートにて、「年の瀬クラシックコンサート」を⾏いました。午後
回公演でした。全曲クラシックのプログラムで約40分間。買い物客も⾜を⽌め、１階はもちろんのこと、階段も２階も隙
のたくさんのお客さんが、豊かな⾳楽性や美しい⾳⾊に魅了されていました。応援に駆けつけてくれた卒業⽣も演奏に加
した。これも伊予⾼の魅⼒の⼀つですね。なんと、司会を担当してくれた三越の⽅も伊予⾼の卒業⽣でした。吹奏楽部の
間お疲れさまでした。来年も伊予⾼吹奏楽部らしい「⾳楽のたたずまい」を⾝につけるべく、⼀歩⼀歩努⼒してください

観客と⼀体化したアトリウムコート

 

20:51 | 投票する | 投票数(12) | コメ

2016/12/29 過去問を解こう会  | 

 センター試験本番まで、あと16⽇となりました。受験⽣にとっては、年末年始も関係ありません。⼨暇を惜しんで勉強
い込みです。本校では、毎年恒例の過去問を解こう会を実施しています。12⽉中は、時間帯もセンター試験の時間帯その
実施し、実践の勘を磨いています。がんばれ伊予⾼⽣︕来年はきっと「鵬のごと天翔る」であろう雄々しき伊予⾼⽣の姿
ます。健闘を祈る︕︕
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⾃主・⾃律・⾃学の徹底された過去問を解こう会

 

11:51 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/12/28 仕事納め  | 

 本⽇は、仕事納めの⽇です。本年の締めくくりにふさわしく、朝⽇が美しい朝でした。もちろん、年末年始も部活動に
や、センター試験を⽬指して学習に取り組む受験⽣はたくさんいます。年末の⼤掃除に励んでいる部活動もありました。
⼒無し」年末年始も⾃分の⽬標に向かってがんばってほしいものです。来年は⾣年、伊予⾼の象徴である「鵬（おおとり
伊予⾼⽣が⼤きく⽻ばたけますように。

美しい朝⽇と伊予⾼グラウンド

テニスコートの⼤掃除 ⼥⼦テニス部

落ち葉のたまった溝も⼤掃除 男⼦ソフトテニス部

来年に向かってダッシュ︕ ソフトボール部

 

10:25 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/12/26 2016 松前町第九演奏会  | 

 去る12⽉23⽇(⾦)、松前町の住⺠の皆さんがベートーベン作曲の交響曲第９番第４楽章「歓喜の歌」を合唱する年末恒例
奏会」が本校吹奏楽部の演奏とともに⾏われました。今年は、合唱に岡本町⻑さんも参加。新年を迎えるにふさわしい合
⽂化センターに響き渡りました。第九の演奏ももちろんのこと、本校吹奏楽部による第１部（ブラームス、モーツァルト
曲）の演奏会もすばらしく、観客を魅了していました。
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17:03 | 投票する | 投票数(9) | コメ

2016/12/21 昭和南海地震校内研究発表会を開催しました。  | 

 伊予⾼校では、県内各地に⼤きな被害があった南海地震（昭和21年12⽉21⽇）の発⽣から70年⽬を迎える12⽉21⽇に、
記憶を伝承するとともに、⽣徒・教職員の防災意識の⾼揚を図ることを⽬的として、「昭和南海地震校内研究発表会」を
た。
 伊予⾼校では、平成29年度⼊学⽣より、芸術クリエーションコースと地域イノベーションコースの2つのコースを新設し
イノベーションコースでは、地域課題の解決のため、地域住⺠、⾏政、企業との協働による調査研究活動を進め、成果を
ることを⽬指しています。
 地域イノベーションコースでの学習活動を先取りした活動の⼀つとして、本年８⽉から、学校周辺地域における昭和南
した⽅への聞き取り、資料収集、現地踏査による地域調査活動に取り組んでいます。
 12⽉21⽇の校内研究発表会は地歴公⺠教室で⾏われ、約60名の⽣徒・教職員が参加しました。研究内容をまとめた冊⼦
調査研究にあたった1年⽣によるプレゼンテーションのほか、地元松前町在住で昭和南海地震を体験した⽅からお話をうか
できました。発表が終わると会場から質問が相次ぎ、発表者が答えました。発表会の様⼦は、テレビ局や新聞社に取材さ
 70年前の昭和南海地震を伝える新聞記事によれば、本校近辺の地域で4名の⽅が亡くなり、本校⽣が通学する出合橋の近
メートルにわたり⼤きな⻲裂ができたそうです。
 このような調査研究活動を発信し、⾝近な地域で起こった過去の地震被害を学ぶことで、今を⽣きる私たちが防災に真
きっかけになれば幸いです。

