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 伊予消防署から消防⼠の⽅が来られて、避難の講評がありました。その後、学年ごとに分かれて体験活動をしました。
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。

 

17:45 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/10/21 バスケットボール愛媛県⼤会（⼥⼦）会場の駐⾞場について  | 

 本校には、正⾨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
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

 22⽇（⼟）・23⽇（⽇）は補習や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願います。
 御理解、御協⼒をお願いいたします。
 

18:14 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/10/21 全校集会（吹奏楽部壮⾏会）を⾏いました。  | 

 平成28年度第64回全⽇本吹奏楽コンクール全国⼤会に参加する吹奏楽部の壮⾏会を⾏いました。
 校⻑先⽣、⽣徒会⻑より激励の⾔葉がありました。全校応援で吹奏楽部の健闘を祈りました。
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18:03 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/10/19 平成29年度新２年⽣類型選択及び教育課程説明会を実施しました。  | 

 1年⽣および保護者対象に類型選択及び教育課程説明会を実施しました。教務課⻑、進路課⻑、各教科主任から類型や科
育課程についての説明を⾏いました。

 

16:52 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/10/17 １０⽉の「IYOの⽇」  | 

平成28年度10⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 8時14分までに登校しよう︕
2. 今⼀度、⾃転⾞の装備を点検しよう︕

 様々なことに対して余裕を持って⾏動できていますか︖ 5分前登校指導をしていると、ギリギリになって慌てて登校し
をよく⾒かけます。急いで登校すると交通事故に繋がりかねません。余裕を持って8時14分には学校に来ましょう︕また、
⾃転⾞に乗っている⽣徒も⾒かけます。ライト、空気圧、ベル、鍵などが万全の状態であるか今⼀度点検しましょう。毎
です。⼤切にしよう︕

 

10:21 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/14 渡り廊下の通⾏禁⽌措置の解除について  | 

平成
 
 保護者各位
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愛媛県⽴伊予⾼等学校⻑

 
渡り廊下の通⾏禁⽌措置の解除について（お知らせ）

 
 秋冷の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、平素より本校の教育
別の御理解・御協⼒を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、先⽇より御⼼配をおかけしている、本館・普通教棟・特別教棟間の渡り廊下の天井部分の材料に含有されている
ストにつきまして、その⾶散の状況について専⾨調査機関に調査分析を依頼し、本⽇10⽉14⽇に結果が判明しました。
 校内10カ所で⾏いました調査では、いずれの箇所におきましてもアスベスト⾶散の状況は確認できず、渡り廊下の使⽤
ことが判明しました。
 この調査結果から、⽣徒の安全は確保されているものと判断されますので、ロープなどで通⾏⽌めをしていた渡り廊下
することといたしました。
 なお、現在、各渡り廊下のはく離箇所は、テープで覆い安全を確保しておりますが、さらに慎重を期すための安全対策
りますとともに、適切な管理に努めてまいりますので、なにとぞ御理解・御協⼒を賜りますようお願い申し上げます。
 

17:03 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/14 ⾮⾏防⽌教室が実施されました。  | 

 愛媛県警察本部 少年課 「フィルタリングマン」を講師に迎えて、「インターネットに潜む危険性とその対策につい
お話をしていただきました。⾝近で便利なネットですが、使い⽅を誤ると、被害者にも加害者にもなることを丁寧に解説
ました。社会規範を守ることの⼤切さや、規範意識を⾼め、正義感や⾃⼰抑制⼒を養う良い機会になりました。

 

13:53 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/14 全校集会（交通安全について）を⾏いました。  | 

 ⽣活指導課⻑より、交通安全についての講話がありました。また、先⽇⽣徒全員に配布された松前町交通事故危険箇所
ての説明がありました。

 

13:48 | 投票する | 投票数(1) | コメント
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2016/10/13 【厚⽣課】平成28年度奨学⾦案内について  | 

 本校のホームページ左側に奨学⾦案内の項⽬を作りました。平成28年度の奨学⾦の案内の⼀覧を在学中に受けられるも
に受けられるものに分けてPDF形式にしております。ご活⽤ください。
 

14:50 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/12 平成29年度新3年⽣類型・科⽬選択説明会を実施しました。  | 

 2年⽣および保護者対象に類型・科⽬選択説明会を実施しました。進路課⻑、教務課⻑、各教科主任から類型や科⽬選択
説明を⾏いました。

 

17:59 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/10/11 渡り廊下の通⾏禁⽌措置について  | 

