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途中で具合が悪くなった場合は、すぐに申し出るよう指導。
2. 家庭における留意事項

早く寝て、⼗分な睡眠時間を確保させください。
朝⾷をしっかりとって登校させてください。
⽔分・塩分補給⽤の飲料⽔を多めに（できれば2l以上）持たせてください。

 ※ 熱中症予防には塩分補給が不可⽋です。
タオルを持たせてください。（⾝体の冷却⽤に使⽤します。）
体調が悪い場合は無理をさせないよう、登校前に健康観察をしてください。
保健調査票に記載の緊急連絡先へ連絡をする場合があります。

 

16:15 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/06/24 性教育講演会(1年)を実施しました。  | 

 愛媛県⽴医療技術⼤学保健科学部看護学科の中越利佳先⽣を講師に来ていただき、「いのちのバトン、あなたのいのち
という演題で講演をしていただきました。
 いのちの尊さについて、性感染症の知識や予防など幅広い内容でした。

 

08:40 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/06/22 総合的な学習（3年）で進路講演会を実施しました。  | 

 6⽉21⽇に、（株）リクルートマーケティングパートナーズの講師の⽅を迎え、「志望理由書の書き⽅を練習しよう」を
た。
 2年次3⽉に実施した志望理由書を書く練習をした総合的な学習、講演会を受けての第2回⽬の講演会です。志望理由書を
することで、⾃⼰理解を深め、⾃分⾃⾝の将来像や⾝につける⼒を考える機会となりました。

 

17:50 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/06/20 教科書展⽰会の御案内  | 

 6⽉17⽇（⾦）から14⽇間、平成28年度における教科書展⽰会が実施されますので、御案内いたします。このことは愛媛
会義務教育課のホームページにも掲載されておりますので、ご覧ください。
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18:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/06/20 全校集会（四国総体等出場選⼿壮⾏会）をしました。  | 

 6⽉16⽇に壮⾏会をおこないました。
 陸上部とソフトテニス部は四国総体、ホッケー部は四国⼤会、⽔泳競技部は県総体に出場します。

 

18:28 | 投票する | 投票数(0

2016/06/15 6⽉の「IYOの⽇」  | 

 6⽉14⽇（⽕）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。

平成28年度6⽉の「IYOの⽇」⾏動⽬標
1. 漢字テストで全員満点を⽬指そう︕
2. ヘルメットのあご紐をしっかりと締めよう︕

 ⼩論⽂や履歴書が平仮名ばかりでは読み⼿はどう思うでしょうか︕︖漢字を書くことで脳は活性化しますし、書
とはありません。頑張りましょう︕
 また、新しい環境・クラスにも慣れ、気持ちが緩んでいませんか︖事故が増えてきています。気持ちと共にあご
と締め、事故にあわないようにしましょう︕

 

17:36 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/06/15 サーバ交換のお知らせ  | 

 本校は、6⽉15⽇・16⽇に校内LANのサーバ交換を⾏います。
 外部とのメール等のやりとりができませんので、御配慮お願いいたします。
 なお、伊予⾼⽇誌の更新も、この2⽇間は、できませんので御了承ください。
 

17:07 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/06/14 アイレックス講演会を⾏いました。  | 

 7時間⽬の総合の時間を利⽤し、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「株式会社キッズ・コ
ン」のファイナンシャルプランナー下村啓介先⽣をお迎えし、「⽴派な社会⼈になるための⾼校⽣活とは︖」という題⽬
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どういうものか、⾼校時代に何をなすべきかについて、⼤阪弁を使いながら熱く、楽しく語っていただきました。

 

17:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/06/10 授業公開 今年も校内の⽯碑の拓本を採りました。  | 

 ⽯などに彫られた⽂字を紙に写しとったものを「拓本」といい、書道の学習では⽋かせないものです。今年は授業公開
いました。

図書館前、１０周年記念に建てられた記念像「⻘春の詩（うた）」の⽯版を採拓しました。

正⾨、⾨柱壁⾯の「愛媛県⽴伊予⾼等学校」は表⾯がでこぼこしており採拓が難しいです。

 

18:18 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/06/10 ホッケー部が取り上げられています。  | 

 以前、4⽉11⽇にホッケー部の取材でみきゃんが来校しました。このときの番組が公開されていますので是⾮⾒てくださ
 えひめ国体・えひめ⼤会放送局の「愛顔（えがお）を探せ︕︕主役はどこだ︖」という番組サイト内の第8回放送分です
（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ⼤会」のホームページからでもアクセスできます。
 

08:36 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/06/10 全校集会（表彰伝達、教務課⻑講話）を実施しました。  | 
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 先⽇⾏われた県総体及び、ひったくり犯逮捕協⼒の感謝状の表彰伝達がありました。

 教務課⻑からは学習について、⽰唆に富んだ講話をしていただきました。

1. 努⼒と成果は⽐例しない︕
・だから最後まであきらめずにがんばろう。

2. 正しい反復学習をしよう︕
・毎⽇繰り返すことが⼤事です。

3. ⾃信を持とう︕
・⾃分なりにベストを尽くし⼿抜きをしない。

4. 計画を⽴てよう︕
・全体を⾒通して、物事に取り組もう。

 

