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マラソン⼤会を⾏いました。

 マラソン⼤会を実施し、男⼦は約5km、⼥⼦は3kmのコースを⾛りました。
 天候にも恵まれ、ほとんどの者が完⾛を果たしました。また、今年度は1年⼥⼦で⼤会新記録が出ました。

2年⼥⼦

2年男⼦

1年⼥⼦

1年男⼦

 

18:45 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/02/01 3年⽣は家庭学習期間に⼊りました。  | 
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 3年⽣は本⽇より家庭学習期間に⼊りました。⼤学⼊試⼀般試験も本格的になりました。進路⽬標達成に向け、がんばっ
い。
 また、⼀部の3年⽣は補習や⾯談で登校をしています。いつもと変わりない⽣活で努⼒を積み重ねています。

3年⽣の教室にて。補習の⼀コマ

 

18:24 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/01/28 表彰伝達を⾏いました。  | 

 12⽉から1⽉までに⾏われた各種⼤会の表彰伝達が⾏われました。受賞したのは以下の通りです。

四国⾼等学校選抜ホッケー⼤会 優勝
四国⾼等学校選抜ホッケー⼤会 優秀選⼿ 4名
書界展 書道部教育⻑賞1名、特選3名
愛媛県⾼等学校選抜太会（ソフトテニス） 団体3位、個⼈3位
アンサンブルコンテスト愛媛県⼤会 ⾦賞・県代表
第32回愛媛県⾼等学校家庭科ホームプロジェクト作品 佳作1名
第7回四国ジュニアピアノコンクール 教育⻑賞1名

 

12:03 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/01/26 2年⽣は進路集会を⾏いました。  | 

 2年⽣は進路集会を⾏いました。
 学年主任からは、3年⽣の0学期であるという⾃覚を持つこと。受験勉強のスタートはいつでも始めることができるが、
ほど良いこと。そのために⽣活の⾒直しを図らないかという話がありました。この後、進路希望に応じた今後の⽣活の⼼
て、学年の教員がそれぞれの⽴場で話をしました。
 それぞれの進路⽬標に向かってがんばってもらいたいものです。
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18:00 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/01/25 伊予⾼の雪景⾊  | 

 今⽇、15時40分頃、伊予⾼校に雪が積もりました。本当に⼀瞬の出来事でした。何となく窓の外が⽩くなったような気
となく雪の降る⾳が聞こえてきたような気がして、ふと外を⾒ると真っ⽩な雪が伊予⾼を包み込みました。
 四季の美しい⽇本に⽣まれてよかったなあと感じられる⾵景でしたね。明⽇は寒気が抜けるということですが、朝が⼼
には最⼤限の注意を払うようお願いします。

 

17:40 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2016/01/25 マラソンコースの試⾛をしました。  | 

 2⽉2⽇（⽕）に予定されている校内マラソン⼤会に向けて、実際のマラソンコースを試⾛しました。
 週末の寒波の影響で肌を刺すような寒さですが、⽣徒たちは元気に⾛りました。
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13:47 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2016/01/22 1⽉23⽇、24⽇の模試について  | 

 1⽉22⽇（⾦）〜25⽇（⽉）に⽇本列島に第1級の寒波が襲来するとの予報が出ており、天候について予断を許さない状
23⽇（⼟）、24⽇（⽇）に実施予定の模試について以下のようにしますので、安全に最⼤の配慮をして登校してください

朝、6時の段階で暴⾵（雪）警報が発表されている場合は模試延期。
実施（8︓25）までもしくは実施途中に暴⾵（雪）警報が発表された場合は、即時下校。
23⽇（⼟）に暴⾵（雪）警報が発表された場合

中⽌分を24⽇（⽇）に実施。
1年⽣は24⽇（⽇）で模試は終了する。
2年⽣は23⽇（⼟）の分に加え数学、理科（基礎科⽬）を実施する（16︓45終了）。
2年⽣の理系は26⽇（⽕）に理科（化学）を実施する。

23⽇（⼟）実施し（1年⽣は終了している）、24⽇（⽇）に暴⾵（雪）警報が発表された場合
30⽇（⼟）は県学⼒テストのため、2年⽣の24⽇実施予定分は31⽇（⽇）に実施する。

23⽇（⼟）、24⽇（⽇）の 両⽇とも暴⾵（雪）警報が発表された場合
30⽇（⼟）は県学⼒テストのため、1年⽣は1⽉31⽇（⽇）で実施。
2年⽣は31⽇（⽇）と2⽉6⽇（⼟）で実施。