平成
 
 保護者各位
 

愛媛県⽴伊予⾼等学校⻑
 

渡り廊下の通⾏禁⽌措置について（お願い）
 
 清秋のみぎり、保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、平素より本校の
し格別の御理解・御協⼒を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、本校の本館・普通教棟・特別教棟間の1、2、3階の12本の渡り廊下の天井部分に、はく離箇所が⾒られ、その天井
に微量のアスベストが含有されていることが調査の結果判明いたしました。この調査を⾏った業者の話によると、今回の
レベル3ということで、レベル3とは、通常の使⽤状態では⾶散する可能性は極めて低いとされています。
 このことを受けて、早急に現状を再確認するとともに、⽣徒の安全を期するため、当⾯の間、該当する渡り廊下の使⽤
とといたしました。
 なお、現在、各渡り廊下のはく離箇所は、テープで覆い安全を確保しており、今後は、県教育委員会等関係部局と相談
かつ適切に対応してまいりたいと考えております。
 これからも、⽣徒が安全・安⼼な学校⽣活を送ることができるよう、環境整備に努めてまいりますので、なにとぞ御理
賜りますようお願い申し上げます。
 

15:51 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/10/11 来年度より新しいコースを導⼊します。  | 

 本校は来年度⼊学⽣より、従来の類型の中に、「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
設いたします。
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10:28 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/10/06 発信︕⾼校⽣記者  | 

 ⾼校⽣が２０１７年えひめ国体・えひめ⼤会を盛り上げるために取り組む愛媛新聞の国体新聞づくりに本校⽣徒も参加
すでにいくつかの本校⽣徒の記事が紙⾯を飾っています。
 本校のWebSiteよりリンクを張りましたので、ご覧ください。
 

18:31 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/10/05 ⼈権・同和教育研修会を実施しました。  | 

 今回の研修は愛媛県特別⽀援学校のセンター的機能充実事業（外部専⾨家の活⽤）の⼀環で、松⼭東雲⼥⼦⼤学⼼理⼦
橋圭三先⽣をお迎えして、「⾼等学校における合理的配慮とは〜発達障害の理解と⽀援〜」についてお話をいただきまし
 合理的配慮についてや、発達障害について、具体的な例や簡単な実験をとおして学ぶことができました。今後、学んだ
いきます。

 

14:16 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/10/05 情報セキュリティの研修を実施しました。  | 

 情報セキュリティについての研修を実施しました。情報セキュリティの重要性について改めて学校全体で共有し、具体
に取り組むか確認しました。

 

14:15 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/09/30 ⾃転⾞安全利⽤教室を開催しました。  | 

 9⽉29⽇に、愛媛県警察本部交通企画課より古⾕剛先⽣、伊予警察署交通課より⽯丸浩⼦先⽣を講師にお迎えして⾃転⾞
室を開催しました。本⽇は⾬天のため体育館での実施となりました。
 ⾃転⾞安全利⽤講話として、交通事故の発⽣状況や、⾃転⾞の安全利⽤、刑事･⺠事上の責任、ヘルメットの重要性につ
りました。
 ⾃転⾞実技指導として、シミュレーターを利⽤して⾃転⾞の法規⾛⾏を交通委員が実演しました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jowdsqpa9-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E7%99%BA%E4%BF%A1%EF%BC%81%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%94%9F%E8%A8%98%E8%80%85 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jowdsqpa9-298#_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=jowdsqpa9-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E7%99%BA%E4%BF%A1%EF%BC%81%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%94%9F%E8%A8%98%E8%80%85'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joyxyol71-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%BB%E5%90%8C%E5%92%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%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=joyxyol71-298#_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=joyxyol71-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%BB%E5%90%8C%E5%92%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%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=joy5c2vux-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E7%A0%94%E4%BF%AE%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=joy5c2vux-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=joy5c2vux-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E7%A0%94%E4%BF%AE%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=jozdi2zhp-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%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=jozdi2zhp-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=jozdi2zhp-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%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=123 126/365

 今回の教室を通じて、安全に配慮した⾃転⾞の利⽤の重要性が改めて実感できました。本校ではこれからも、安全な⾃
進めていきます。
 

10:28 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/09/29 全校集会（ホッケー部壮⾏会）を⾏いました。  | 

 岩⼿国体に出場するホッケー部の壮⾏会を⾏いました。校⻑先⽣、⽣徒会⻑から激励の⾔葉をいただきました。そのあ
中⼼になって全校応援をしました。
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 初戦は地元岩⼿県と対戦しますが、普段の実⼒を発揮することを祈念します。
 

