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08:12 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/08/22 アクティブ･ラーニングに関わる講習会を実施しました。  | 

 8⽉19⽇、講師に学校法⼈ 古沢学園グループ理事 前広島県⽴廿⽇市⾼等学校⻑の 才⽊ 裕久先⽣をお迎えして「アクテ
ング型授業の導⼊ -⽣徒が伸びる 学校が変わる-」を演題にした講演会を実施しました。講演会には他校の先⽣⽅も参加
きました。
 先⽣の貴重な経験やアクティブ･ラーニング型授業についての様々なお話を伺うとともに、実技形式で話し合う機会もあ

 

08:35 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/08/22 2016かはくプレゼンテーション⼤会に参加してきました  | 

 8⽉6⽇⼟曜⽇、愛媛県総合科学博物館で開催された2016かはくプレゼンテーション⼤会に参加してきました。発表した
クラスの4名の⽣徒です。発表内容は「⽬指せ氷点下︕―ペルチェ効果による低温⽣成の探究―」です。研究したことを⼤
他校の⽣徒の前で発表し、さまざまな意⾒を伺えたことは貴重な経験となりました。
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08:02 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/08/18 アイレックス体験学習 -オープンキャンパスin愛⼤-  | 

 毎年、愛媛⼤学のオープンキャンパスに併せて、「アイレックス体験学習―オープンキャンパス in 愛⼤―」を⾏ってい
事前に申し込みを⾏い26名が⼯学部の学科体験に参加しました。各学科の特⾊はもとより、研究内容や研究⽣活、卒業後
様々なことを体験し学ぶことができました。

応⽤化学科で科学的な藍染めを体験しています。

機械⼯学科で⼤学院⽣からプラズマの説明を受けています。

情報⼯学科でプログラミング体験を⾏っています。

 

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojlf5d9w-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%80%80-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9in%E6%84%9B%E5%A4%A7- https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojlf5d9w-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=jojlf5d9w-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%80%80-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9in%E6%84%9B%E5%A4%A7-'), '_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=123 138/365

08:40 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/08/17 アイレックス座談会 〜卒業⽣と語る〜 を⾏いました。  | 

 8⽉5⽇、3年⽣補習終了後に、アイレックス座談会を⾏いました。この座談会は、この春、本校を卒業した31期⽣を招き
者と⾏う座談会です。31期⽣から⾼校在学中の勉強⽅法や進路決定の⽅法、進学後の⽣活や⼤学の紹介などについての話
後、31期⽣が3年⽣からの質問に答えたり、3年⽣へのアドバイスや励ましの⾔葉をおくったりと、明るい雰囲気の中、⾃
をすることで、活発な話し合いを⾏うことができました。
 参加した3年⽣は、昨年までともに活動していた先輩からの話だからこそ、今後の⾃分たちの通るであろう道筋をイメー
ができたようで、たくさんのものを得ることのできた有意義な座談会となりました。

 

09:01 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/08/02 ノウゼンカズラが咲いています。  | 

 普通教棟と特別教棟の間にある藤棚の⼀⾓に、ノウゼンカズラ（C.grandiflora）が咲いています。中国原産で、平安時代
来していたといわれています。春、夏と異なる花が楽しめるのはいいものです。

 

10:25 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/07/28 合同学習会が⾏われています。  | 

 本⽇、明⽇とアクティブ･ラーニング推進事業の⼀環で他校と合同でＡＯ・推薦⼊試対策講座「グループディスカッショ
習」を⾏います。
 他校からもたくさんの⽣徒、先⽣⽅が参加してテーマについて様々な意⾒を出し合っています。
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17:05 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/07/25 学校⾒学会を実施しました。  | 

 7⽉25⽇（⽉）に学校⾒学会を実施しました。246名の中学⽣が参加しました。
 校⻑あいさつ、吹奏楽部の歓迎演奏会のあと、吹奏楽部の演奏する校歌に乗っていよピーが中学⽣の前に登場し、⼤い
ました。その後、模擬授業を⾏いました。