 

16:15 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/12/20 「シェイクアウトえひめ」を実施しました。  | 

 12⽉19⽇「シェイクアウトえひめ」を実施しました。突然の地震に、いつでもどこでも対応できる訓練になりました。
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19:52 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/12/19 グループマッチを実施しました。  | 

 天候のため順延になっていたグループマッチを12⽉15⽇に実施しました。寒い中、⽣徒たちは今年度最後のグループマ
とで協⼒し合いながら競技を楽しんでいました。

1年⽣ 男⼦︓ハンドボール、⼥⼦︓ドッジボール

2年⽣ 男⼦:ソフトボール、⼥⼦︓バレーボール

3年⽣ 男⼦︓サッカー、⼥⼦︓バスケットボール
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12:21 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/12/18 平成28年度「えひめ教育の⽇」の⾏事報告  | 

 愛媛県では、県⺠総ぐるみで教育について考え、⾏動する契機となる⽇として「えひめ教育の⽇」（毎年11⽉1⽇）、
⽉間」（毎年11⽉）を制定し、学校や⾏政だけではなく、家庭や地域などが⼀体となって、教育の推進を図ることとして
 今年度、本校では、「えひめ教育⽉間」中の⾏事として、授業公開と「アイレックス⼀⽇講義」を実施しました。
 画⾯左の「えひめ教育⽉間」をクリックしていただくと報告を御覧できますので、御利⽤ください。
 

10:56 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/12/16 デートDV講演会（2年⽣対象）を実施しました。  | 

 12⽉13⽇（⽕）に2年⽣を対象にデートDV講演会がありました。「デートDVって何︖」という演題で松前町⼈権擁護委
先⽣、松⽥雅⼦先⽣にお話をいただきました。映像を⾒ながらデートDVについての4つの観点を考え、⾝近な⼈権問題と
ことができました。

 

10:07 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/12/13 中国訪⽇団来校  | 

 12⽉9⽇(⾦)に、中国の｢蘇州⼯業園区第⼆⾼級中学｣と｢蘇州⼯業園区星海実験中学｣の⽣徒28名が、本校に来校し、1年
業や部活動で学校交流を⾏いました。

＜ お出迎えのいよピー ＞

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joymws6a3-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E3%81%88%E3%81%B2%E3%82%81%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joymws6a3-298#_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=joymws6a3-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E3%81%88%E3%81%B2%E3%82%81%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joupbzjs0-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88DV%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%EF%BC%882%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%AF%BE%E8%B1%A1%EF%BC%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joupbzjs0-298#_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=joupbzjs0-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88DV%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%EF%BC%882%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%AF%BE%E8%B1%A1%EF%BC%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joutd80m5-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A8%AA%E6%97%A5%E5%9B%A3%E6%9D%A5%E6%A0%A1 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joutd80m5-298#_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=joutd80m5-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A8%AA%E6%97%A5%E5%9B%A3%E6%9D%A5%E6%A0%A1'), '_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=123 112/365

＜ 楽しく昼⾷交流 ＞

＜ 吹奏楽部 歓迎演奏 ＞

＜ 書道の授業⾵景 ＞

＜ 英語の授業⾵景 ＞

＜ 部活動（茶道部）＞

＜ 部活動(華道部) ＞
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＜ お⾒送りでの記念撮影 ＞

 

