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2016/04/20 平成２８年度ＰＴＡ総会並びにおおとり会総会の開催について（御案内）  | 

平成
 PTA会員 様

愛媛県⽴
PTA会⻑

おおとり会会⻑
校⻑

 
平成２８年度ＰＴＡ総会並びにおおとり会総会の開催について（御案内）

 
 陽春の候、皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。⽇ごろは本校教育活動のために御⽀援・御協⼒を賜
申し上げます。
 さて、標記の会を次の要領で開催いたしますので、万障お繰り合わせの上、御出席くださいますようご案内申し上げま
 また、PTA総会・おおとり会総会の前後に、全クラスの参観授業、学年別説明会、吹奏楽部によるミニコンサート、ホー
任との個別懇談会を計画しておりますので、併せて御出席くださいますよう御案内いたします。昨年に引き続き、卒業⽣
た制服を販売する「制服のリユース」も予定しております。数に限りがあります。お⼦様のサイズを確認してお越しくだ
ンジIII教室で販売します。）また、今年は新機軸として、3年保護者対象の学年別説明会では、「進研ゼミ」で有名なベネ
の⽅をお迎えして、進路説明会を計画しております。奮って御参加ください。
 出⽋の御返事を、4⽉22⽇（⾦）までに、ホームルーム担任に御提出ください。

記

1. ⽇時
平成28年5⽉6⽇（⾦） 14︓20〜15︓20

2. 場所
本校体育館

3. 時程
12︓00〜     受付（体育館正⾯）
12︓00〜12︓45  制服のリユース（チャレンジIII教室 普通教棟３階）
12︓45〜13︓35  参観授業（各教室）
13︓45〜14︓05  学年別説明会（1年︓体育館、2年︓図書館、3年︓会議室）
※各学年の主な内容

1学年︓勉強と部活動の両⽴の⽅法について
2学年︓修学旅⾏とその後の学校⽣活について
3学年︓⼊試制度の説明と進路実現について

14︓20〜15︓20  PTA総会・おおとり会総会（体育館）
15︓30〜15︓45  吹奏楽部ミニコンサート（体育館）
15︓55〜     個別懇談会
※ホームルーム担任より案内があります。
※制服のリユース販売（チャレンジIII教室）
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2016/04/15 全校集会（教育相談について）  | 

 4⽉14⽇(⽊)の全校集会では、「教育相談について」の話がありました。まず初めに、スクールライフアドバイザーの五
の紹介がありました。五百⽵先⽣は、教育相談室で気軽に⽣徒の悩み相談に応じてくれます。⼼にしんどさを感じたら気
みて下さい。伊予⾼ホームページの「教育相談」のコーナーにも来校⽇や活動について紹介がありますので⾒て下さい。
らは、相⽥みつをの詩が紹介されました。
 引き続き教育相談課⻑の⼭崎先⽣からの話がありました。⼭崎先⽣は伊予⾼7期⽣の絵本作家、秋⽥緑さんの『幸せの種
介され、絵本の中の「縁あって出会う⼈たちと応援し合って円を描くの。この輪が和を⽣みますように」という⾔葉で話
た。
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2016/04/12 ⾃転⾞点検・交通安全指導を⾏いました。  | 

 本⽇は好天に恵まれ、グランドで⾃転⾞点検および交通安全指導を⾏いました。

 年度初めの交通安全指導では、交通ルールを守り、命を守ることの⼤切さについて再確認しました。また、⾃転⾞のヘ
⽤の確認を⾃転⾞通学⽣全員でしました。

 ⾃転⾞点検は教員と⽣徒が互いに確認し合いながら⾏いました。
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2016/04/11 みきゃんが来校しました。  | 

 本⽇、ホッケー部の取材にみきゃんが来校しました。来年に迫ったえひめ国体・えひめ⼤会を紹介する番組で取り上げ
す。

 
 番組の⽇程などが決まり次第、お知らせします。
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2016/04/11 対⾯式を⾏いました。  | 
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 本⽇は1年⽣と2・3年⽣が初めて顔を合わせる対⾯式を⾏いました。
 2・3年⽣の代表が歓迎のあいさつをした後、1年⽣からは、早く学校⽣活に慣れ、伊予⾼校の⼀員として頑張りたい。よ
いしますとの挨拶がありました。

 この後、⽣徒宣⾔・教員宣⾔がありました。
 ⽣徒宣⾔とは、この1年、本校⽣徒としての⾏動の規範、⽬標とするものです。
 本年度は以下のようになっています。

1. 勉強・部活動に全⼒で取り組み、⽂武⼆道を⽬指します。
2. 伝統ある校歌を気持ちを込めて歌います。
3. ヘルメット着⽤・⾃転⾞施錠率１００％にし、安全に登下校します。
4. 規則正しい⽣活を⼼掛け、無遅刻・無⽋席を⽬指します。
5. ⼈とのつながりを⼤切にし、常に感謝の気持ちを持ちます。

