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11:26 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/07/15 台⾵11号に伴う⽇程の変更について  | 

 台⾵11号が本県に接近しており、予断が許されない状況です。
 本校では、7⽉16⽇（⽊）に、第1学期終業式並びにインターハイ等の壮⾏会を実施することといたしました。
 なお、16⽇に登校できない気象状態の時は、本校ウェブサイトにてお知らせいたしますが、テレビニュース等で気象情
け、安全第⼀で⾏動してください。
 

18:02 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/07/14 ⾼校野球第1回戦が⾏われました。  | 

 全国⾼等学校野球選⼿権愛媛県⼤会第1回戦が今治球場で⾏われました。
 本校野球部は東予⾼校を相⼿に善戦しましたが、惜しくも3―5で敗れました。
 3年⽣が応援に参加し、最後まで声援を送りました。
 たくさんの応援ありがとうございました。

 

17:28 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/07/14 本⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 本⽇は「IYOの⽇」です。
 今⽉の⾏動⽬標は

IYOIYO（いよいよ）やって来た勝負の時。精⼀杯伊予⾼校野球部を応援しよう!
14個ゴミを拾い環境美化に努めよう。3年⽣は今治球場で「来た時よりも美しく」を⼼掛けよう。
伊予⾼の熱い魂を愛媛中に届けよう!!

です。
 本⽇、3年⽣は野球応援になっています。 伊予⾼校を代表して戦う選⼿たちを精⼀杯応援することになっております。応
お願いします。
 また、全教職員が登校時に校⾨などに⽴ち、⽣徒とあいさつを交わしました。

 

10:49 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/10 奉仕活動及び⾼校野球の応援練習を⾏いました。  | 
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 奉仕活動を⾏いました。
 松前町の「郷⼟を美しくする清掃」や県の「クリーン愛媛」運動の⼀環として、本校周辺で清掃奉仕活動を⾏い、⽣徒
揚を図るとともに、明るい地域づくりに協⼒することを⽬的としています。

 学校周辺および、国道56号線沿いの歩道の除草を中⼼とする清掃活動を⾏いました。1時間ほどの作業でトラックに積み
らいのごみを集めることができました。

 この後、7⽉14⽇（⽕）に第1回戦が⾏われる予定の⾼校野球愛媛県⼤会に向けて応援練習を⾏いました。

 どちらも暑い中での活動でしたが、⽣徒たちは元気に活動をしました。
 

18:05 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/10 【PTA】奉仕活動の御案内  | 

 恒例のPTA奉仕活動を下記の要領で実施いたします。今年度もNTT松前社宅跡地をお借りすることができますので、運動
祭で保護者の皆様⽅に駐⾞場として気持ちよく御利⽤いただけるように除草作業をしたいと考えております。広い場所で
さんの⽅に御協⼒いただけると助かります。暑い中での作業で⼤変ですが、保護者の皆様の御参加をお願い申し上げます

記

1. ⽇時
平成27年8⽉30⽇(⽇) 8:00〜10:00 ⼩⾬決⾏
※中⽌の場合は7:00までにホームページでお知らせします。

2. 場所
NTT松前社宅跡地
※ 当⽇、⾞でお越しになる⽅は校内北駐⾞場（明屋書店側）にお⽌めください。

3. 準備
除草作業のできる服装（帽⼦、タオル、軍⼿、⻑靴等）
道具（草刈り機、鎌、熊⼿、⼿箕等）
熱中症対策（500mlベットボトル1本は準備します。）および、⼩⾬対策をお願いします。

4.  申込み参加できる⽅は、お⼦様に配布いたしました⽂書の申込の欄に必要事項を記⼊して、7⽉24⽇（⾦）までに
通じてホームルーム担任か補習授業の担当者に提出してください。

 

13:01 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/07/10 【PTA】余剰品提供のお願い  | 

 9⽉25⽇（⾦）の⽂化祭においてPTAが実施する余剰品パザーの品物の提供をお願いします。タオル、⽯けん、台所⽤品
存⾷品、アクセサリー、⾐類、玩具等、御家庭でご不要になった未使⽤の品物がありましたら、是⾮、御協⼒ください。
 回収⽅法は次のとおりです。
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1. 学期末の保護者懇談会時にホームルーム担任にお渡しください。
2. 9⽉9⽇(⽔)の運動会時には、体育館横に余剰品回収⽤のテントを設置しますので、そこにお持ちください。
3. 上記以外の⽇でも、⽂化祭前⽇までは随時受け付けていますので、ホームルーム担任か事務室までお届けください
※ 販売⽇は9⽉25⽇ですので、賞味期限等のあるものについてはご注意ください。

 以上、よろしくお頗いします。
 

12:55 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/07/09 津波想定避難訓練を⾏いました。  | 