上記以外の場合は本校公式ウェブサイト等で連絡を⾏う。

 暴⾵（雪）警報が発表されていない場合でも、強⾵や降雪等で登校に⽀障がある場合は、無理に登校する必要はありま
は、後⽇受験で対応できますので、必ず、学校に連絡をしてください。くれぐれも安全には最⼤の配慮をしたうえで、登
ます。
 

17:20 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/01/19 本⽇の登校について  | 

 現在、中予地⽅に暴⾵雪警報の発表されていますので、登校について確認いたします。
  

「暴⾵（雪）警報」が発表された場合
 登校時において、「中予地⽅」に「暴⾵警報」⼜は「暴⾵雪警報」が発表された場合、⾃宅で待機する。

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。

 

07:37 | 投票する | 投票数(36) | コメント

2016/01/15 3年⽣は学年集会を⾏いました。  | 

 1⽉16⽇（⼟）・17⽇（⽇）は⼤学⼊試センター試験です。
 本⽇4限⽬に3年⽣は学年集会を開きました。
 校⻑からは、受験は最後の5分が⼤事である。最後までやりきること。平常⼼で臨み、⾃分を信じてがんばってほしいと
葉がありました。
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17:43 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/01/14 本⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 1⽉14⽇（⽊）は『IYOの⽇』です。
 今⽉の⾏動⽬標は「1⽇4⼈以上の友達に、あなたから熱いエールを送ろう」としました。互いに励まし合い、⽀え合う
湧いてくるような、1⽇にしてもらいたいという想いを込めています。
 本⽇は、教職員が朝から気持ちのよいあいさつを交わすため、正⾨・通⽤⾨や⾃転⾞置き場に⽴ちました。

 

13:01 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/01/12 1年⽣は進路集会をしました。  | 

 1⽉12⽇（⽕）7限の総合的な学習の時間に、1年⽣は進路集会を⾏いました。
 1学年3学期が2学年のステップの学期になるように、⽣活全般についてや、⼼構え、学習法、また、どのような⼒をつけ
らないか、そのためにはどうすればよいかを考えることを⽬的としています。
 いろいろな教員がそれぞれの⽴場から話をしました。どの⽣徒も真剣に教員のアドバイスに⽿を傾け、⼤変有意義なも
た。今後の⽣活にぜひ⽣かして欲しいです。

 

18:57 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2016/01/12 マラソン⼤会に向けて練習を開始しました。  | 
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 本校では、例年マラソン⼤会を実施しており、1・2年⽣が参加します。本年度も2⽉2⽇（⽕）に実施する予定です。
 体育の時間には、マラソン⼤会に向けて練習を⾏っています。現在、学校の周りを男⼦は6周、⼥⼦は4周しています。
離を少しずつ増やしていき、実際のマラソンコースを試⾛することになっています。

 

16:41 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2016/01/07 3学期が始まりました。  | 

 本⽇より3学期がスタートです。
 始業式の式辞で校⻑は、⾃分⾃⾝の⺟との関係から、周りの⼈への感謝の気持ちを持つことの⼤切さを、さらに、⾃⼰
⽬標に向って努⼒することの⼤切さを述べました。
 3学期は仕上げの学期です。新しい年度に向って、ともにがんばりましょう。

 

12:15 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2016/01/06 鶴姫伝説ファイナル公演  | 

 平成28年1⽉4⽇（⽉）坊っちゃん劇場において、ミュージカル「鶴姫伝説」の千秋楽公演が⾏われました。千秋楽公演
後の２回⾏われましたが、どちらも「伊予⾼校吹奏楽⽣演奏特別公演」として開催され、本校吹奏楽部が2度⽬の⽣演奏に
た。千秋楽を飾るにふさわしい演奏で、ミュージカルに華を添えることができたと思います。いつまでも鳴り⽌まぬスタ
ベーションに感動しました。
 脚本を⼿がけた⾼橋知伽江先⽣からも、「ただの⽣演奏ではなく、⼈物の⼼に寄り添う演奏でした」と賛辞をいただき
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12:57 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2016/01/05 3年⽣がんばっています。  | 