11:16 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2016/12/07 吹部ノート２  | 

 本校吹奏楽部の活動が「吹部ノート２」（KKベストセラーズ）に紹介されました。
 全国の吹奏楽ファンの間で⼤きな話題となった「吹部ノート」創刊号に続いて、待望の第2弾です。書店などで購⼊でき
ひ皆様の蔵書に加えてください。
 「情報や刺激の多い⼤都市の学校や資⾦が潤沢な私⽴⾼校とは異なり、伊予⾼校はごく普通の地⽅の公⽴校」（同紙⽂
す。しかし、だからこそ⼀流の先⽣⽅から得られる確かな情報と、500枚以上におよぶ国内外の演奏家、オーケストラ等の
揃え、常に豊かな響きや素晴らしい⾳楽に憧れをもって活動しようと⼼がけています。また、部活動で⾼みを⽬指しつつ
員たちは勉学との両⽴に努め、国公⽴⼤学や⽬指す私⽴⼤学、⾳楽⼤学への合格を果たしてきました。全国でのメダルの
ろ苦戦しておりますが、何を⼤切にして活動を続けているかは、この「吹部ノート２」が語ってくれます。
 伊予⾼校吹奏楽部は、⼀⼈でも多くの中学⽣の皆さんが⼊学、⼊部してくださるのを⼼待ちにしています。そして⼀⼈
楽ファンの皆様が、私たちの演奏に共感し、応援してくださるようになることを願っています。「伊予吹」をどうぞよろ
たします。

 

15:36 | 投票する | 投票数(11) | コメント

2016/12/05 ある授業の⼀⾵景（国語総合）  | 

 本校では、ICT機器を活⽤したアクティブ・ラーニングが活発に⾏われています。今年度「ICT教育実践校」に指定され
は、理科と数学ですが、わかりやすい授業の実践のために、多くの教科でICT機器が使⽤されています。
 今⽇は、1年5組の｢国語総合｣のY先⽣の授業を参観しました。李⽩の｢静夜思｣の授業でしたが、第1句第2句で、果たして
はどこを⾒ていたのか︖3⼈組でタブレットを使って情景を絵画化していきました。ああでもない、こうでもないと話しな
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に描かれる⽉光と李⽩、地上の霜について議論を重ねる様⼦、それを⾃分の⾔葉で発表する様⼦は、アクティブ・ラーニ
でしたね。あるグループの絵の中で、李⽩が⻲仙⼈になっていたのもご愛敬。とても楽しい授業でした。

 

10:40 | 投票する | 投票数(6) | コメ

2016/12/01 校内研修（アクティブラーニング・ＩＣＴ教育）を実施しました  | 

 11⽉30⽇（⽔）13︓00より本校会議室で、⻑⽥教諭によるアクティブラーニングの意義や⽅法についての研修会が⾏わ
修後、参加者全員が明⽇からの授業で精⼀杯取り組むという気持ちにあふれた様⼦でした。その後、⼦川教諭よりＩＣＴ
進捗状況についての説明があり、全体の流れがよくわかりました。また、杉⼭図書･情報課⻑より電⼦⿊板対応のプロジェ
な機能を紹介され、「是⾮とも授業で使いたい」「各教室に1台はほしい」という声が多くあがりました。

＜以下は研修会の様⼦＞

 

12:01 | 投票する | 投票数(1) | コメ
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2016/11/25 愛媛県⾼等学校総合⽂化祭に参加しました。  | 

 平成28年11⽉18⽇（⾦）〜20⽇（⽇）ひめぎんホール等を会場に第30回愛媛県⾼等学校総合⽂化祭が開催され、本校か
徒が参加しました。

演劇部  19⽇（⼟）〜20⽇（⽇）愛媛県⽣涯学習センター県⺠⼩劇場
 演⽬「⾒えない⽬線」が努⼒賞に選ばれました。
吹奏楽部 20⽇（⽇）ひめぎんホール・メインホール
 プログラム最後の出演｢トリ｣で堂々とした演奏を⾏い、優秀賞に選ばれました。
美術部･書道部  18⽇（⾦）〜20⽇（⽇）ひめぎんホール・真珠の間
 書道部の作品２点が優秀賞に選ばれ、そのうち⼀点は来年度開かれる全国⾼等学校総合⽂化祭への出品に推薦さ

写真部 18⽇（⾦）〜20⽇（⽇）愛媛県美術館新館特別展⽰室
華道部 19⽇（⼟）〜20⽇（⽇）ひめぎんホール２階ロビー

 

10:27 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/11/25 全校集会（表彰伝達・サイクリング体験報告）を⾏いました。  | 

