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2015/09/25 アイレックスコンサートが開催されます。  | 

 第28回伊予⾼校芸術発表会「アイレックスコンサート」を9⽉27⽇（⽇）に、ひめぎんホール（メインホール）で17︓3
は17︓00）⾏います。
 坊っちゃん劇場で上演中のミュージカル「鶴姫伝説」の出演者との共演など、多彩なプログラムを⽤意しておりますの
場ください。
 なお、今年度は整理券を配布しておりませんので、直接会場までお越しください。
 また、本校⽣は制服で来場、⾃転⾞利⽤の場合は駐輪係の教員の指⽰に従うようにしてください。
 

18:21 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/09/25 ⽂化祭を開催しました。  | 

 「刻（とき）」のテーマのもと、第33回⽂化祭を⾏いました。⽂化部やクラスなどの発表や展⽰、出店などを、⽣徒は
した。

各催しには⾏列ができました。

東京ケーキを焼いています。

みきゃんは⼤⼈気。あっちこっちで記念撮影

「い〜よ・伊予⾼フェスティバル」では、⽣徒の多彩な活躍がみられました。

 

18:12 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2015/09/25 みきゃんちゃん!!ようこそ、伊予⾼校へ  | 

 ⽂化祭に合わせて愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」が本校にやってきました。校⻑室に「表敬訪問」に
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 みきゃんのTシャツを着て、お出迎えしました。

 

17:33 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/09/24 ⽂化祭に「みきゃん」が来ます︕  | 

 明⽇、9⽉25⽇（⾦）は⽂化祭です。⽂化部やクラスなどの発表や展⽰をお楽しみください。本⽇は午後から、準備やリ
⾏いました。

 なお、明⽇の⽂化祭には、愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」が本校にやってきます。いろいろなところ
ん」とも触れ合ってください。

 

18:43 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/09/17 ⽂化祭の御案内  | 

 平成27年度⽂化祭を、テーマ「刻(とき)」のもと開催いたします。御来校いただき、⽣徒たちを激励くださいますよう御
げます。
 駐⾞場につきましては、伊予⾼校南側駐⾞場と、NTT松前社宅跡地を臨時駐⾞場として利⽤可能です。
 なお、技内へのお⾞の乗り⼊れは御遠慮下さい。
 また、校内は禁煙となっております。御理解と御協⼒をお願いします。
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08:14 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/09/14 本⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 本⽇は14⽇で「IYOの⽇」です。
 ⾏動⽬標として、

皆の前で堂々と、⾃分の意志を持って⾃⼰表現できる伊予⾼⽣になろう。
授業中、1⽇1回以上、必ず挙⼿をして発表しよう。

と定めました。
 みんな、授業中発表できたでしょうか。
 

18:47 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/09/09 運動会を⾏いました。  | 

 第33回運動会を開催しました。
 時折⼩⾬が降る中でしたが、⽣徒たちはそれぞれ、グループの優勝を⽬指して、⾃分の持てる⼒を⼗分発揮しました。
を組み、⾼らかに校歌を歌い、お互いの健闘をたたえ合いました。
 たくさんの保護者や卒業⽣などの⽅に御来校いただき、⽣徒たちの活動に応援をいただきました。ありがとうございま

 

17:35 | 投票する | 投票数(10) | コメント

2015/09/09 本⽇の運動会について  | 

 本⽇の運動会は予定どおり8時45分から実施します。
 

06:37 | 投票する | 投票数(21) | コメント

2015/09/08 明⽇は運動会です。  | 

 明⽇9⽉9⽇（⽔）は運動会です。本⽇は準備を⾏い、すべて整いました。
 運動会は8︓45分より開催いたします。
 なお、台⾵18号が⽇本列島に接近しております。明⽇（9⽉9⽇）の運動会の実施の有無については、午前6時30分に決定
の後、内容をこのページでお知らせしますので、よろしくお願いします。
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17:34 | 投票する | 投票数(11) | コメント

2015/09/07 運動会予⾏を⾏いました。  | 

 9⽉9⽇（⽔）に開催される運動会の予⾏を⾏いました。
 開会式・閉会式、各プログラム、学年の集団演技などを確認し、本番に向けて確認を⾏いました。
 明⽇は準備です。全校の気持ちも盛り上がってきました。
 

