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10:24 | 投票する | 投票数(1

2016/05/18 【修学旅⾏・北海道班・２⽇⽬】おはようございます︕  | 

 北海道、２⽇⽬の朝です。
 すごく気持ちいいです︕空気が澄みすぎてます。

  ⽬の前の天然雪が残ってる富良野のスキー場⽬掛けて朝から、各部が体を動かしてました。
  周辺をジョギングする若者たち、坂道をダッシュする者たち様々です。

  旅⾏に来ながら、部活動のこともしっかり考えられる伊予⾼⽣はすばらしい︕
  と、感じたひとときでした。

 

 あれ︖
  ⼀⼈で黙々とすばらしい姿勢で⾛っているこの⼥性は誰だ︖

  健康促進を掲げて、⽣徒と⼀緒に⾛ってたのは⼩泉先⽣です︕
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09:07 | 投票する | 投票数(2

2016/05/18 【修学旅⾏・北海道班・1⽇⽬】旭⼭動物園  | 

 旭⼭動物園を満喫しています。

 

トナカイです。
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09:04 | 投票する | 投票数(2

2016/05/18 【修学旅⾏・関東班・1⽇⽬】国会議事堂  | 

 国会議事堂を⾒学しました。天気はイマイチですが、国会議事堂は学ぶものが多かったです。

 今回は国会議事堂の衆議院に⼊ることができました。衆議院議場にて、真剣に説明を聞く⽣徒たち。

 

09:02 | 投票する | 投票数(2

2016/05/17 【修学旅⾏・北海道班・1⽇⽬】北海道です。  | 

 北海道、到着です︕到着直後の機内です。今から、北の⼤地を踏みしめます︕

 天気は予想とは違い、晴れです。⽋席もなしで、順調にすすんでいます。今は旭⼭動物園に向かっています︕
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15:57 | 投票する | 投票数(3

2016/05/17 【修学旅⾏・関東班・1⽇⽬】浅草寺  | 

 現在、浅草を観光しています。

 

14:31 | 投票する | 投票数(1

2016/05/17 【修学旅⾏・台湾班・1⽇⽬】ホテルに着きました。  | 

 上海発の⾶⾏機が遅れてしまいました。
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09:05 | 投票する | 投票数(2

2016/05/16 【修学旅⾏・台湾班・1⽇⽬】⾏ってきます。  | 

 全員揃って、出国ゲートです。松⼭空港で出発前です。

 

17:55 | 投票する | 投票数(3

2016/05/16 本⽇は「IYOの⽇」です。  | 

５⽉の『ＩＹＯの⽇』

1. 今⽉は５⽉１６⽇（⽉）が『ＩＹＯの⽇』です。充実した１⽇となるように努めましょう。
2. 平成２８年度 ５⽉の「ＩＹＯの⽇」⾏動⽬標
考査に向けて家庭学習時間を普段の1.4倍にしよう︕︕

 伊予⾼校にとってこの⽇は特別な1⽇にしましょう。
  ⽣徒にとっても教職員にとっても・・・

 良い準備をしなければ良い結果は得られません。
  備えあれば憂いなしです。

  しっかり頑張りましょう︕
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全教職員の⾒守りの中、⾃転⾞で登校してきます。

 

11:53 | 投票する | 投票数(1

2016/05/16 事務室・⼊札のページを更新しました。  | 

 「事務室から」の⼊札のページを更新しましたので、お知らせします。
 

11:18 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/05/09 教育課程（カリキュラム）のページを更新しました。  | 

 教育課程のカリキュラムのページを更新いたしましたので、お知らせします。
 

18:04 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/05/09 全校集会（表彰伝達、⽣徒会・家庭クラブ新役員認証式）がありました。  | 

 表彰伝達がありました。

 本年度の⽣徒会テーマが発表されました。平成28年度のテーマは「輪（わ）」になりました。

 ⽣徒会新役員の認証式が⾏われました。⽣徒会補助役員の紹介のあと、⽣徒会⻑が抱負を述べました。
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 続いて、家庭クラブ新役員の認証式が⾏われました。家庭クラブ会⻑が抱負を述べました。

 

17:30 | 投票する | 投票数(0

2016/05/09 PTA総会、おおとり会総会が⾏われました。  | 

 5⽉6⽇（⾦）にPTA総会およ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
くさんの保護者の⽅々が参加して下さいました。

 総会終了後には吹奏楽部のミニコンサートが開かれました。

 

12:21 | 投票する | 投票数(0

2016/05/07 奉仕活動を実施しました。  | 

 5⽉2⽇の放課後に、本校北側の⽤⽔路の清掃を希望者で⾏いました。多くの⽣徒が参加しました。⾝近な場所ですが、
会はこのときだけなので張り切って清掃し、すっきりした⽤⽔路になりました。
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08:45 | 投票する | 投票数(0

2016/05/06 【学校評価】マニフェスト、学校評価報告の更新について  | 

 平成28年度マニフェスト、平成27年度学校評価報告を掲載しました。
 ホームページ左側の学校評価（マニフェスト）をクリックしていただくとご覧になれます。
 

16:09 | 投票する | 投票数(0

2016/05/06 転⼊学情報を更新しました。  | 

 転⼊学情報のページを更新しましたので、お知らせします。
 

10:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/04/28 第1回防災避難訓練が実施されました  | 

 本⽇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。

 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。
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16:13 | 投票する | 投票数(1

2016/04/27 義農祭に参加しました。  | 

 4⽉23⽇義農公園にて義農祭が⾏われ、伊予⾼⽣約20名がボランティアとして参加しました。地元の特産品販売ではお客
な声で呼びかけ、売り上げに貢献することができました。売上⾦約7万円は、熊本地震の被災者へ全額寄付されます。
 花⾏燈の制作プロジェクトでは⾬⾵のせいでトラブルが続出しましたが、⽣徒は様々なアイディアを出し、試⾏錯誤し
とができました。無事点灯式を迎えることができ、地域の⽅に感謝されました。

 

18:40 | 投票する | 投票数(1

2016/04/25 校庭のヒラドツツジが⾒頃です  | 

 4⽉末から5⽉初めにかけて咲く、ヒラドツツジが⾒頃となっています。古くから⻑崎県平⼾市で栽培されてきたことが
「躑躅」とは「てきしょく」という中国名で、「ためらう(躊躇する)」の意だそうです。花の美しさに⽴ち去ることをため
ことから。花⾔葉は「愛の喜び」。

＜朝⽇を浴びている校庭のヒラドツツジ＞
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＜本館2階からみたヒラドツヅジ＞

 また、⾒頃は終わってしまいましたが、図書館横の校庭にキリシマツツジもあります。⿅児島県霧島の⼭ツツジと九州
するミヤマキリシマ(深⼭霧島)の交雑種。4⽉18⽇の誕⽣花で、花⾔葉は「燃え上がる愛」だそうです。

＜⾚が美しいキリシマツツジ＞

 

18:10 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/04/20 ⾝体計測・健康検査及び新体⼒テストを⾏いました  | 

 4⽉15⽇に⾝体計測等を⾏いました。来年のえひめ国体・えひめ⼤会の広報で本校に訪れたみきゃんも参加してくれまし
や⾝⻑・体重測定など⽣徒と⼀緒にしました。
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