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09:51 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/11/10 アイレックス1⽇講義を⾏いました。  | 

 本校では毎年この時期に2年⽣を対象に、「アイレックス1⽇講義」と称し、上級学校の⽅にお越しいただき、⽣徒が希
とに分かれて、ガイダンスをしていただいています。このことにより、⽣徒の進路選択・決定に役⽴たせることが⽬的で
 今年度ものべ14の学校から各分野の先⽣をお招きして、研究内容や卒業後の進路先などについてお話をしていただきま
 講師の先⽣並びに、運営をサポートしていただいたキッズコーポレーションのみなさまに感謝いたします。ありがとう
た。

 

19:01 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/11/09 中⾼連絡協議会が開催されました。  | 

 11⽉9⽇（⽉）、10⽇（⽕）は授業公開となっております。これに合わせて、中⾼連絡協議会を開催いたしました。
 松前町の3つの中学校をはじめ、近隣の中学校の関係者、約40名の参加をいただきました。授業を参観していただいた後
況説明と協議がありました。
 関係者のみなさま、御参加くださりありがとうございました。
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18:40 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/11/09 みきゃんがピンチです。  | 

 ゆるキャラグランプリ2015で、週末に⼤きな動きがありました。これまで1位だった愛媛県イメージアップキャラクター
ん」が浜松市マスコットキャラクター「出世⼤名家康くん」に抜かれてしまいました。
 伊予⾼では全校を挙げて「みきゃん」を応援するべく、今⽉の「IYOの⽇」の⾏動⽬標を「IYO⾼みきゃん応援1ポチ宣
や、君の愛媛（IYO）愛︕」としました。皆さんの御理解・御協⼒をよろしくお願いします。

 

11:52 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2015/11/06 全校集会を⾏いました。  | 

 読書週間にちなみ、全校集会でブックトークを⾏いました。
 テーマは、「愛媛県の魅⼒を語れますか」です。担当の図書委員は、今⽇紹介する本を選んだり、紹介⽂を書いたり、
するなど、約１か⽉にわたって取り組んできました。
 本⽇紹介した本は、本校図書館の展⽰コーナーにて展⽰しております。

 

15:35 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/11/06 授業公開について（御案内）  | 

 本校では、平成16年度から相互授業参観週間を設けて、教員相互の研修に努めて参りました。本年度も11⽉9⽇（⽉）か
（⾦）までの問、第2回⽬を実施いたします。
 つきましては、保護者の皆様にも下記のとおり授業を公開いたしますので、御多⽤中とは存じますが、御来校を賜り、
の様⼦を参観していただきますとともに、御感想等をお教えくださいますようお願い申し上げます。

記
1. 公開⽇
平成27年11⽉9⽇（⽉）、11⽉10⽇（⽕）の2⽇間
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2. ⽇程
３限 10︓55〜11︓45
４限 11︓55〜12︓45
昼⾷ 12︓45〜13︓25
清掃 13︓25〜13︓35
５限 13︓45〜14︓35
６限 14︓45〜15︓35
７限 15︓45〜16︓35

3. 受付
 当⽇の受付場所は、事務室前です。資料等を配布いたしますので、受付を済ませてから御参観ください。

4. その他
 事前の申込み等は必要ございません。授業の途中からの御参観でも結構です。ぜひ お誘いあわせの上、御来校く

 

09:41 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/11/02 吹奏楽コンクール全国⼤会に出場しました。  | 

 11⽉1⽇（⽇）に、第63回全⽇本吹奏楽コンクール（全⽇本吹奏楽連盟、朝⽇新聞社主催）が、名古屋国際会議場で開か
⾼校の部で銅賞となりました。たくさんの⽅の応援に⽀えられました。ありがとうございました。

 なお、本校放送・IT部が制作した吹奏楽部の紹介ビデオが「朝⽇新聞デジタル」のウェブサイトに掲載されています。合
ください。
 

11:58 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/10/30 ⼊札情報を更新しました。  | 