18:25 | 投票する | 投票数(7) | コメント

2015/09/04 運動会の御案内  | 

 平成27年9⽉9⽇（⽔）午前8時45分（⾬天順延）より、第33回運動会をテーマ「刻（とき）」のもと、4グループが繰り
等を中⼼に多彩なプログラムで開催いたしますので、御来校いただき、御声援を賜りますよう御案内申し上げます。
 

08:54 | 投票する | 投票数(11) | コメント

2015/09/03 表彰伝達を⾏いました。  | 

 本⽇の全校朝礼で、夏季休業中に⾏われた諸⼤会の表彰伝達を⾏いました。受賞したのは次の通りです。

陸上競技部
愛媛県⾼等学校中予地区新⼈⼤会100mH 3位

ソフトテニス部
⾼等学校ソフトテニス団体対抗1・2年⽣⼤会 3位

演劇部
中予地区⾼校演劇合同発表会 優秀賞

吹奏楽部
第63回全⽇本吹奏楽コンクール愛媛県⼤会 ⾦賞・県代表
第63回全⽇本吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会 ⾦賞・四国代表

書道部
第16回⾼校⽣国際美術展 佳作
全国⾼等学校総合⽂化祭 特別賞
第43回全国⾼校書道展 優秀校賞

 受賞したみなさんおめでとうございます。

 

13:52 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/09/01 「えがおは君のためにある」ご存知ですか。  | 

 「えがおは君のためにある」という曲をご存知ですか︖2017年に開催される愛顔（えがお）つなぐえひめ国体（第72回
会）・愛顔（えがお）つなぐえひめ⼤会（第17回全国障害者スポーツ⼤会）イメージソングです。
 今年度も、昨年度に引き続き、運動会において、1・2年の⼥⼦の集団演技でこの曲をバックにダンスをすることとなり
猛練習中です。
 曲はこちらからダウンロードできます。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jono3xwo6-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BC%9A%E4%BA%88%E8%A1%8C%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jono3xwo6-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jono3xwo6-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BC%9A%E4%BA%88%E8%A1%8C%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joqg7tl3z-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%BE%A1%E6%A1%88%E5%86%85 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joqg7tl3z-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joqg7tl3z-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%BE%A1%E6%A1%88%E5%86%85'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo63eq90r-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo63eq90r-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo63eq90r-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jon0x0v85-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E3%81%88%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%AF%E5%90%9B%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%94%E5%AD%98%E7%9F%A5%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jon0x0v85-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jon0x0v85-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E3%81%88%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%AF%E5%90%9B%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%94%E5%AD%98%E7%9F%A5%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82'), '_blank');
http://www.ehimekokutai2017.jp/kokutai/join/imagesong/


2018/10/26 伊予⾼⽇誌 - 愛媛県⽴伊予⾼等学校公式WebSite

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=123 235/365

みきゃんも⾒守っています。

 

16:56 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/08/31 『I〜YO みきゃん 応援し隊』からのお知らせ  | 

 ⽣徒のみなさんには、第2学期の始業式の⽇に、⽣徒会からのお知らせで紹介したとおり、「ゆるキャラグランプリ」に
したみきゃんを1位にするために、伊予⾼では、⽣徒会を中⼼に伊予⾼みきゃん応援団『I〜YO みきゃん 応援し隊』を結成
 2017年の「えひめ国体・えひめ⼤会」を盛り上げるためにも「みきゃん」にゆるキャラグランプリで「てっぺん」獲っ
ょう。友⼈や御家族のみなさんにもどんどん声を掛けて、毎⽇1つでも多くのポチで応援してください。

投票期間︓8⽉17⽇（⽉）〜11⽉16⽇（⽉）
投票⽅法︓“みきゃんのかんづめ”で確認︕

 

14:32 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2015/08/30 PTA奉仕活動を実施しました。  | 

 PTA奉仕活動を実施しました。保護者と教員合わせ100名ほどの参加を頂きました。時折⼩⾬が降る中、1時間半あまり
を流しました。
 参加してくださったみなさま、ありがとうございました。