 ⽣徒の代表が宣⾔とその趣旨を述べました。

 続いて教員宣⾔を⾏いました。本校では、毎年、本校のマニフェストとその趣旨を「宣⾔」という形で⽣徒に伝えてい
 この後、1年⽣はオリエンテーションが⾏われました。
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2016/04/08 第34回⼊学式を挙⾏しました。  | 

 平成28年度第1学期が始まりました。午前中は新2･3年⽣で新任式、始業式を⾏いました。
 午後からは⼊学⽣を迎えて第34回⼊学式を13:30から本校体育館で挙⾏しました。
 式辞で校⻑は、今年度の重点努⼒⽬標の「魅⼒ある“伊予の国のIYOKO”を⽬指して〜知性・若さ・規律・思いやり・創造
ンジ︕︕〜」を通じて⾃分⾃⾝の⽬標に向かって学校⽣活を送ることを期待し、本校のシンボルである伝統の⿃、鵬（お
うに⼤きな翼を広げて⽻ばたいていただきたいと述べました。

 これに対して、新⼊⽣代表が「伊予⾼校の伝統と歴史を学び、さらに発展できるように努⼒することを誓います」と決
た。

 週明け11⽇から本格的な⾼校⽣活がはじまります。初めてのことばかりで⼤変な時期ですが、早く学校に慣れて欲しい
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2016/04/07 平成28年度重点努⼒⽬標について  | 

 平成28年度重点努⼒⽬標をお知らせいたします。
 

魅⼒ある“伊予の国のＩＹＯＫＯ”を⽬指して
〜知性・若さ・規律・思いやり・想像⼒でチャレンジ︕︕〜

 Intelligence Youth Order Kindness Originality
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2016/04/07 年度初めの⽇程について  | 

年度初めの⽇程をお知らせいたします。
  

４月８日（金）
 ＜２･３年＞

  8︓25~ 8︓45 （旧ホームルーム・新ホームルール教室で実施します。）
  8︓50~ 9︓05 清掃(旧分担）

 9︓20~ 9︓55 新任式 始業式 ホームルーム担任等発表
10︓05~10︓55 ホームルーム活動
※式場準備以外の⽣徒は放課

 11︓00~12︓00 式場準備(２年１・２・３組の⽣徒）
＜新⼊⽣＞

 12︓30~12︓50 新⼊⽣登校 ホームルーム確認後、武道場へ
（12︓30~13︓20 保護者受付・納⾦）
12︓50~13︓20 諸連絡
13︓30~14︓20 ⼊学式
14︓40~15︓30 ホームルーム活動

４月11日（月）
  8︓25~ 9︓00 対⾯式(体育館）

＜２･３年＞
  9︓20~10︓10 課題テスト(２年︓国語、３年︓国語)

10︓25~11︓15 課題テスト(２年︓英語、３年︓英語)
11︓30~12︓20 課題テスト(２年・３年⽂II・３年理系︓数学)、4限授業(３年⽂I)
12︓20~13︓00 昼休み
13︓00~13︓50 5限授業(２・３年)
14︓00~14︓50 ⾝だしなみ指導

＜１年⽣＞
  9︓00~11︓20 オリエンテーション(体育館)

11︓30~12︓20 図書館ガイダンスまたは、4限授業
12︓20~13︓00 昼休み
13︓00~13︓50 図書館ガイダンスまたは、5限授業
14︓00~14︓50 ホームルーム単位での活動
15︓00~15︓40 部活動紹介
15︓40~15︓50 点呼、諸連絡

４月12日（火）
  8︓25~ 8︓35 ＳＨＲ

 8︓45~ 9︓35 ⾃転⾞点検・交通安全指導
＜３年⽣＞特別時間割

  9︓55~10︓45 課題テスト(地歴Ｂ科⽬）
10︓55~11︓45 課題テスト(⽂II︓｢⽣物･地学｣ 理系︓物理／⽣物)3限授業(⽂I）
11︓55~12︓45 課題テスト(理系︓化学）4限授業(⽂I、⽂II）
12︓45~13︓25 昼休み
13︓25~13︓35 清掃（新清掃分担）
13︓45~14︓35 5限授業
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14︓45~15︓35 6限ホームルーム活動
15︓45~16︓35 7限進路集会