14:03 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/09/26 「おたたさんで交通茶屋」に参加しました。  | 

 9⽉24⽇、松前町のショッピングモールにおいて「第8回おたたさんで交通茶屋」が催されて、本校から交通安全委員、
演劇部、放送・IT部が参加しました、
 演劇部が⾃転⾞⽤のヘルメット装着の啓発劇をし、交通安全委員と⽂芸新聞部でヘルメットの装着や松前町で⾏われる
連の紹介など盛りだくさんの活動をしました。また、おたたさんに扮した⽣徒が交通安全やえひめ国体の紹介グッズなど
配布しました。

 

15:40 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/09/23 ⽂化祭を⾏いました。  | 

 台⾵16号の影響で、⽂化祭当⽇に準備をし、予定よりも遅い開催なりましたが、盛⼤な⽂化祭を開催しました。⽂化部
選択⽣による合唱など、新しい試みも加わり充実した発表となりました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=job70yvxn-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%A7%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%8C%B6%E5%B1%8B%E3%80%8D%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=job70yvxn-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=job70yvxn-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%A7%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%8C%B6%E5%B1%8B%E3%80%8D%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=jo29a09bk-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%AD%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=jo29a09bk-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=jo29a09bk-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%AD%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=123 128/365

 ご来校していただいたみなさん、いかがでしたでしょうか。今後も伊予⾼等学校をよろしくお願いします。
 
 バザーなどの準備や運営をしてくださったPTAのみなさん、ありがとうございました。また、⽣徒の皆さんも厳しい状況
備、展⽰などお疲れ様でした。
 

16:03 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2016/09/20 ２１⽇（⽔）の⽂化祭について  | 

⽇程
  ８:２５〜  ８:３５ ＳＨＲ（⾃教室にて）
  ８:４０〜１０:４５ ⽂化祭準備
１０:５５〜１１:０５ 開会⾏事
１１:１０〜１２:５０ ⽂化部発表

１１:１０〜１１:４０ 吹奏楽部・1,2年⽣⾳楽選択⽣による合唱
１１:４５〜１２:１５ 演劇部
１２:２０〜１２:５０ 放送・ＩＴ部

１２:５５〜１６:１５ ⾃由観覧（展⽰・催し物）
１５:４５〜   いいよ 伊予⾼ フェスティバル︕︕(体育館)

１６:２５〜１６:３５ 閉会⾏事(体育館)・点呼
１６:４０〜    ⽚付け

お願い
本⽇２０⽇（⽕）は、⽂化祭の準備はありません。⽣徒は警報が解除されても準備のための登校はしないでくださ
保護者の⽅々へご連絡いたします。駐⾞場準備の都合上、お⾞でのご来校は１０時以降の時間帯でお願いいたしま
バザー券を忘れずに持参してください。券がないと品物と交換できませんので注意してください。

 

12:58 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/09/19 台⾵１６号に伴う20⽇（⽕）の⽇程について  | 

 台⾵１６号が愛媛県に接近しています。
 そこで、⽇程等について連絡します。 

明⽇（２０⽇（⽕））は、⽔曜⽇の３限⽬から６限⽬の時間割の授業と⽂化祭準備です。
登校時において、「中予地⽅」に「暴⾵警報」が発表された場合、⾃宅で待機し⾃主学習を⾏う。

1. 正午までに警報が解除された場合、登校し授業を受ける。
2. 正午を過ぎても警報が解除されない場合、登校する必要はない。
3. 「暴⾵警報」以外の諸警報が発表されている場合、安全に留意して登校する。

 ＜他の注意は、このwebサイトの「⾮常変災時の対応」参照＞
明⽇（２０⽇（⽕））、暴⾵警報が解除されずに、⽂化祭の準備ができない場合は、２１⽇（⽔）当⽇の朝に準備
を実施します。
この場合の予定については、明⽇（２０⽇（⽕））、このページに掲載します。

 

13:10 | 投票する | 投票数(29) | コメント

2016/09/19 アイレックスコンサートが⾏われました。  | 

 9⽉18⽇（⽇）にひめぎんホールメインホールにて第29回伊予⾼校芸術発表会 ILEX concert（アイレックスコンサート）
した。⾜下が悪い中たくさんの⽅々に来て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します。
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 吹奏楽部の⽣徒、保護者の⽅、卒業⽣の皆さん、先⽣⽅、そして坊っちゃん劇場の⽅々の熱の⼊った演奏や歌やパフォ
して運営ありがとうございました。
 