 

10:01 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2015/08/30 本⽇のPTA奉仕活動について  | 
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 本⽇8︓00より予定しております、PTA奉仕活動は実施します。
 ただし、天候が悪いので、⽣徒は参加しないでください。
 以上よろしくお願いします。
 

06:14 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/08/28 運動会準備の開始です。  | 

 本⽇より全校⽣徒での運動会準備が始まりました。
 放課後、運動場に集合し、グループ結団式を⾏いました。
 9⽉9⽇（⽔）の本番を向けて、がんばってください。

 

17:00 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/08/27 2学期始業式を⾏いました。  | 

 本⽇より第2学期が始まり、始業式を⾏いました。
 式に先⽴ち、新任式を⾏い、保健体育科の先⽣を新しくお迎えしました
 式辞で校⻑が、今年が戦後70年の節⽬に触れ、平和と命の⼤切さについて話をされました。『⽩旗の少⼥』という沖縄
た少⼥の体験をもとにした⼩説を読んだ中学⽣の読書感想⽂を紹介することで、戦争の悲劇や命の尊さ、この世に⽣まれ
価値があることなどの話をされました。
 2学期は運動会や⽂化祭などの学校⾏事がたくさんあります。また、3年⽣は進路決定、1・2年⽣は類型選択と様々な選
ばならない時期でもあります。みんなで頑張っていきましょう。

 

12:06 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/08/25 夏季後期補習が終わりました。  | 

 本⽇、夏季後期補習が終わりました。台⾵15号の通過に伴い、悪天候でしたが、無事予定通り終わることができました
 2学期は8⽉27⽇（⽊）より実施します。
 27⽇（⽊）は⼤掃除・始業式の後、1・2年⽣は国語、英語、数学の課題テスト、3年⽣は⽊曜⽇の3限から5限の授業、昼
で、ホームルーム活動、⾝だしなみ指導を⾏います。
 明⽇26⽇（⽔）を有効に使い、27⽇（⽊）はみなさんが元気な姿で登校することを祈念します。
 

18:02 | 投票する | 投票数(1) | コメント
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2015/08/24 ⾼校⾒学会を実施しました。  | 

 ⾼校⾒学会を実施しました。7⽉27⽇・28⽇にも⾏いましたが、都合で参加できなかった中学⽣を対象に本⽇も実施いた
 4⼈の中学⽣が参加しました。本校の教育内容や、部活動などの説明や施設⾒学などを⾏いました。
 参加していただきありがとうございました。

 

15:04 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/08/24 8⽉25⽇（⽕）の登校について  | 

 台⾵15号が愛媛県地⽅に接近しており、予断を許さない状況になっています。
 明⽇、8⽉25⽇（⽕）の登校については、7時に中予地⽅に暴⾵警報が発表されているときは、補習は中⽌としますので
をしてください。発表されていないときも、普段より安全に意識して登校するようにして下さい。また、それ以後に暴⾵
れた場合は下校などの措置を取ることとなります。
 

13:23 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/08/24 吹奏楽コンクール全国⼤会に出場することになりました。  | 

 8⽉23⽇（⽇）ひめぎんホールにて第63回全⽇本吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会が⾏われ、本校吹奏楽部は⾼校A部⾨で
会出場に選ばれました。
 全国⼤会は11⽉1⽇（⽇）に名古屋国際会議場で⾏われる予定です。
 応援ありがとうございました。
 

13:22 | 投票する | 投票数(10) | コメ

2015/08/24 松前町町制60周年記念 作兵衛⼦供会議に参加しました。  | 

 8⽉22⽇（⼟）に本校⽣徒10名が松前町町制60周年記念作兵衛⼦供会議に参加しました。第3回⽬となる今回は、「課題
り、⾃分達で出来る事は何か」という主題のもと、松前町をよりよい町にするための⽅策を考えました。⽣徒達は、中学
校⽣とともに5つのグループに分かれて、松前町の好きなところと改善したいところをそれぞれ⻘⾊と⾚⾊のふせんに書き
造紙の上で並べながら話し合いを⾏いました。
 最初は緊張した様⼦でぎこちなかった話し合いも、時間が経つにつれて打ち解けあい、活発な話し合いが出来ていた班
⼦です。松前町をよりよい町にするために、⾼校⽣にしかできない活動を考えていきたいと思います。
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11:52 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/08/21 運動会の準備をしています。  | 