 1⽉16⽇（⼟）、17⽇（⽇）は、⼤学⼊試センター試験です。あと10⽇と迫りました。
 3年⽣はこの冬休み、センター試験と同じ時間割、同じ実施時間で過去問を解き、本番に向けて気持ちを⾼めています。
なった教室はピリッとした空気に包まれていました。

 

17:28 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2016/01/04 あけましておめでとうございます  | 

 あけましておめでとうございます。本年も本校をどうぞよろしくお願いいたします。
 本校では、1⽉1⽇に、3年⽣有志50名以上が受験に向けて、初⽇の出を拝むため登校しました。今年は例年になく澄んだ
験に向って幸先の良い空でした。
 校舎の屋上に集合し、⼭の間から姿を現した初⽇の出を拝み、これからの受験に向けて、仲間たちと気合を⼊れます。
集合写真を撮りました。
 これからの受験に向け、全員で頑張りましょう︕︕
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08:46 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/12/24 「ICT教育」のページを作りました。  | 

 本校は、今年度ICT教育実践校に指定されました。タブレットや電⼦⿊板を取り⼊れた授業を研究開発するのが⽬的です
 このページを⽤いて本校の実践についてお知らせいたしますので、よろしくお願いします。
 

12:06 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/12/22 松前町第九演奏会で本校吹奏楽部が演奏しました。  | 

 12⽉20⽇（⽇）午後2時より、松前町総合⽂化センター広域学習ホールで「2015松前町第九演奏会」が開催され、本校
奏しました。
 第1部の吹奏楽部の演奏の後、第2部でベートーヴェン作曲・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱」付・第4楽章「歓喜の
トの⽅や、松前ひまわり少年少⼥合奏団をはじめとする松前町の⽅々で結成された「松前町第九合唱団」と⾼らかに演奏
 

10:29 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/12/19 平成27年度「えひめ教育⽉間」関連事業の実施状況をお知らせします。  | 

 11⽉は「えひめ教育⽉間」でした。
 本校で実施した「えひめ教育⽉間」関連事業の実施状況を掲載いたしました。

 こちらからご覧ください。
 

13:20 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/12/18 終業式を⾏いました。  | 

 第2学期の終業式を⾏いました。
 式に先⽴ち表彰伝達が⾏われ、以下の⽣徒たちが受賞しました。

愛媛県総合⽂化祭
吹奏楽部⾨（優秀）
書道部⾨（優秀2名、奨励1名）
写真部⾨（奨励1名）
リーフレット原画募集（優秀）

⼈権尊重の意識を⾼めるためのポスター作品募集（優秀1名、⼊選1名）
第50回⼦規顕彰松⼭市⼩中⾼校⽣俳句⼤会（特選3名、⼊選1名）
税に関する作⽂（⽀部⻑賞1名、優秀1名）
⼋幡浜市団体卓球⼤会（第2位）
校内読書感想⽂コンクール（最優秀1名、優秀3名）

 式辞で校⻑は、先⽇⾏われた、研究授業を参観した際の内容に触れ、伊予⾼⽣には輝くものがあり、それを成し遂げる
らに、⽣徒の無限の可能性を引き出し、⽀えてくれる先⽣⽅がいるという話をし、何事にも挑戦をしていくことの⼤事さ
た。
 12⽉21⽇（⽉）から25⽇（⾦）まで冬季補習があります。第3学期の始業式は1⽉7⽇（⽊）です。実り多い冬休みにな
いたします。
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15:45 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/12/17 シェイクアウトえひめ  | 

 12⽉17⽇（⽊）午前11︓00「シェイクアウトえひめ〜県⺠総ぐるみ地震防災訓練〜」が、本校においても実施されまし
フ地震を想定して、(1)DROP!（まず低く）、(2)COVER!（頭を守り）、(3)HOLD ON!（動かない）の安全確保⾏動を約1
⻫に⾏いました。⾃分の命は⾃分で守るという意識啓発につながったことと思います。
 1年⽣の教室では、家庭科の授業中に作った『防災ずきん』を⼀⼈⼀⼈が⾝に付けて、訓練を実施しました。

 

13:08 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/12/16 英語の研究授業がありました。  | 

 「コミュニケーション英語I」の研究授業を⾏いました。
 「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る」ことを⽬的とし、「オール・イングリッシュ」の授
ました。指導者は新規採⽤教員として⼀年間活躍されてきた男性の先⽣です。⼀年間の集⼤成ともいえるこの研究授業は
の可能性を感じさせるようなすばらしい内容であったと思います。⽣徒も積極的に授業に参加し、楽しいものとなりまし