08:34 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/06/09 シラバスを掲載しました。  | 

 今年度のシラバスを掲載いたしましたので、お知らせいたします。
 

15:01 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/06/03 第70回愛媛県⾼等学校総合体育⼤会が始まりました。  | 

 愛媛県武道館において第70回愛媛県⾼等学校総合体育⼤会開会式が⾏われました。伊予⾼代表の⽣徒も元気よく⼊場⾏
た。

 今年の県⾼校総体は「⽬覚めよ 我が潜在能⼒（ポテンシャル） 今、70年の歴史の舞台で」のスローガンで本県下の
校等が参加して6⽉4⽇〜6⽇まで各地で競技が⾏われます。応援よろしくお願いします。
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18:19 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/06/03 感謝状の贈呈（ひったくり犯逮捕の協⼒）  | 

 ひったくり犯逮捕に協⼒したとして、本校⽣徒７名が松⼭東警察署から感謝状を受けました。感謝状贈呈式は、６⽉２
校⻑室にて警察関係者と多数の報道関係者が⾒守る中、厳かに⾏われました。
 ⽣徒は緊張した様⼦でしたが、インタビューにもはきはきと答え、頼もしさを感じました。
 このような⽣徒が伊予⾼校の中にいることを嬉しく思いますし、誇りに思います。勇気ある⾏動に敬服します。この度
ございました。

 

15:48 | 投票する | 投票数(25) | コメ

2016/06/03 平成28年度⼈権・同和教育講演会を実施しました。  | 

 「かけがえのない命への想い」という演題で、公益社団法⼈被害者⽀援センターえひめボランティア⽀援員の⻄川和⼦
しての講演会でした。
 事件・事故で被害者だけでなく、その家族や周りの⼈にも⼤きな影を落とすことや、ボランティア活動を通しての先⽣
ついて率直にお話していただきました。命、家族、周囲の⼈々の⼤切さを改めて考えさせられる講演でした。
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09:58 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/06/03 校庭のサツキがきれいです。  | 

 校庭のサツキが濃いピンクに⾊づいています。先⽉はツツジが紅⾊、ピンク、⽩のあでやかな⾊に咲き誇っていました
キです。旧暦5⽉(皐⽉)の頃に⼀⻫に咲きそろうところからその名がつきました。校庭のサツキ、あなたはこの花の⾊を真
ンク……、さてどんな⾔葉で表現しますか︖

 

07:53 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2016/06/02 全校集会（県総体壮⾏会）がありました。  | 

 今週3⽇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。
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 全校あげて、各部の活躍を祈念しております。
 

16:35 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/05/30 5⽉27⽇ 開校記念⾏事を実施しました。  | 

 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。

 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。

 

10:13 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/05/27 5⽉26⽇ スマホ・ケータイ安全教室を実施しました。  | 

 1年⽣対象の⾮⾏防⽌教室として、スマホ・ケータイ安全教室を⾏いました。講師にNTTドコモ あんしんインストラク
をお迎えして、スマホやケータイを取り巻く様々な事例や課題について話をしていただきました。
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10:24 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/05/25 開校記念講話を実施しました。  | 

 本校職員で8期⽣の⽥中崇⼠先⽣による「愛される伊予⾼⽣になろう」と題しての講話をしていただきました。先⽣の⾼
験などを通して今の伊予⾼⽣に必要な事をお話してくださいました。

＜ ⽥中先⽣の⾔葉 ＞
苦労して得たものに価値がある。
無意識のプレーをするためには、意識した練習しかない。
「やればできる能⼒30％」「やりきる能⼒70％」
あいさつは声を張る。
落ちているゴミは⾒て⾒ぬふりをせず拾う。
「ありがとう」と⾔う回数より「ありがとう」を⾔われる回数の⽅が多くなるよう意識して⽣活する。

 

15:45 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/05/24 「揮毫」  | 

 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飲みを作っています。
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16:59 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/05/23 遠⾜（１・３年） 5⽉20⽇（⾦）  | 

 1年⽣は、とべ動物園に⾏きました。写真はペンギン⽔槽での１コマです。みんな楽しそうにまわっていましたが、この
ぐんぐん上昇し、昼過ぎには陰で休む動物も、⼈も⾒られました。

 3年⽣は坊ちゃん劇場にてミュージカル「お遍路さんどうぞ」を鑑賞しました。笑いあり、感動ありの作品でした。その
公園で昼⾷をとり学校へ徒歩で帰りました。
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18:15 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/05/23 全校集会（教育実習⽣の紹介）がありました。  | 

 本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3⽇（10⽇間）もしくは6⽉10⽇（15⽇間）までとなっております。

 

16:05 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/05/22 【修学旅⾏・関東班・4⽇⽬】横浜中華街  | 

 横浜の中華街に⾏きました。

 ショーケースの中のごちそうも魅⼒的です。
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