 3年⽣の運動会の準備が始まっています。15時過ぎの補習終了から、17時の下校時間まで活動しています。
 現在は、1・2年⽣に伝えられるように⾃分たちが覚える期間です。28⽇（⾦）の全学年の準備開始までに間に合わせて

 
 

16:37 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/08/18 夏季後期補習が始まりました。  | 

 本⽇から25⽇（⽕）まで夏季後期補習を実施します。教室に活気が戻りました。
 また、本⽇より運動会の準備を開始します（28⽇（⾦）までは3年⽣のみ）。1・2年⽣の補習が終了した後、体育館で全
い、準備のための諸注意を担当の教員より受けました。

 

12:49 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/08/17 愛媛県の歌を知っていますか?  | 

 「愛媛の歌」は、県政発⾜100年を記念して昭和48年2⽉20⽇に制定したものです。
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 愛媛県では、輝くふるさと愛媛づくりを推進するため、県⺠⾃⾝にふるさと愛媛の良さを認識してもらい、郷⼟への愛
⾼めていくことを⽬的として、あらためて「愛媛の歌」の普及を図ることとしました。
 愛媛県庁のウェブサイトで聴くことができますので、ぜひ⼀度お聴きください。
 

14:48 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/08/10 【メンテナンス情報】サービスの⼀時利⽤停⽌について  | 

 愛媛スクールネット（ESnet）のメンテナンスのため、以下の⽇程で、本校のウェブサイトが利⽤できなくなります。

【⽇時】平成27年8⽉15⽇（⼟）9:00 〜16⽇（⽇）18:30

 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
 

09:21 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/08/07 3年特別補習が終わりました。  | 

 3年⽣は今週特別補習を⾏い、本⽇無事に終了しました。
 全学年とも夏季休業中の後期補習は、8⽉18⽇（⽕）より実施いたします。また、この⽇には、運動会準備に関する説明
ります。この間、家庭で過ごすことが多くなりますが、⽣活のリズムを乱さず、普段とほぼ同じ⽣活ができるように⼼が
 18⽇には元気な姿が⾒られることを期待しています。
 

15:24 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/08/06 アイレックス体験学習in愛⼤を実施しました。  | 

 本校では毎年、2年の理系クラスを対象に、愛媛⼤学⼯学部の体験学習に参加しています。
 今年も2年⽣約20名が参加しました。学部・学科の特⾊や、産学連携、研究⽣活、社会的役割等について理解を深めてい

電気電⼦⼯学科の学⽣から太陽光電池の説明を受けています。

放電して⽔をきれいにする実験です。

 

17:26 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/08/05 「アイレックス座談会」を開催しました。  | 

 本校では、この時期に、今年3⽉の卒業⽣に来校してもらい、3年⽣と進路などについて話し合ってもらう「アイレック
実施しております。
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 本⽇11名の卒業⽣が来校し、3年⽣の希望者70名余りが、⾼校在学中の勉強法や進路決定、進学後の⽣活や学校の紹介に
合っていました。
 参加していただいた先輩⽅ありがとうございました。

 

18:11 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/08/03 吹奏楽コンクール愛媛県⼤会で県代表に選ばれました。  | 

 第63回全⽇本吹奏楽コンクール愛媛県⼤会⾼等学校A部⾨が8⽉3⽇（⽉）に松⼭市⺠会館⼤ホールで⾏われました。本校
⾦賞・県代表に選ばれました。ご声援ありがとうございました。
 四国⼤会は、8⽉23⽇（⽇）ひめぎんホールで開催されます。
 

16:41 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2015/08/03 国際交流で松前町夏祭りに参加しました。  | 