 

18:17 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2015/12/16 「伊予⾼よもやま話」のページを作りました。  | 

 伊予⾼校のことをよく知ってもらうために、伊予⾼校にまつわるいろいろな話を紹介します。
 学校紹介の中に「伊予⾼よもやま話」のページを作りましたので、楽しみにして下さい。
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15:59 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/12/15 1年⽣の調理実習  | 

 家庭科の研究授業で、調理実習が⾏われました。メニューは「はんぺんのすまし汁」と「豚⾁のしょうが焼き」、付け
やしとニラの炒め物とトマト」です。
 かつおだしの取り⽅や、⾁の下処理と焼き⽅を学んだほか、汁物の適正な塩分濃度や和⾷の配膳にまで気を配った実習
班、協⼒して、楽しくおいしく調理ができました。

 

13:30 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/12/15 IYOの⽇でした。  | 

 毎⽉14⽇はIYOの⽇です。12⽉14⽇（⽉）も充実した⼀⽇となるため、教職員が正⾨・通⽤⾨そして⾃転⾞置き場など
いあいさつを交わしました。
 今⽉の⾏動⽬標は「IYO⾼ポジティブday! 今⽇⼀⽇前向きな発⾔を⼼がけ、強運を呼び込もう!」としました。ボジテ
で⽣活を⾏うのがねらいです。
 みなさんは、前向きに学校⽣活を送っていますか。

 

11:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/12/09 グループマッチを⾏いました。  | 

 今年度最後のグループマッチを⾏いました。天候に恵まれ、1⽇スポーツに親しみ、⽣徒や教員との親睦を深めました。
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1年男⼦（ハンドボール）

1年⼥⼦（バレーボール）

2年男⼦（ソフトボール）

2年⼥⼦（バスケットボール）

3年男⼦（サッカー）

3年⼥⼦（ドッジボール）

 競技の後、表彰式を⾏いました。年間総合優勝は「紅陽グループ」に決定しました。
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16:29 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/12/08 デートDV講演会が⾏われました。  | 

 2年⽣を対象にデートDV講演会が⾏われました。毎年この時期に⼈権擁護委員の⽅をお招きし、講演を⾏っています。
 ⼈権擁護委員の仕事の紹介をしていただいた後、デートDVについて、ビデオやスライドで分かりやすく説明していただ
DVは「犯罪」であり、重⼤な「⼈権侵害」であることを理解し、対等な⼈間関係を築いていきたいものです。

 

18:58 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/12/04 ホームルーム活動の公開授業を⾏いました。  | 

 12⽉3⽇（⽊）に本校の地理歴史科の教員が「内藤素⾏の⽣き⽅」という主題で、公開授業を⾏いました。これは、先⽇
部科学省⼈権教育研究指定校研究発表会の際に、参加された⽅から好評をいただいた授業を、本校教員の研修のために⾏
す。
 内藤素⾏は、幕末の伊予松⼭藩の武⼠、明治期の官吏、明治・⼤正期の俳⼈で、明治時代初めの学制の発布の際、あら
どもたちの就学に尽⼒したことでも知られています。内藤の⼈権感覚を理解させることを通して、⽣徒⾃⾝の⼈権意識を
⽬標として、授業を⾏いました。
 授業では、調べ学習や劇などを取り⼊れ、⽣徒が⾃ら考え、知識だけではなく、感性も含めて、理解を深めていく内容
たちも積極的に授業に参加しました。
 

18:37 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/11/26 松前⼩学校の児童の皆さんが来校しました。  | 

 松前町⽴松前⼩学校の6年⽣の児童20名が本校に来校しました。
 松前⼩学校における総合的な学習の時間の「働くことについて考えよう」という授業の⼀環です。働く⼈の話を聞いた
⾒たりすることを通して、働くことの意義についての理解を深め、⾃分の将来に対して前向きに進んで聞こうとする態度
ねらいとしているそうです。
 本校図書館にて、本校教員が児童の皆さんの質問に答えるという形で⾏いました。様々な質問が出て、⼩学⽣の仕事に
深さが感じられました。
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11:53 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/11/25 推薦⼊学者選抜に係る「出願資格の詳細」を掲載しました。  | 

 ⼊試情報のページに「平成28年度 推薦⼊学者選抜に係る本校が定める「出願資格の詳細」」を掲載しましたので、お
す。
 

14:18 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/11/24 ⾼⽂祭が開催されました。  | 