 先⽇⾏われた愛媛県⾼等学校総合⽂化祭において⼊賞した演劇部、吹奏楽部、書道部の表彰伝達がありました。

 11⽉3⽇に⾏われたサイクリング体験を参加した⽣徒からスライドを交えて報告されました。スポーツサイクルに初めて
さや、交通マナーアップの重要性が伝わってくる、とても素敵な報告でした。
 みなさん、ヘルメットをきちんとかぶり、左側⼀列で安全に⾃転⾞ライフを楽しみましょう。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo30wi0e2-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%AD%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo30wi0e2-298#_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=jo30wi0e2-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%AD%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo8ov5pey-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%85%A8%E6%A0%A1%E9%9B%86%E4%BC%9A%EF%BC%88%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%89%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=jo8ov5pey-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=jo8ov5pey-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%85%A8%E6%A0%A1%E9%9B%86%E4%BC%9A%EF%BC%88%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%89%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=123 116/365

 

10:17 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/11/24 おたたさんでGO︕︕  | 

 本校放送・IT部が、「ふるさとCM⼤賞えひめ」への応募作品を製作しています。もちろん、松前町を紹介するCMです
の⼀コマ。楽しい作品ができることを期待するとともに、ぜひ、⼊賞してほしいものですね。(G)

 

11:21 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2016/11/22 祝︕︕50万アクセス︕︕  | 

祝!! 50万アクセス!!
 H26年5⽉にリニューアルされた本校のホームページのアクセス数が、11⽉22⽇（⽕）に、50万アクセスに達しました。
アクセス数の増加は、特筆すべきものがあります。これも本校に興味・関⼼を持っていただいている閲覧者の皆様のおか
がとうございました。
 今後とも、楽しく、役に⽴つ“伊予の国のIYOKO”ホームページを作成し続け、情報発信していきたいと思います。これか
くお願いいたします。

 

14:34 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2016/11/22 ゆるキャラ秋の陣  | 
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 11⽉5、6⽇に開かれた｢ゆるキャラグランプリ 2016 in 愛顔のえひめ｣に出場した｢伊予の国のいよピー｣が、愛媛新聞に
ましたので、報告します。応援ありがとうございました。

「ワイドえひめ｢ゆるキャラ秋の陣｣」2016年11⽉8⽇付愛
掲載許可番号︓G20171201

 

09:39 | 投票する | 投票数(6) | コメ

2016/11/21 祝︕︕努⼒賞︕演劇部（⾼⽂祭）  | 

 11⽉19⽇（⼟）に、愛媛県⽣涯学習センター「県⺠⼩劇場」にて、演劇部⾨の上演会が開催されました。本校は4番⽬の
たが、篠原こうめ・伊東有希作の｢⾒えない⽬線｣を上演し、好評を博しました。結果は第4位に相当する｢努⼒賞｣を受賞。
努⼒の成果が表れました。
 さて、｢⾒えない⽬線｣は、友⼈同⼠の⼼と体が⼊れ替わることから起きる事件を背景としています。昔なら｢転校⽣｣。
は。｣でしょうか。⼈はみな他⼈のことを「⾃分の⽬線」で⾒ています。そうして他⼈を⾃分なりに判断、評価するのです
⼼が他⼈と⼊れ替わることにより、｢他⼈の⽬線｣が⾃分の中にできあがるのです。その⽬線こそが｢⾒えない⽬線｣です。
なかった他⼈の⼼を理解できるようになるのが｢⾒えない⽬線｣。⾔い換えるとそれは｢思いやりの⼼｣です。他⼈の役を⽬
とで｢⾒えない⽬線｣を獲得していくまさに演劇そのもののテーマすら体現したすばらしいお芝居でした。（G）

 

15:58 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/11/16 本校が定める「出願資格の詳細」を掲載しました。  | 

 「⼊試情報」のページに平成29年度 推薦⼊学者選抜に係る本校が定める「出願資格の詳細」を掲載しましたので、ご
 

11:53 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/11/14 11⽉の「IYOの⽇」  | 

平成28年度 11⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 声を1.4倍⼤きくしてあいさつしよう︕
2. ヘルメットのあご紐をきっちりと締めよう︕