 8⽉1⽇（⼟）に⽇本語スピーチコンテストに参加した海外の⾼校⽣と本校⽣有志が、松前町の夏祭りで交流をしました
 朝は、塩屋海岸で⾏われた「はんぎり競漕」⾒学。海外⾼校⽣も興味深そうにはんぎりに触ったりしながら、⽇本の海
たことと思います。

はんぎり競漕

はんぎりの中に収まって記念撮影

 夜は、松前町盆踊り⼤会に「伊予⾼連」として、伊予⾼⽣30名海外⾼校⽣27名で⽇本の伝統⾏事「盆踊り」を楽しみま
声で「よいしょ、ようしょ、い・よ・こう」とかけ声を掛けながら汗だくになって踊った30分間は、きっと⽇本のよき思
と思います。踊りの前には餅巻きも⾏われ、初めての餅拾い体験にも歓声が上がっていました。
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伊予⾼⽣と海外⾼校⽣の混成チーム「伊予⾼連」

みんなで楽しく踊りました

 翌8⽉2⽇（⽇）、4泊5⽇の海外⾼校⽣との交流が終わり、⾼校⽣らが松⼭空港から旅⽴っていきました。本校⽣も20名
送りに空港へ。⽣徒会⻑がお別れの⾔葉を述べました。

⽣徒会⻑がお別れの⾔葉を述べています。

 砥部分校の⽣徒が思い出の品「砥部焼き」をプレゼントし、松前町のホストファミリーも⼤勢空港に駆けつけていまし
の愛媛体験はよき思い出となったことと思います。⼀緒に盆踊りを踊った中国⼈のユエツ君が「すべての体験がすばらし
ってくれたのが印象に残りました。また、このような交流体験ができればいいですね。
 

09:10 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/07/31 前期補習が終わりました。  | 

 1・2年⽣は夏季休業中の前期補習が終わりました。
 3年⽣はさらに特別補習があり、1・2年⽣も部活動やアイレックス体験学習などがありますが、8⽉18⽇（⽕）の後期補
家庭での⽣活が増えます。
 有意義な夏休みを過ごすようにして下さい。
 

16:34 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/30 海外⾼校⽣による⽇本語スピーチコンテストが開催されました。  | 

 第20回海外⾼校⽣による⽇本語スピーチコンテストが松前総合⽂化センター広域学習ホールで⾏われました。本校から
ランティアとして多数の⽣徒が参加しました。
 各国のコンテストで優勝した15名の海外⾼校⽣が、⾃分たちの体験を通じて得られたことを流暢な⽇本語で堂々と述べ
同じ⾼校⽣のスピーチを共感をもって聴いていました。

 また、県内⾼校⽣をはじめとするたくさんの来場された⽅々の案内や交通整理などを、本校の⽣徒のボランティアが会
の⽅々と共に⾏いました。
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 コンテストが終了した後、コンテスト参加者との交流会があり、本校の⽣徒も参加しましました。

 

15:43 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2015/07/29 海外⾼校⽣による⽇本語スピーチコンテスト参加者をお迎えしました。  | 

 7⽉30⽇（⽊）、松前町にて「JSA海外⾼校⽣による⽇本語スピーチコンテスト」が開催されます。海外⼗数か国にて⽇
ている⾼校⽣が出場する、⽇本語のスピーチコンテスト国際⼤会で、今年は記念すべき第20回となるそうです。
 本⽇、このコンテストに参加する海外⾼校⽣が来県するのをお迎えするため、本校⽣徒20名が松⼭空港に集まりました

 コンテストは7⽉30⽇（⽊）10︓00（9︓30開場）より松前総合⽂化センター広域学習ホールで⾏います。本校⽣徒も観
ランティアとして多数の者が参加します。
 

13:50 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/07/28 ⾼校⾒学会2⽇⽬が⾏われました。  | 

 ⾼校⾒学会の2⽇⽬が⾏われました。140名を超える中学⽣と保護者や中学関係の⽅々の参加を頂きました。ありがとう
た。
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 吹奏楽部による歓迎演奏

運動場横の丘から部活動を⾒学しています。

 

16:24 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/07/27 ⾼校⾒学会が⾏われました。  | 