＜２年⽣＞特別時間割
 2~6時限⽬ 特別時間割による授業

5時限⽬ ホームルーム活動
 7時限⽬ 総合的な学習の時間

 ＜１年⽣＞特別時間割
  9︓55~10︓45 図書館ガイダンスまたは、1限授業

10︓55~11︓45 図書館ガイダンスまたは、2限授業
11︓45~11︓55 体育館移動
12︓00~12︓20 校⻑講話(体育館）
12︓20~12︓45 学年主任講話（体育館）
12︓45~13︓25 昼休み
13︓25~13︓35 清掃
13︓45~15︓35 オリエンテーション、⾝だしなみ指導（体育館）
15︓45~16︓35 ホームルームでの活動

 

10:15 | 投票する | 投票数(2

2016/03/29 離任式を⾏いました。  | 

 今回の⼈事異動により、12⼈の教職員が本校を転出することとなり、離任式を⾏いました。
 転出される先⽣⽅は、伊予⾼校に対する熱い思いを語ってくださいました。
 転出される先⽣⽅の今後の活躍をお祈りいたします。そして、先⽣⽅のご期待に沿えるよう、伊予⾼校をさらに良い学
ります。

 

17:34 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2016/03/25 春季補習が終了しました。  | 

 本⽇で3⽇間の春季補習が終わりました。
 短い春休みですが、計画的な⽣活を送ってください。何かありましたら、学校に連絡をしてください。
 3⽉29⽇（⽕）は離任式があります。10︓30よりSHRがありますので、安全に気を付けて登校してください。また、新
（⾦）からスタートです。
 なお、現在リユースの制服を受け付けておりますので、卒業⽣の皆さんお願いします。
 

18:08 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/03/22 合格者への説明会を⾏いました。  | 

 合格者への説明を⾏いました。
 午前中は合格者に対する学⼒テストを実施しました。午後からは保護者の⽅と⼀緒に⼊学に関する説明⾏いました。
 ⼊学式は4⽉8⽇（⾦）13︓30より⾏われます。4⽉から共に伊予⾼校で⽣活できることを楽しみにしております。
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15:57 | 投票する | 投票数(0

2016/03/18 合格発表を⾏いました。  | 

 本⽇10時より本校では合格発表を⾏い、292名の⽣徒が合格しました。
 なお、合格者の皆さんは、3⽉22⽇（⽕）は8︓30までに本校に登校してください。また、13︓30からは、保護者とご⼀
関する説明を⾏いますので、よろしくお願いします。

 

16:10 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/03/18 3学期終業式を⾏いました。  | 

 3学期終業式を⾏いました。
 最初に、「平成27年度第47回全国⾼等学校選抜ホッケー⼤会」に出場するホッケー部の壮⾏会を⾏いました。

 この後、努⼒賞、皆勤賞や図書奨励賞、漢字テスト優秀者表彰を⾏いました。

 式辞で校⻑は、今年度1年間を振り返り、着実に成⻑している⽣徒に感慨を込めて話をされました。また、障がいを乗り
チャレンジしている⼄武洋匡さんや国枝慎吾さんの例を紹介し、積極的にチャレンジすることの⼤切さを話しました。
 4⽉からは進級し、新しい⽣徒が⼊学します。新しい学年への⾃覚を持って春休みを過ごしてください。
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16:05 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/03/16 2年⽣は学年集会を⾏いました。  | 

 本⽇のホームルーム活動で2年⽣は学年集会を⾏いました。
 本校出⾝の地理歴史科の教員が⾃⾝の⼤学で学んだことや⽣活、受験での経験などをスライドを使って説明をしました
⽬標、⽬的を持って⾏動することの⼤切さを話しました。

 学年主任からは、いよいよ3年⽣に進級する現在、やらならければならないことは何かを考えようという話をしました。

 

19:01 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/03/14 今⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 本⽇は、今年度最後の「IYOの⽇」となりました。⾏動⽬標は、「IYOの⽇の、さよなランチでクラスみんなに感謝しよ
ホームルーム担任や副担任も参加して、昼休みにみんなで仲良く昼⾷を楽しみました。
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18:21 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/03/11 東⽇本⼤震災で犠牲になった⽅々へご冥福をお祈りいたしました。  | 

 本⽇は東⽇本⼤震災から5年⽬です。
 本校でも⽞関に弔旗を掲げ、地震発⽣の14︓46には、全校⽣徒・教職員で黙とうを⾏い、犠牲になった⽅々へのご冥福
した。

 

15:57 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/03/07 クラスマッチを⾏いました。  | 

 クラスマッチを⾏いました。クラスで⾏う最後の⾏事です。今⽇1⽇⼀⽣懸命活動し、クラスの団結を確認し合っていま
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2年男⼦（バスケットボール）