13:02 | 投票する | 投票数(12) | コメント

2016/09/15 全校集会を実施しました。  | 

 全校集会では9⽉21⽇（⽔）に⾏われる⽂化祭について、⽣徒会から説明がありました。実りある⽂化祭になるように⽣
いました。

 校⻑先⽣からも⽂化祭で⾏われる献⾎や東北、熊本の地震復興の物品販売や募⾦についてお話をいただきました。

 

16:49 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/09/14 ９⽉の「IYOの⽇」  | 

平成28年度 9⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 14⼈以上の⼈と笑顔であいさつしよう︕
2. ⾃転⾞の施錠率を100%にしよう︕

 皆さん、笑顔であいさつしていますか︖多くの⼈と笑顔で元気よくあいさつを交わし、気持ちのよい１⽇を送りましょ
転⾞の鍵はきちんと施錠していますか︖今年度の伊予⾼校の⽣徒宣⾔の⼀つに施錠率100％があります。今年度が始まって
ちましたがなかなか100％になりません。確実に施錠する習慣をつけましょう︕
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 登校中、⾬は結構降っていました。みなさんカッパを着て安全運転ができていたようです。突然の⾬に備えてカッパの
に。
 

17:15 | 投票する | 投票数(0

2016/09/14 3年⽣進路集会を実施しました。  | 

 センター試験出願の⽇が近づいてきました。3年⽣は進路集会において、出願についての注意点を熱⼼に聞いていました
受験の季節になります。

 センターを受験しない⽣徒も、進路実現に向けてビデオ学習をしました。

 

15:20 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/09/08 運動会を実施しました。  | 

 天候にも恵まれて、盛⼤に平成28年度第34回運動会を実施することができました。⽣徒たちも全⼒を出し切り思い出に
なったと思います。校⻑先⽣があいさつの中で「⼈間⼒」に触れられていましたが、この運動会を通じ⽣徒たちも⼈間⼒
のではないでしょうか。
 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
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運動会の結果は以下のとおりです。
総合優勝 ⽩嶺
総合準優勝 ⻘海
競技の部優勝 ⽩嶺
応援の部優勝 ⻘海
装飾の部優勝 煌星
仮装の部優勝 ⻘海
⾏進の部優勝 ⽩嶺
部活動対抗競技優勝 ⼥⼦テニス部

 

09:14 | 投票する | 投票数(9) | コメント

2016/09/07 本⽇の運動会について  | 

 本⽇の運動会は予定どおり8時45分から実施します。
 

06:00 | 投票する | 投票数(28) | コメント

2016/09/06 明⽇は運動会です。  | 

 明⽇9⽉7⽇（⽔）は運動会です。本⽇は準備を⾏い、すべて整いました。
 ⾬天のおそれがあるため、明⽇（9⽉7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。
 その後、内容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。

 ⾃然科学部のプランターも、みなさんをお待ちしております。
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17:45 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2016/09/05 中予地区バスケットボール１・２年⽣⼤会（⼥⼦）会場の駐⾞場について  | 

 本校には、正⾨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
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

 10⽇（⼟）は全学年で⼟曜⽇補習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願います。
 

19:15 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/09/05 運動会の準備は進⾏中です。  | 

 9⽉7⽇（⽔）は運動会を予定しています。
 その準備のため、⽣徒たちは⼟⽇を返上して頑張りました。
 本⽇予定していた運動会予⾏は明⽇以降に順延しますが、7⽇（⽔）には運動会本番が実施できるように努⼒してまいり
よろしくお願いいたします。

 

08:12 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2016/09/02 吹奏楽部アイレックスコンサートのお知らせ  | 

 私たち伊予⾼校吹奏楽部は、地元の松前町や伊予市をはじめ多くの皆様からたくさんの応援と演奏の機会をいただいて
⾏事とコンクールの⼀つ⼀つにも全⼒でチャレンジしています。そんな私たちにとって⼀番⼤きな本番がアイレックスコ
す。
 クラシック通でいらっしゃる⽅にも、懐かしい思い出の曲をお聴きになりたい⽅にも、⾼校⽣の元気な演奏を楽しみに
⽅も、会場においでくださるすべての皆様に喜んでいただけるよう、準備して参ります。
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 このところ毎年のようにご出演くださっている「坊っちゃん劇場」の役者さんたちとの「お遍路さんどうぞ」、卒業⽣
など、今年も趣向を凝らしてお待ちしております。

 