 ⾼校⾒学会が⾏われ、400名を超える中学⽣と保護者・中学関係の⽅々に参加していだきました。
 校⻑あいさつの後、吹奏楽部の歓迎演奏、本校の概要説明、⾏事や施設、部活動の紹介を⾏った後、実際に部活動を⾒
動に参加したりしていただきました。

 明⽇も⾏います。気を付けてお越しください。
 

15:35 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/07/27 本⽇（7/27）の⾼校⾒学会について  | 

 本⽇、7⽉27⽇（⽉）に本校で実施予定の⾼校⾒学会は、予定通り午後2時から開催いたします。
 参加される中学⽣および関係する⽅は、気を付けて来校されるようお願い申し上げます。
 

07:36 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/07/24 「アイレックスコンサート」のご案内  | 

 第28回芸術⽂化発表会「アイレックスコンサート」を9⽉27⽇（⽇）に、ひめぎんホール（メインホール）で⾏います。
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 本⽇、告知のポスターが出来上がりました。
 吹奏楽部の演奏をお楽しみください。

 

16:55 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2015/07/24 ⾼校⾒学会について  | 

 伊予⾼校の⾼校⾒学会に参加予定の中学⽣のみなさんへお知らせいたします。
 台⾵12号が愛媛県地⽅に接近した場合、7⽉27⽇（⽉）の午前7時に、中予地区に警報が出ているかどうかをみて、⾒学
かどうかを判断させていただきます。
 実施の有無は中学校へ連絡いたしますので、よろしくお願いします。
 

13:01 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/22 「校⻑室より」を更新しました。  | 

 「校⻑室より」のページを更新いたしましたので、ご覧ください。
 

17:49 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/22 みきゃんを応援しよう  | 

 「ゆるキャラグランプリ2015」にエントリーした『みきゃん』から、伊予⾼校の⽣徒にかわいいぬいぐるみのプレゼン
た。
 早速、⽣徒会役員が本校の象徴「鵬翔」の前で記念撮影。みきゃんのぬいぐるみは⽞関前に飾り、いつも愛顔（えがお
⽣徒のみなさんをお迎えしてくれることになりました。
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 2017年の「えひめ国体・えひめ⼤会」を盛り上げるためにも、ぜひみきゃんにグランプリをとってもらいたいものです
応援しましょう。
 グランプリの投票期間は8⽉17⽇（⽉）〜11⽉16⽇（⽉）です。

みなさんよろしく

 

14:12 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2015/07/17 暴⾵警報が解除されました。  | 

 中予地⽅に発表されていた「暴⾵警報」が解除されましたので、本⽇は開校されます。
 ⽣徒は安全に最⼤の注意をして登校してください。
 ただし、「暴⾵警報」以外の警報が出ています。安全を最優先し、河川の氾濫など登校に危険を感じるような場合や、
ど登校できない特別の理由がある場合などは、⾃宅で学習してください。その場合は電話等で学校へ連絡をお願いします
 また、11時を⽬途に登校できない場合は、⾃宅で学習してください。その際も必ず、学校へ連絡してください。
 詳細はこのページをご覧ください。
 

08:40 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2015/07/16 終業式、壮⾏会が⾏われました。  | 

 第1学期終業式が⾏われました。
 式に先⽴ち、全国⾼等学校総体に参加するソフトテニス部、ホッケー部、全国⾼等学校総合⽂化祭に参加する書道部、
園」全国⼤会に参加する写真部及び、全⽇本吹奏楽コンクール愛媛県⼤会に出場する吹奏楽部の壮⾏会が⾏われました。
 校⻑は、「別無⼯夫 （べつにくふうなし）」という禅の⾔葉を引⽤し、普段から積み重ねてきた練習を本番でも発揮し
励しました。

 この後、表彰伝達を⾏い、終業式を⾏いました。
 式辞で校⻑は、先⽇⾏われた⾼校野球に感銘したことを述べた後、「⽵有上下節（⽵に上下の節あり）」という禅の⾔
1学期の区切り（節）を次の成⻑への段階にしてほしいと述べました。

 式終了後のホームルーム活動中に、中予地⽅に暴⾵警報が発表されましたので、本校は放課とし、⽣徒は直ちに安全に
下校することとしました。
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