 ⼊札情報を更新いたしました。
 事務室のページ、もしくは、横の「pickup」よりご覧ください。
 

09:17 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/10/29 表彰伝達を⾏いました。  | 

 全校集会で表彰伝達を⾏いました。
 家庭クラブ及び吹奏楽部に「第15回松前町社会福祉⼤会・学校功労者団体表彰」を、吹奏楽部に「⻄⽇本バンドフェス
本」に出場した感謝状がそれぞれ伝達表彰されました。

 

09:41 | 投票する | 投票数(1) | コメント
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2015/10/29 本館⽞関前に菊を飾っています。  | 

 現在、本校正⾯⽞関のロータリーには、菊の鉢植えがずらりと並んでおり、可憐な花を咲かせています。
 「菊友の会」という⽣徒と教員が参加しているサークルが、毎年世話をしているもので、「菊作りはひとづくり」をモ
しています。
 満開のもの、⼋分咲きもの、⽩、⻩、⾚などいろいろあります。しばらくは私たちの⽬を楽しませてくれるでしょう。

 

09:39 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/10/27 防災避難訓練を⾏いました。  | 

 第2回防災避難訓練を⾏いました。
 あいにくの⾬で、急遽、避難場所を体育館に変更しました。また、予定していた、消⽕活動体験、起震⾞による地震体
による屋上からの避難体験は、中⽌となりました。
 代わりに消防庁が編集した電気⽕災のDVDを鑑賞し、トラッキング現象等の電気による⽕災について学びました。コー
ま使⽤しないことや、コンセント付近の埃はしっかりと取り除くなど、⽇ごろの私たちの⽣活を振り返る参考となりまし

 

19:17 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/10/22 ⽂部科学省⼈権教育研究指定校研究発表会が⾏われました。  | 

 ⽂部科学省⼈権教育研究指定校研究発表会が⾏われ、100名を超える関係者の⽅々に本校の⼈権・同和教育の取組を⾒て
した。
 公開授業の後、学年ごとの分科会、午後からは全体会を⾏いました。
 公開授業では、どの⽣徒も熱⼼に取り組む姿がみられ、参加された⽅々からもお褒めの⾔葉をいただきました。
 参加された皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
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17:10 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/10/22 急募︕（PTA研修旅⾏）  | 

 10⽉13⽇付で 研修旅⾏の御案内の⽂書をお⼦様を通じて、お渡ししました。しかし、どうも、保護者の皆様のお⼿元
いケースがあるようです。
 締切⽇は10⽉23⽇（⾦）ですが、10⽉末まで⼤丈夫です。⼤⼈の修学旅⾏に出かけませんか︖ 皆様の御参加をお待ち
 参加希望の場合は、お⼦様に持たせていただくか、電話（伊予⾼校984-9311 担当︓⾼⽯）でお知らせください。
 

17:05 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/10/21 吹奏楽部壮⾏会を⾏いました。  | 

 第63回全⽇本吹奏楽コンクールが11⽉1⽇（⽇）に名古屋国際会議場で⾏われます。
 出場する本校吹奏楽部の壮⾏会を⾏いました。
 校⻑からは、坊っちゃん劇場におけるミュージカルの伴奏をはじめ、様々なプロジェクトを成功させていく中で、よく
ばってきた。悔いのない演奏をしてきてほしいとの激励の⾔葉がありました。
 吹奏楽部の部⻑・副部⻑からは、応援してくださっているすべての⽅々に感謝の気持ちを持って、応援を「⼒」と「⾳
国⼤会では⼀⽣懸命演奏をしていきたいとのお礼の⾔葉がありました。

 

10:29 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/10/20 新2年⽣類型選択及び教育課程説明会が開催されました。  | 
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 1年⽣対象に新2年⽣類型選択及び教育課程説明会を開催しました。
 本校では、2年⽣において、⽂系・理系が2つの類型に分かれます。⾃⾝の進路に直結する事柄ですので、⼗分に考えて
と思います。
 保護者の⽅々にも多数ご出席いただきました。ありがとうございました。

 