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=2259
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo2jymcxn-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E7%A5%9D%EF%BC%81%EF%BC%81%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E8%B3%9E%EF%BC%81%E6%BC%94%E5%8A%87%E9%83%A8%EF%BC%88%E9%AB%98%E6%96%87%E7%A5%AD%EF%BC%89 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo2jymcxn-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=jo2jymcxn-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E7%A5%9D%EF%BC%81%EF%BC%81%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E8%B3%9E%EF%BC%81%E6%BC%94%E5%8A%87%E9%83%A8%EF%BC%88%E9%AB%98%E6%96%87%E7%A5%AD%EF%BC%89'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo3d8z7cd-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%9C%AC%E6%A0%A1%E3%81%8C%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%87%BA%E9%A1%98%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo3d8z7cd-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=jo3d8z7cd-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%9C%AC%E6%A0%A1%E3%81%8C%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%87%BA%E9%A1%98%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=28
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jonnbrz0c-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('11%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%80%8CIYO%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%80%8D https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jonnbrz0c-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=jonnbrz0c-298')+'&t='+encodeURIComponent('11%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%80%8CIYO%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%80%8D'), '_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=123 118/365

 最近授業の前後の挨拶や、朝の挨拶の元気がないように感じます。⼈間なのでしんどい⽇もあるでしょう、けれどそん
だけ⼤きな声を出してみませんか︖何かが変わるかもしれません。また、前回ヘルメットのあご紐を交通委員にチェック
したが、また緩んできている⼈が⾒られます。ヘルメットのあご紐を再度チェックしますので皆で締めよう︕

 

12:43 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/11/11 ゆるキャラグランプリ2016 in 愛顔のえひめ  | 

 11⽉5⽇（⼟）6⽇（⽇）の2⽇間、松⼭市堀之内の城⼭公園で「ゆるキャラグランプリ2016 in 愛顔（えがお）のえひめ
ました。もちろん伊予⾼校のイメージキャラクター｢いよピー｣も参加。⻑浜⾼校の「つらいニャン」と松⼭⻄中等教育学
ピー」と並んで、投票を呼びかけました。
 ゆるキャラには珍しい美しい⻘⾊のいよピーは、写真撮影も⼤⼈気。｢幸せの⻘いおおとり｣は縁起もいいようです。愛
レビも注⽬キャラクターとして取り上げ、取材してくれました。
 応援してくれた皆さん、ありがとうございました。これからもいよピーは、｢伊予の国の伊予⾼校｣のイメージアップに
きます。

＜アピールタイム＞

＜⽣徒会役員といよピー＞

＜ウェッピーといよピー＞

＜ダークみきゃんといよピー＞
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＜くまもんといよピー＞

 

10:20 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2016/11/06 公開授業（アクティブ･ラーニング、ICT）  | 

 アクティブ･ラーニング推進拠点校および県⽴学校ICT教育推進事業の公開授業を実施しました。
 国語、保健体育、芸術、家庭科はアクティブ･ラーニング公開授業、数学はアクティブ･ラーニング及びICT公開授業を⾏
多くの⽅々に御来校いただき、参観していただきました。

 

08:27 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/11/04 【総合的な学習の時間】出張講義  | 

東レ出張講義「⽔問題を解決するための⽔処理技術を体験しよう」
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 2年理系⽣徒を対象に、東レ株式会社 松前⼯場から講師の⽅をお招きして、世界各地で活⽤されている⽔処理技術につ
した。

 講義後、実際に使⽤されている器具を⽤いた実験では、⻘⾊で着⾊された⾊⽔が⾒事に真⽔に変わっていく様⼦を観察
きました。地元で活躍されている企業の⽅の貴重なお話を伺うとともに、最先端の技術を体験する良い機会となりました
 

14:04 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/27 性教育講演会を⾏いました。  | 

 3年⽣を対象に、愛媛県⽴医療技術⼤学保健衛⽣学部教授で産婦⼈科医師の草薙康城先⽣を講師にお迎えし、「あなたと
好きな⼈のからだは誰が守る 〜性感染症〜」という演題で、講演会を⾏いました。
 ヒトの受精の仕組みから、⼀⼈⼀⼈は選ばれてきた特別な存在であるということ、出産の様⼦から、⼀⼈⼀⼈が祝福さ
きた存在であるということを教えていただきました。また、主な性感染症やその予防について教えていただきました。
 ⽣徒たちも真剣に先⽣の話を聞いていました。

 
 

19:46 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/26 平成28年度3回⽬の防災避難訓練を実施しました。  | 

 10⽉25⽇に、災害時に各⾃が安全に⾏動できるようにし、⽣命の⼤切さを⾃覚させるとともに、防災体制への理解と防
を図る⽬的で、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って避難しました。
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