 模擬授業終了後は在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、中学校の先⽣の⽅々の参加、ありがとうございました。
 次回、学校⾒学会は8⽉22⽇（⽉）に⾏います。参加希望は、まだまだ受け付けています。参加したい中学⽣は、中学校
じてお申し込みください。
 

17:06 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2016/07/25 野球応援（3回戦）  | 
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 7⽉23⽇（⼟）、⻄条ひうち球場にて、今治⼯業⾼等学校との３回戦が⾏われました。炎天下に3年⽣を中⼼に応援に駆
た。
 結果は残念ならが13対3で本校は敗退しました。球場まで⾜を運んでくださった保護者のみなさんたくさんの応援ありが
ました。選⼿も⽣徒も精⼀杯がんばりました。今後とも応援よろしくお願いします。

 

09:46 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/07/22 ゆるキャラ® イベントに「いよビー」も参加しました。  | 

 本⽇7⽉22⽇は、今年の11⽉に開催される「ゆるキャラ® グランプリ２０１６ in 愛顔のえひめ」の投票開始の⽇です。
 本⽇14︓00から、エミフルMASAKIグリーンコートにて、出場するキャラクターがPRイベントがあり、本校のマスコッ
ー」も出演しました。
 おもてなしするみきゃんも登場し、会場は⼤いに盛り上がりました。
 みなさんの温かい1ポチをよろしくお願いします。

 

16:37 | 投票する | 投票数(7) | コメ

2016/07/22 野球応援（2回戦）  | 

 7⽉21⽇、坊っちゃん球場にて、三島⾼等学校との２回戦が⾏われました。炎天下に全校⽣徒が応援に駆けつけました。
１１回の接戦を制し、５対３で本校が勝利しました。保護者、卒業⽣のみなさん応援ありがとうございました。
 3回戦は、7⽉23⽇（⼟）12:30から⻄条ひうち球場で今治⼯業⾼等学校と試合の予定です。応援よろしくお願いします。
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10:06 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/07/21 “いよピー”誕⽣  | 

 伊予の国のIYOKOに新しい仲間が⽣まれました。｢幸せの⻘い鵬（おおとり）｣着ぐるみ“いよピー”です︕︕誕⽣⽇は7⽉
7⽉14⽇です。伊予⾼⽣の幸せを⻘空の向こうから⾒守っていますよ。今年の「ゆるキャラグランプリ」にもエントリーし
「ゆるキャラグランプリ」のホームページも⾒てくださいね。7/22（⾦）〜10/22（⽉）までが投票期間です。みなさん、
お願いします。投票の仕⽅は｢ゆるキャラグランプリ｣のホームページをご参考に︕

 

11:59 | 投票する | 投票数(4) | コメント
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2016/07/20 壮⾏会と終業式と「いよピー」デビュー  | 

 平成28年度全国総合体育⼤会（中国総体）に出場するホッケー部とソフトテニス部、第40回全国⾼等学校総合⽂化祭（
⽂）に参加する吹奏楽部と書道部の壮⾏会と、伝達表彰式、終業式を⾏いました。その後、「いよピー」がみんなの前に

 終業式では堀川校⻑が式辞を述べられました。

 本校のマスコット「いよピー」のお披露⽬がありました。「いよピー」ゆるキャラブランプリにもエントリーしますの
応援よろしくお願いします。

 

14:17 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/07/19 交通安全講話を実施しました。  | 

 交通安全講話は、⾕⼝⾃転⾞商会の⾕⼝盛久先⽣を講師にお迎えして、⾃転⾞に乗る上で注意しなければならないこと
てなど、わかりやすくお話をしていただきました。また、同時に⾃転⾞安全点検を業者の⽅にしていただきました。整備
⾞には安全点検カードがつけられますので、早急に対処をお願いします。
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17:19 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/07/19 野球応援  | 