17:28 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/10/19 第15回松前町社会福祉⼤会において表彰していただきました。  | 

 10⽉17⽇（⼟）松前総合⽂化センターにおいて、第15回松前町社会福祉⼤会が⾏われ、ボランティア活動を通して地域
たとして、本校吹奏楽部と家庭クラブが、「学校功労者団体表彰」を受けました。
 今後も地域の⽅々の少しでも役⽴つような活動を実践していきたいと思います。

吹奏楽部

家庭クラブ

 

13:50 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/10/15 体育館の照明⼯事を⾏っています。  | 

 現在、体育館の照明器具の交換⼯事を⾏っています。

従来は⽔銀灯でしたが、
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これをLED照明に取り換えています。

 ⻑期にわたり、交換が不要であるというメリットがあるそうです。
 

12:57 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/10/15 全校集会を⾏いました。  | 

 全校集会を⾏いました。
 陸上競技部とソフトテニス部の表彰伝達の後、⽣活指導課より交通安全についての講話がありました。⾝の回りに起こ
し、対処できるようにしておくこと、特に⾃転⾞を整備しておくこと、駐輪の際は施錠をすること、安全運転に⼼掛ける
しました。

 

09:55 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/10/14 今⽇は「IYOの⽇」のHappy Lunch  | 

 毎⽉14⽇は、IYOの⽇です。今回のテーマは「Let's enjoy happy lunch together!（先⽣と⽣徒が教室で楽しくランチをし
した。皆さん楽しいお昼休みを過ごせましたか︖伊予⾼って本当にアットホームで素敵な学校だなってことを再確認した
(*^_^*)
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15:43 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/10/13 新3年⽣類型選択及び教育課程説明会を開催しました。  | 

 2年⽣対象に新3年⽣類型選択及び教育課程説明会を開催しました。
 本校では、3年⽣において、⽂系が2つの類型に分かれます。また、理系は数学や理科の科⽬を選択することとなります
 100名を超える保護者の⽅々にもご参加いただきました。ありがとうございました。

 

18:30 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/10/09 ワックス塗りを⾏いました。  | 

 本⽇で第2学期中間考査が終了しました。
 考査終了後、教室の床にワックスを塗りました。今年度は7⽉に実施する予定でしたが、⾬のため中⽌となっていました
ぶりに実施できたことになります。清掃の後、隅々まで丁寧に塗りました。

 

17:34 | 投票する | 投票数(0) | コメント
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2015/10/08 ピロティー屋上にて  | 

 連⽇秋晴れが続いています。
 本校のピロティー屋上からの⽇の⼊りです。今の季節、瀬⼾内海の⽔平線に太陽が沈んでいく様⼦が⼤変きれいです。

（平成27年10⽉7⽇18時ごろ

 

08:53 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/10/01 ⾮⾏防⽌教室が開かれました。  | 

 伊予警察署⻄⽥誠⽣活安全課⻑を講師にお招きし、⽣徒の規範意識の⾼揚と正義感や⾃⼰抑制⼒などを養うことを⽬的
教室を開催しました。
 薬物乱⽤防⽌、スマートフォン使⽤に伴う被害防⽌、⾃転⾞の正しい乗り⽅などを講演いただきました。

 

18:56 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/09/29 献⾎のお礼  | 

 9⽉25⽇（⾦）の⽂化祭では、50名の⽅に献⾎を希望していただけました。ありがとうございました。
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11:06 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/09/29 アイレックスコンサートにみきゃんがやってきた︕  | 

 愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」が9⽉27⽇（⽇）にひめぎんホールで⾏われた「アイレックスコンサー
てきました。本校吹奏楽部の演奏を⼤いに盛り上げてくれました。

 

08:18 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/09/28 アイレックスコンサートが開催されました。  | 

 9⽉27⽇（⽇）、第28回伊予⾼校芸術発表会「アイレックスコンサート」が、ひめぎんホール（メインホール）で開催さ
 多数の⽅にご来場いただき、ありがとうございました。

 

12:00 | 投票する | 投票数(2) | コメント
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