16:45 | 投票する | 投票数(11) | コメント

2016/08/28 本校ホッケー部が国体四国ブロックで優勝しました。  | 

祝︕四国⼤会優勝︕
ホッケー部 国⺠体育⼤会出場︕

 去る8⽉19⽇(⾦)、20⽇(⼟)に⾏われた第71回国⺠体育⼤会四国ブロック⼤会において、本校ホッケー部による愛媛県チ
勝を果たし、3年ぶり12回⽬の国⺠体育⼤会出場を決めました。1回戦は⾹川県と対戦し1―0で勝利。決勝は徳島県と対戦
利。8⽉に⾏われた全国⾼校総体出場に続く全国⼤会出場に、ホッケーの町松前町も⼤いに盛り上がっています。⽇々の努
われたホッケー部の皆さん、全国⼤会もがんばってください。
 第71回国⺠体育⼤会（希望郷いわて国体2016）は、10⽉6⽇（⽊）〜10⽉10⽇（⽉）の期間に、岩⼿町ホッケー場、岩
ウンドで⾏われます。みなさん、応援よろしくお願いします。

 

11:16 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/08/28 四国⽀部⼤会において本校吹奏楽部が⾦賞を受賞しました。  | 

祝︕四国代表︕23回⽬の全国⼤会へ
吹奏楽部 6年連続の快挙︕

 8⽉21⽇（⽇） に⾹川県のレグザムホールで⾏われた第64回全⽇本吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会において本校吹奏楽
賞し、第1位の成績で全国⼤会に出場する四国代表に選ばれました。これは、本校吹奏楽部創部以来23回⽬の出場であり、
で6年連続の出場となる快挙です。
 ⾃由曲で演奏した交響詩「影の無い⼥」は、⾃⼰犠牲を貫く⼥性⼼理を描いた歌劇をもとにした曲で、難しいテーマ。
員の先⽣からも「すばらしい演奏だった」との評をいただくほどの⾒事な演奏ができました。
 全国⼤会は10⽉23⽇（⽇）に名古屋市で⾏われます。吹奏楽部の皆さん、⽇本⼀を⽬指してがんばってください。
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11:00 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2016/08/28 今年度も、8⽉20⽇に同窓会総会が開かれました  | 

 今年度は、4期⽣、14期⽣、24期⽣を中⼼に80名ほどの出席者で同窓会総会を⾏いました。
 総会では平成27年度の決算や平成28年度の予算案などが可決され、その後の懇親会では、来られた恩師の先⽣⽅や同級
話で盛り上がっていました。

 

09:50 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/08/26 8⽉27・28⽇のバスケットボールの試合について  | 

 8⽉27⽇（⼟）、28⽇（⽇）に本校を会場として⾏われる、平成28年度全国⾼等学校バスケットポール選抜優勝⼤会愛媛
インターカップ）の駐⾞場についてお知らせいたします。
 本校には、正⾨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
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 御理解、御協⼒のほどよろしくお願いします。
 

18:09 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/08/26 ⼆学期始業式を⾏いました。  | 

 8⽉25⽇に新任式、表彰伝達、始業式を⾏いました。
 新しくお⼀⼈の先⽣を迎えました。

 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。ホッケー部は四国⼤会で優勝し国体に参加します。また、吹
⼤会で⾦賞を受賞し。全国⼤会に参加します。

 始業式では校⻑式辞において、リオデジャネイロオリンピック⽇本代表選⼿団の橋本聖⼦団⻑が語った「⼈間⼒なくし
なし」に触れられ、今後の学校⽣活について話されました。

 

17:29 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/08/23 学校⾒学会（2回⽬）を実施しました。  | 

 8⽉22⽇（⽉）に学校⾒学会を実施しました。275名の中学⽣が参加しました。最初は体育館で全体会を⾏いました。校
吹奏楽部の歓迎演奏会、いよピーの紹介のあと、教室に移動して、教科ごとに分かれての模擬授業を⾏いました。模擬授
校⽣徒による本校の説明や質疑応答、部活動⾒学で楽しみました。
 たくさんの中学⽣、保護者の⽅々、中学校の先⽣⽅、御参加いただきありがとうございました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo7a2071s-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E4%BA%8C%E5%AD%A6%E6%9C%9F%E5%A7%8B%E6%A5%AD%E5%BC%8F%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=jo7a2071s-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=jo7a2071s-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E4%BA%8C%E5%AD%A6%E6%9C%9F%E5%A7%8B%E6%A5%AD%E5%BC%8F%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=jo7xxh4q1-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%EF%BC%882%E5%9B%9E%E7%9B%AE%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=jo7xxh4q1-298#_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=jo7xxh4q1-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%EF%BC%882%E5%9B%9E%E7%9B%AE%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');