 7⽉16⽇、坊っちゃん球場にて、⼋幡浜⼯業⾼等学校との1回戦が⾏われました。多くの⽣徒が応援に参加しました。結
本校が勝利をしました。保護者、卒業⽣のみなさん応援ありがとうございました。
 次回は、7⽉21⽇14:00から坊っちゃん球場で試合の予定です。応援よろしくお願いします。

 

08:30 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2016/07/15 全校集会（表彰伝達、ALTの離任式）をしました。  | 

 7⽉14⽇に表彰伝達のあと、3年間本校のALTとして勤務されたロイ・Ｅ・ディアス先⽣から離任の挨拶がありました。
出などを話されました。先⽣、ありがとうございました。今後のご活躍を祈念しております。
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18:13 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/07/14 「はんぎり講習会」（1年）を実施しました。   | 

 1年⽣対象に「はんぎり」講習会を実施しました。天候にも恵まれ、⼤変よいコンディションでの講習会となりました。
町役場から福枡正成さんが来てくださりました。松前町の伝統⾏事である「はんぎり」にふれることで、地域への理解を
会になりました。
 昨年の「はんぎり競槽」の優勝者が1年に在籍しており、模範演技をしてくれました。また、クラスの代表が慣れない
を⼀⽣懸命に操作する姿に⽣徒全員が応援し、クラスの⼀体感がでてきました。

 

18:10 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/07/14 7⽉の「IYOの⽇」  | 

 平成28年度7⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標

1. 14⼈の友達にエールを送ろう︕
2. 左側⼀列⾛⾏に⼼がけよう︕

 友達が「今、頑張っている事」・「これから頑張ろうとしている事」に気付いてあげられていますか︕︖気付いている
をかけてあげましょう。あなたの⾔葉が励みになるはずです︕また、並進での登下校がよく⾒受けられます。道路は公共
ての⼈が快適に利⽤するために⾃分はどうすればよいかをしっかりと考えて⾏動しましょう︕
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11:17 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/07/13 租税教室（1年）を実施しました。  | 

 7⽉12⽇に、1年⽣を対象とした租税教室を⾏いました。講師には税理⼠の菅野博彦先⽣に来ていただきました。弥⽣時
税の歴史や基本的な税⾦の仕組みなどを教えていただき、税の役割などをしっかり学ぶことができ、健全な納税者意識を

 

15:39 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/07/11 1学期グループマッチが始まりました。  | 

 開会式には⾬もあがり、クラス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でサッカー（1年男⼦）、フッ
⼥⼦）、ハンドボール（2年男⼦）、バスケットボール（2年⼥⼦）、バレーボール（3年男⼦）、ドッジボール（3年⼥⼦
ます。
 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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11:44 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2016/07/08 津波想定避難訓練を実施しました。  | 

 地震にともなう津波想定による避難訓練を実施しました。⽣徒は屋上へ避難のために移動しました。
 その後、体育館にて厚⽣課⻑の講話、校⻑から講評をいただきました。命を守ることを最優先にいかに迅速に⾏動する
練でした。
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07:54 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/07/07 全校集会（⽔泳部・野球部壮⾏会）がありました。  | 

 ⽔泳部は四国総体に、野球部は全国⾼校野球選⼿権⼤会愛媛⼤会に参加します。
 校⻑先⽣からベーブ・ルースの⾔葉や3F精神（Fight、Fair play、Friendship）などの激励の⾔葉をいただいた後、応援団
応援を⾏いました。選⼿のみなさんの御健闘をお祈りします。

 

11:46 | 投票する | 投票数(7) | コメント

2016/07/06 奉仕活動を実施しました。  | 

 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。集まったゴミは、松前町のトラックいっぱいになりました。
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17:04 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2016/07/05 応援練習  | 

 まもなく始まる全国⾼校野球選⼿権⼤会愛媛⼤会に向けて、本校の応援団は本校屋上にて応援練習をしております。本
⽇14時から坊っちゃん球場にて⼋幡浜⼯業⾼校と対戦します。

 