2年⼥⼦（フットサル）

1年男⼦（サッカー）

1年⼥⼦（フットサル）

 

16:56 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/03/05 制服のリユースについてのお願い  | 

卒業⽣及び卒業⽣の保護者様へ
 御卒業おめでとうございます。
 さて、卒業式当⽇にプリントを配布しましたように、今年度実施して好評でありました「制服のリユース」を今後も継
ます。皆様にとっては思い出深い制服ですが、まだ使⽤に耐えられそうな制服を無償で御提供いただき、後輩に活⽤させ
いかと考えております。この趣旨に御賛同いただけます場合には、以下のような⽅法で御提供いただけますと助かります
 尚、御提供いただきました制服については、まずは5⽉6⽇（⾦）に⾏われますPTA総会の時に希望者にクリーニング代
ます。残った場合には、他のPTA⾏事や三者懇談時にも御利⽤いただこうと思います。もし、収益が出た場合についてはP
れ、活⽤させていただきたいと考えています。

記

1. 対象制服  夏服、冬服
（上着、ズボン、スカート、ベスト、セーター、シャツ、ネクタイ）
※御提供いただく制服は学校の⽅から⼀括でクリーニングに出します。

2. 提出⽇   3⽉29⽇（⽕）離任式当⽇
※卒業式が済んだ後、もう着ることがないなら、いつでも構いません。

3. 提出先  離任式当⽇ 体育館⼊⼝  ※離任式以外の⽇ 事務室

 

15:38 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2016/03/04 全校集会が⾏われました。  | 
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 全校集会で表彰伝達並びに各種委員会報告がありました。
 表彰を受けたのは次の通りです。

第54回愛媛県学⽣書道展
知事賞 1名
特選 2名
秀作 4名
⼊選 2名

第24回国際⾼校⽣選抜書展
四園地区優秀賞 書道部
⼊選 4名

愛媛サイ⼯ンスチャレンジ
奨励賞(団体)

今治オープン卓球⼤会
1位 1名

 各種委員会報告では、委員⻑が今年度の活動を振り返ったり、今後の活動の予定について報告をしました。

 

18:42 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/03/03 2年⽣対象の進路講演会を⾏いました。  | 

 2年⽣は総合的な学習の時間に「志望理由書を書いてみよう」という演題で進路講演会を開催しました。講師は、（株）
マーケティングパートナーズ専任講師の⼤野美樹先⽣です。
 これは、志望理由書を書く練習をすることで、⾃⼰理解を深め、希望している進路先の研究からその上級学校の特徴を
⾝の将来像や⾝に付ける⼒を考える機会とするのが⽬的です。
 志望理由書を書く上でのポイントをわかりやすく説明していただき、それに沿ってワークシートに記⼊していきました
った後も多くの⽣徒たちが講師の先⽣に質問をしていました。

 

21:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント
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2016/03/01 第31回卒業証書授与式を挙⾏しました。  | 

 本⽇10︓00より本校体育館にて第31回卒業証書授与式を⾏いました。303名の⽣徒が本校から旅⽴ちました。校⻑式辞

1. 困難を乗り越え、⼀歩前へ進む。
2. ⾃分の能⼒に限界を設けない。
3. 命の⼤切さと無事ここにいることの感謝の気持ち。

という、3つのはなむけの⾔葉が送られました。
 卒業おめでとうございます。卒業⽣の将来が幸多かれと祈ります。

卒業証書授与

⾨出の⾔葉

在校⽣の「第九」の合唱に送られながら退場する卒業⽣たち

 

14:44 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2016/02/29 卒業式関連⾏事を⾏いました。  | 

 3⽉1⽇（⽕）10︓00より卒業証書授与式が本校体育館で⾏われます。
 本⽇は卒業式に関連し、前⽇表彰、同窓会⼊会式、予⾏などが⾏われました。明⽇、本校を巣⽴とうとしている3年⽣は
した⾯持ちで式に臨んでいました。
 明⽇は晴れやかな気持ちで式に臨んでほしいものです。

同窓会⼊会式
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16:20 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/02/27 第2回学校評議員会を実施しました。  | 

 平成28年2⽉26⽇（⾦）16︓00より本校会議室で第2回学校評議員会を開催し、5⼈の学校評議員の⽅々と本校から校⻑
が参加しました。
 本校からは今年度の教育活動の概要とマニフェスト（数値⽬標）に対する評価の説明を⾏いました。評議員の⽅々から
育活動に対する貴重な提⾔やアドバイスをいただきました。

 