 津波想定避難訓練を⾏いました。
 近い将来の発⽣が懸念される東南海・南海地震を想定し、災害時避難を中⼼とした防災訓練を実施することにより、安
動の仕⽅と⽣命の⼤切さを⾃覚させるとともに、⽣徒と教職員の防災体制の理解と防災意識の⾼揚を図ることが⽬的です
 今年度は訓練時、愛媛県中予地⽅に雷注意報が発令されていたのを考慮し、校舎の屋上避難を取りやめ、体育館への避
た。
 体育館へ集合の後は、厚⽣課⻑による江⼾時代に起こった地震と伊予地区との関係を古⽂書や⽯碑から調べたことの解
た。

 地震はいつ起きてもおかしくない状況です。これからも計画的に訓練を⾏っていきます。
 

19:22 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/07/09 全国⾼等学校野球選⼿権愛媛県⼤会壮⾏会を⾏いました。  | 

 7⽉11⽇（⼟）より全国⾼等学校野球選⼿権愛媛県⼤会が開催されます。
 全校集会で野球部の壮⾏会を⾏いました。
 校⻑先⽣は、⾼野連の連盟旗にデザインされている「F」の⽂字から3Fの精神について語られ、「Fair Play（公明正⼤）
「Friendship（友情）」、「Fight（勇気）」の⾔葉を選⼿に贈り、激励されました。
 本校の第1回戦は7⽉14⽇（⽕）に東予⾼校と今治球場で⾏います。応援よろしくお願いします。

 また、開会式で披露される書道パフォーマンスに参加する書道部の2⼈も激励を受けました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joxotsoup-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E6%83%B3%E5%AE%9A%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A8%93%E7%B7%B4%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=joxotsoup-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=joxotsoup-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E6%83%B3%E5%AE%9A%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A8%93%E7%B7%B4%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=jo38rjew9-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%A3%AE%E8%A1%8C%E4%BC%9A%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=jo38rjew9-298#_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=jo38rjew9-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%A3%AE%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');


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=123 249/365

 

13:03 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/07/08 台湾・嘉義縣⽴東⽯國⺠中學の皆さんと⾳楽交流をしました。  | 

 台湾・嘉義縣⽴東⽯國⺠中學（東⽯中）から⽣徒など80名余りの⽅々が来校されました。⾳楽を通じて伊予⾼⽣と⽇台
図るのが⽬的です。
 開会⾏事の後、本校吹奏楽部と⽣徒会役員の⽣徒との交流会を⾏いました。

東⽯中・校⻑あいさつ

東⽯中・⽣徒代表あいさつ

まずは名刺交換

同じ楽器パート同⼠、すぐに打ち解けました。
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パートを超えた交流もありました。

 交流会の後、東⽯中の学校紹介があり、いよいよお互いが演奏を披露する番です。1年⽣全員にも参加してもらい、⽇ご
成果を発揮しました。

東⽯中の演奏です。

演奏に合わせてのダンスパフォーマンスもありました。

本校吹奏楽部の演奏です。

「ふるさと」では1年⽣全員で合唱しました。

 演奏が終わる度に⼼からの拍⼿と歓声が沸きあがりました。
 盛況の内に交流会は終了し、拍⼿の中で東⽯中の⽅々は本校を後にしました。
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 ⾔葉によるコミュニケーションは困難なこともありましたが、それを超える⾳楽を通じた交流ができ、⼤変貴重な体験
た。
 東⽯中のみなさま、関係者のみなさま、⼤変ありがとうございました。
 

16:16 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/07/07 「⺠家の甲⼦園」全国⼤会出場が決定しました。  | 

 本校写真部が昨年に引き続き「⺠家の甲⼦園」の全国⼤会への出場が決定しました。
 「⺠家の甲⼦園」とは全国の⾼校⽣を対象にして⾏われる、被写体を⺠家や町並みに限定した写真コンテストです。
 第13回「⺠家の甲⼦園」全国⼤会は、平成27年8⽉9⽇(⽇)、⾼知県⺠⽂化ホール(グリーンホール)で、遇(あう)というテ
れます。
 応援よろしくお願いします。
 

10:59 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/07/06 グループマッチを実施しました。  | 

 グループマッチを実施しました。時折、⼩⾬が降る天候でしたが、⽣徒たちは元気にプレーをしました。

ソフトボール（1年男⼦）

フットサル（1年⼥⼦）

サッカー（2年男⼦）

ソフトバレーボール（2年⼥⼦）
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バレーボール（3年男⼦）

バスケットボール（3年⼥⼦）

 

17:29 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/03 ヘルメット着⽤推進のためのマナーアップキャンペーンが⾏われました。  | 