16:50 | 投票する | 投票数(10) | コメ

2016/07/05 ワックスがけを実施しました。  | 

 考査終了後に、全校⼀⻫に⼤掃除およびワックスがけを実施しました。2016年の折り返しの時期でもあり、よい区切り
はないでしょうか。これで美しくなった教室での授業が始まります。

 

16:48 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/07/03 PTAスポーツ研修を⾏いました。  | 

 PTAスポーツ研修が本校体育館で9︔00より⾏われ、80⼈以上の会員のみなさまが参加されました。ソフトバレーボール
し、親睦を深めました。
 参加してくださいました、会員のみなさまありがとうございました。
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16:09 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/07/01 ⾮常変災時の登校について改訂しました。  | 

 「⾮常変災時の登校について」の改訂を⾏いました。居住している地域において、⼟砂災害警戒情報が発表されている
の対応を追加しました。リンクまたはQ&Aのページからご覧ください。
 

17:37 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/07/01 救命(⼼肺蘇⽣法実技)講習会が⾏われました  | 

 6⽉30⽇（⽊）に、体育館で、救命（⼼肺蘇⽣法実技）講習会が⾏われました。本⽇は30名の教職員が参加しました。万
に対して適切に対応できるよう、胸⾻圧迫と⼈⼯呼吸、AED使⽤法などの⼼肺蘇⽣法の知識と技術を⾝につけました。

 

11:09 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/07/01 消⽕栓講習会が⾏われました  | 

 6⽉30⽇（⽊）に、特別教棟1F地学実験室前にある消⽕栓を使って、消⽕栓講習会が⾏われました。新任の先⽣⽅を中⼼
⽣が参加。いざという時に、しっかりと対応できる知識と技能を⾝につけました。
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11:07 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/06/30 松前町から「はんぎり」をいただきました。  | 

 6/29（⽔）、松前町の岡本靖町⻑が、わざわざ本校に⾜を運ばれ、新しい「はんぎり」を寄贈してくださいました。7⽉
には、本校で、1年⽣対象に松前町の職員の⽅を講師に招き、「はんぎり講習会」が⾏われ、松前町の伝統⾏事を学びます
ありがたく新しいはんぎりを活⽤させていただきます。
 また、今年度松前町は、毎年「松前町夏祭り」で⾏ってきた『はんぎり競漕』をグレードアップし、「はんぎりH-1グラ
開催します。しかも、「第1回学校対抗の部」も開催されます。同じ⾼校に通う4⼈1組のチーム編成で参加可能です。いず
会へと発展するであろう輝かしい第1回⼤会です。もちろん伊予⾼校も強⼒はんぎりレーサーを募り、第1回はんぎりH-1グ
ャンピオンを狙うつもりです。⾼校⽣のみなさん、8⽉6⽇（⼟）に松前町の塩屋海岸で、はんぎりに挑戦してみませんか
校のはんぎりレーサーたちが皆さんの挑戦を待っています。練習会場は、伊予⾼校を提供しますよ。
 松前町の、世界で⼀番熱く光る夏が、いよいよ始まります︕︕

 

08:38 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/06/27 夏季における熱中症対策と健康管理のお願い  | 

 今年は史上最も暑かった2010年に匹敵する猛暑と気象庁が予測しています。今年の海と⼤気の状態が観測史上最も暑か
似ているそうです。熱中症の予防をはじめとして、健康管理に努めましょう。
 7⽉11⽇（⽉）にグループマッチ、9⽉7⽇（⽔）には運動会を実施いたします。グループマッチや8⽉16⽇（⽕）からの
ど本番を無事実施できますよう、御協⼒をよろしくお願いいたします。

1. 学校での対策
伊予⾼帽⼦の着⽤を徹底。
冷却⽤の氷を⽤意し、適宜配付。
グループマッチと運動会予⾏は、凍らせたペットボトル（スポーツ飲料500ml各1本ずつ）を配付。（教材費
定）
野球応援１回戦と運動会は同窓会より凍らせたペットボトルを配付。
こまめに⽔分補給を⾏う。
休憩時間・休憩場所を確保。
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