 第29回愛媛県⾼等学校総合⽂化祭が11⽉20⽇（⾦）〜22⽇（⽇）（美術・⼯芸、書道、写真部⾨は11⽉19⽇（⽊）〜2
の⽇程で⾏われました。本校は、演劇部、吹奏楽部、美術部、書道部、写真部、放送・IT部、そして、華道部が各部⾨に参
た。
 書道部⾨では優秀賞に2名、奨励賞に1名が選ばれました。また、写真部⾨では奨励賞に1名選ばれました。さらに、吹奏
優秀に選ばれました。なお、書道部⾨優秀賞の2名は、来年8⽉に広島県で開催される、「2016ひろしま総⽂〜第40回全国
⽂化祭」への出品の推薦をいただきました。さらに、吹奏楽部も同⼤会への出場の推薦をいただきました。

 

10:55 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/11/20 ⾼⽂祭が始まりました。  | 

 第29回愛媛県⾼等学校総合⽂化祭が11⽉20⽇（⾦）〜22⽇（⽇）（美術・⼯芸、書道、写真部⾨は11⽉19⽇（⽊）〜2
の⽇程で⾏われます。本校は、演劇部、吹奏楽部、美術部、書道部、写真部、放送・IT部、そして、華道部が各部⾨に参加
 本⽇は、午前に総合開会式がひめぎんホールメインホールで開催されました。午後からは、放送部⾨がひめぎんホール
放送・IT部が参加しました。また、ひめぎんホールの2Fのロビーでは華道部⾨が開催されており、本校華道部の作品が22
展⽰されています。
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 明⽇11⽉21⽇（⼟）は、愛媛県⽣涯学習センター県⺠⼩劇場で演劇部⾨が開催され、本校演劇部が発表します。また、
11⽉22⽇（⽇）にひめぎんホールメインホールで開催され、本校吹奏楽部が演奏します。美術・⼯芸、書道、写真部⾨は
で愛媛県美術館南館で開催され、各部の⽣徒の作品が展⽰されています。
 

18:36 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/11/18 学校保健・学校安全委員会が開催されました。  | 

 11⽉18⽇（⽔）16︓00より、本校会議室にて学校保健・学校安全委員会が開催されました。⽣徒・職員の健康安全を保
めに、学校保健年間計画・学校安全年間計画の内容と実施について協議し、共通理解をはかることが⽬的です。学校医の
PTAからは3⼈の代表の⽅にも出席をいただきました。
 ⽣徒保健委員会、⽣徒交通員会、⽣徒環境美化委員会の各⽣徒代表から委員会活動についての報告があった後、学校保
の現状と課題についての報告が、担当の教員よりありました。
 学校医の先⽣からは、今後の学校運営に有意義な御指導・御助⾔をいただきました。

 

17:27 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/11/18 全校集会が⾏われました。  | 

 全校集会において、表彰伝達が⾏われました。
 全⽇本吹奏楽コンクール全国⼤会で銅賞となった吹奏楽部と、愛媛県⾼等学校新⼈⼤会で団体3位となったソフトテニス
れました。

 なお、約1か⽉前より⼯事を⾏っていた、体育館の照明⼯事が終了しました。LEDへ交換したことにより、すぐに明るさ
うになり、授業や⾏事の進⾏がスムーズになりました。
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体育館後⽅

体育館前⽅

 

09:33 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/11/13 本⽇はIYOの⽇です。  | 

 本⽇は「IYOの⽇です」。充実した1⽇となるように、⽣徒と教職員が⼀つの⽬標に向って努める⽇です。
 今⽉の「IYOの⽇」の⾏動⽬標は「IYO⾼みきゃん応援1ポチ宣⾔︕⾒せてや、君の愛媛（IYO）愛︕」としました。イン
投票は11⽉16⽇（⽉）18時までとなっています。皆さんの御協⼒をお願いします。
 また、本⽇は通学路における交通指導や、校⾨での、教職員による朝のあいさつなどを⾏いました。

 

10:38 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/11/12 全校集会を⾏いました。  | 

 全校集会で、⼈権作⽂の優秀な作品を、1・2年から1篇ずつ発表しました。
 1年⽣は、いじめをなくすために、⾃分たちができることを、2年⽣は、戦後70年、今こそ⽣の戦争体験から学ぶべきで
いうことをテーマに発表しました。
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