 ⾃転⾞乗⾞⽤のヘルメットをかぶった登下校となって、3⽇⽬を迎えました。
 7時30分から8時10分にかけて、国道56号沿線にある松前消防署前及びエミフル松前前で伊予農業⾼校の⽣徒さんや伊予
合同で、ヘルメット着⽤推進の啓発活動を⾏い、6名の⽣徒と、教職員が参加しました。
 ヘルメット着⽤啓発チラシ配布や安全運転の呼びかけを⾏いました。

いただいたチラシやステッカーです。

 

15:15 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/07/02 はんぎり講習会を実施しました。  | 

 1年⽣ははんぎり講習会を実施しました。
 「はんぎり」とは、たらいの形をした底の浅い桶をいい、地元松前では、はんぎりを使って港などを横断していたそう
 まず、松前町の⽅が模範演技を⾏いました。

プールを⼀往復。さすが︕

 続いて各クラス代表5名が7つのたらいに乗って「はんぎり」を体験しました。
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恐る恐るやっています。

ひっくり返ってしまうこともしばしば。

 

19:22 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/07/01 ヘルメット着⽤初⽇の登校  | 

 昨⽇贈呈されたヘルメットを着⽤しての初めての登校。あいにく、⾬と⾵のため⾮常に登校しづらい状況でしたが、ヘ
⽤し、元気に登校していました。

 

08:40 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/30 「えひめ国体応援カー」が来校しました。  | 

 インターハイに出場を決めたホッケー部とソフトテニス部を激励するため、愛媛県えひめ国体競技⼒向上対策課⻑さん
お⼆⼈が本校を訪れました。
 課⻑さんからは、「国体出場を⽬指してがんばってください」と激励の⾔葉を頂きました。

競技⼒向上対策課の⽅々は「えひめ国体応援カー」で来校されました。
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⾃動⾞メーカーから4台ほど貸与していただいたハイブリッドカー。これから各地を訪問するそうです。

 

17:14 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/30 ヘルメット贈呈式を⾏いました。  | 

 ⾃転⾞乗⾞⽤のヘルメットの贈呈式を⾏いました。
 全ての県⽴学校でのヘルメット着⽤が始まります。本校でもPTA会⻑から⽣徒会⻑にヘルメットが贈呈されました。
 本⽇の下校時から⽣徒は⾃転⾞での登下校時にヘルメットを着⽤します。御理解、御協⼒をよろしくお願いします。

 

14:08 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/06/29 第1学期末考査もあと2⽇です。  | 

 第1学期考査は3⽇⽬が終わりました。教室では居残って明⽇の準備をしている⽣徒が多くいます。7⽉17⽇に夏の⾼校野
控える野球部の⽣徒たちも⼀つの教室に集まり、3時間ほど黙々と学習をしてから、練習に取り組んでいます。

 考査も残るところ2⽇です。悔いのないように頑張ってください。
 

17:30 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/28 PTAスポーツ研修が⾏われました。  | 

 PTAスポーツ研修が⾏われ、保護者、教職員合わせて130名余りが参加し、盛況の内に終わりました。
 たくさんの保護者の⽅々、参加していただき、ありがとうございました。
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12:37 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/06/26 ⾃転⾞乗⾞⽤ヘルメットの着⽤について  | 

 本年度から全ての県⽴学校において、ヘルメット着⽤を⾃転⾞通学等の許可条件とするとともに、全校⽣徒へのヘルメ
奨することとなりました。
 お知らせの ⽂書を⽤意しました。
 今後とも交通安全の推進にご理解、ご協⼒よろしくお願いします。
 

18:52 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/06/26 愛媛⼤学社会共創学部（仮称）の⼊試説明会が開催されました。  | 

 本⽇放課後、来年度4⽉より愛媛⼤学に新設される社会共創学部（仮称）の説明会が開催されました。愛媛⼤学からは、
資源マネジメントコースの井⼝梓先⽣と、本校OBの愛媛⼤学⼤学院⽣に来校していただき、１時間にわたって新学部の説
だきました。
 たくさんの⽣徒と教員が集まり、愛媛⼤学の学部改編への関⼼の⼤きさと、3年⽣の進路意識の⾼まりが感じられました
了後は、⽣徒たちが列を作るほど、個別で質問に答えていただきました。井⼝先⽣、ありがとうございました。

 

17:53 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/25 消⽕栓講習会・救命講習会を⾏いました。  | 

 本⽇より第1学期末考査が始まりました。放課後、⽣徒に皆さんが翌⽇の考査の勉強をしているとき、教職員は研修があ
 本⽇は消⽕栓講習会及び救命講習会を実施しました。何が起こっても万全の対応ができるように努⼒していきます。
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