09:56 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/02/26 卒業式学年予⾏  | 

 今⽇は、3年⽣の登校⽇。卒業式のための3年⽣だけの学年予⾏が⾏われました。伊予⾼⽣でいられるのもあと数⽇。粛
る予⾏によって、少しずつ少しずつ気持ちが⾼まっていくのでしょうね。3年⽣の厳粛な気分、歩く姿勢にも感じられまし

 

15:45 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/02/24 「第九」の練習をしました。  | 

 本校では開校以来、卒業証書授与式にベートーヴェン作曲・交響曲第9番第4楽章の「歓喜の歌」を⽣徒が歌っています
 本⽇より考査の終了後、練習を始めました。
 詳細は「伊予⾼よもやま話」に後⽇掲載しますので、お楽しみに。
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14:56 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/02/17 3年⽣を対象に主権者教育を⾏いました。  | 

 本⽇は3年⽣登校⽇でした。3年⽣を対象に主権者教育を⾏いました。これは、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が
き下げられたことを踏まえ、政治参加の在り⽅について考えるとともに、模擬選挙を通じて有権者としての⾃覚を育むこ
たものです。
 愛媛県選挙管理委員会の⽅が3名、松前町選挙管理委員会の⽅が2名、来校され、選挙についての説明や、模擬投票が⾏
社会に出ようとしている3年⽣も真剣に取り組んでいました。

県選管よりの説明

受付係も⽣徒が⾏いました。

模擬投票
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何を基準に投票したかのアンケート調査

町選管と⽣徒による開票作業です。
この後、模擬投票の結果を発表しました。

 

16:56 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/02/16 1年⽣対象の進路講演会を⾏いました。  | 

 本⽇の総合的な学習の時間に1年⽣対象の進路講演会を⾏いました。（株）リクルートマーケティングパートナーズの⼤
に、「未来に必要な⼒」というテーマで講演をしていただきました。
 10年後の社会がどのよう社会になっており、⾃分たちに求められるものは何か、考えるきっかけとなりました。⽬の前
なく、⽬標を⾼く持ち、努⼒していくことの⼤切さを再認識することのできるお話でした。

失敗と成功は、反対ではありません︕
成功の反対は、チャレンジしないことです︕

 

18:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/02/15 IYOの⽇でした。  | 

 2⽉12⽇（⾦）は「IYOの⽇」でした。2⽉の⾏動⽬標は、「学年末考査に向けて今⽇から本気モードに切り替えて、学
倍!」です。2⽉23⽇（⽕）より1・2年⽣は学年末考査があります。学年末考査で「有終の美」を飾るために、

1. 各教科の⽬標設定をしよう!
2. その⽬標達成のために必要な計画を⽴てよう!
3. その計画を必ず継続しよう! 遂⾏する忍耐⼒!

を呼びかけました。
 また、この⽇は教職員が正⾨や通⽤⾨に⽴ち、⽣徒と朝の挨拶を交わしました。
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07:57 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/02/09 祝︕︕30万アクセス達成︕  | 

 平成28年2⽉9⽇(⽕)7:30に、伊予⾼校ウェブサイトにアクセスしたところ、なんと300,315アクセスが表⽰されていまし
本校のウェブサイトをご愛顧くださり、⼼より感謝申し上げます。本校のウェブサイトは、平成26年5⽉3⽇にリニューア
⽇からアクセス数がカウントされ始めました。2年弱の期間ですが、その間に各コーナーもずいぶん充実してきたと思いま
今年度は、開校⽇はほぼ毎⽇更新され、リアルタイムで伊予⾼校の情報を世界に発信できていると思います。今年度の毎
数の平均は645アクセスです。
 保護者の皆様、地域の⽅々、伊予⾼校に興味のある中学⽣の皆様、伊予⾼の卒業⽣の皆様、伊予⾼⽣の皆さん、そして
開いてくれた皆様、これからも楽しい伊予⾼校の情報を提供いたします。おめでとう︕30万アクセス︕『伊予の国』の伊
ともよろしくお願いします。

 

13:42 | 投票する | 投票数(6) | コメ

2016/02/03 3年⽣登校⽇でした。  | 

 本⽇は3年⽣の登校⽇でした。（⼟⽇も含め、）5⽇ぶりに登校した⽣徒さんも多かったことでしょう。
 愛媛県⽴医療技術⼤学教授(産婦⼈科医師) 草薙康城先⽣を講師にお迎えし、「あなたとあなたの⼤好きな⼈のからだは
感染症〜」という演題で性教育講演会を開催しました。正しい知識を⾝に付け、互いが⾃分と愛する⼈々を守っていきま

 

18:06 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/02/02  | 
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