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消⽕栓講習会

救命講習会

 

17:29 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/06/25 三津浜中学校PTAが来校されました。  | 

 松⼭市⽴三津浜中学校の保護者と教職員、合わせて45名の⽅々が本校に来校されました。
 会議室にて本校の概要を説明した後、本校の施設を⾒学していただきました。
 多数の⽅に来校していただき、ありがとうございました。

特別教棟から砥部町の⽅向の眺望に思わず歓声が上がりました。

 

17:26 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/23 余⼟中学校PTAが来校されました。  | 

 松⼭市⽴余⼟中学校の保護者と教職員、合わせて53名の⽅々が来校されました。
 会議室にて本校の概要を説明した後、本校の施設を⾒学していただきました。
 多数の⽅に来校していただき、ありがとうございました。

⾳楽の授業を参観されています。

 

10:42 | 投票する | 投票数(1) | コメ
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2015/06/22 今週は期末考査週間です︕  | 

 6⽉25⽇⽊曜⽇から期末考査が始まります。放課後の学校は部活動の声が消え、居残り学習をする⽣徒でいっぱいです。
室禁⽌ですが、職員室前の廊下には、質問に来る⽣徒もたくさんいて、質問に答える先⽣⽅も真剣そのもの。勉強するの
い。今この｢刻（とき）｣を⼤切に、テスト勉強がんばりましょう。

 

19:03 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/06/22 ホッケー部のインターハイ出場が決定しました。  | 

 6⽉20⽇（⼟）、21⽇（⽇）に阿南⼯業⾼校で⾏われた四国⾼等学校ホッケー選⼿権⼤会で本校ホッケー部は、8⽉１⽇
府京丹波町他で⾏われる全国⾼等学校総合体育⼤会ホッケー競技⼤会（全国⾼等学校ホッケー選⼿権⼤会）に出場するこ
した。
 応援よろしくお願いします。
 

11:50 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2015/06/22 夏の⾼校野球の組み合わせが決まりました。  | 

 第97回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会（主催︓愛媛県⾼等学校野球連盟、朝⽇新聞社）の組み合わせ抽選会が6⽉21⽇
ぎたつ会館で⾏われ、本校野球部部⻑及び主将が出席しました。
 抽選の結果、7⽉14⽇（⽕）今治球場にて第3試合に東予⾼校と対戦することとなりました。応援よろしくお願いします
 なお、全試合の組合せについては、 ここをご覧ください。
 

08:07 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/06/19 PTA・おおとり会役員会が開催されました。  | 

 6⽉19⽇（⾦）本校会議室にてPTA・おおとり会役員会が開催されました。
 ⽂化広報委員会、⽣活指導委員会、保健厚⽣委員会、⼈権・同和教育委員会、それぞれの委員会の活動の計画を話し合
 各委員⻑から今年度の活動計画の報告がありました。
 この後、本校教員より、先⽇⾏われました県総体の結果報告、制服のリユース、PTA活動に関するアンケートなどについ
ありました。

 

20:09 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2015/06/18 津⽥中学校PTAの⽅々が来校されました。  | 
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 松⼭市⽴津⽥中学校の保護者及び教職員36名が本校に来校されました。
 会議室にて本校の概要を説明した後、本校の施設を⾒学していただきました。
 多数の⽅に来校していただき、ありがとうございました。

 

16:46 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/18 ⾼校野球で披露される「書道パフォーマンス」の練習をしました。  | 

 第97回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会に合わせて披露される「書道パフォーマンス」の練習が6⽉13⽇（⼟）に松⼭北
り、本校書道部の⽣徒も2名参加しました。
 このパフォーマンスは、7⽉11⽇（⼟）に坊っちゃんスタジアムで⾏われる⾼校野球愛媛県⼤会の開会式前に⾏う予定で

 

12:53 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/06/17 ⼈権・同和教育講演会が⾏われました。  | 

 元⼈権・同和教育推進主任、新居浜南⾼等学校講師 ⽯⽥伸⼀ 先⽣をお招きして、「差別や偏⾒を解消するために〜いま
できること〜」という演題で⼈権・同和教育講演会を⾏いました。
 先⽣が以前にお勤めになられていた⻄条⾼校での教育活動で出会った⼈々との出会いや、東⽇本⼤震災で被災された⾼
ードや、被災した岩⼿県⽴⼤槌⾼校が修学旅⾏で⻄条⾼校の⽣徒と交流したことなどを紹介しながら、つらい思いや差別
⼈々に本気で寄り添うことの⼤切さを、熱い想いをこめて⼒強くお話ししていただきました。
 ⽣徒にも先⽣が伝えようとした「正しく知り、正しく考え、正しく⾏動していく」ことや「⾃分にできる⼩さなことを
と」の⼤切さが伝わったと思います。
 多数の保護者・関係者の⽅にも御来校いただきました。ありがとうございました。
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16:24 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/06/17 四国⾼校総体等の壮⾏会が⾏われました。  | 

 週末に四国⾼校総体に出場する陸上競技部、ソフトテニス部（男⼦）、ホッケー部と県総体に出場する⽔泳競技部の壮
した。
 校⻑からは、勝つためには「⾃分の⽬」、「相⼿の⽬」そして「第三者の⽬」の三つの⽬で⾒ることが⼤事である。冷
で⾃分を⾒つめ戦ってきてほしいと、激励の⾔葉がありました。
 その後、全校応援を⾏いました。

 

09:28 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/06/16 性教育講演会が⾏われました。  | 

 1年⽣を対象に、愛媛県⽴医療技術⼤学保健科学部看護学科の中越利佳先⽣を講師にお迎えして、「いのちのバトン、あ
ちは誰のもの」というテーマで性教育講演会を⾏いました。
 中越先⽣からはいのちの⼤切さや、思春期における男⼥の考え⽅の違いなどを分かりやすく教えていただきました。ま
胎児と同じ⼤きさ、重さの⼈形を抱っこすることで、いのちの「重さ」を実感しているようでした。

 

20:09 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/06/16 地域の⽅とひまわりの苗の定植作業  | 

 6⽉14⽇（⽇）に⽣徒会執⾏部、家庭クラブ、⾃然科学部、⻘少年⾚⼗字部の有志52名で、地域の⽅とひまわりの苗を植
花を楽しんだ後、ひまわりの種からとった油は給⾷の調理に、そして廃油はバイオ燃料として使われるそうです。

植え⽅を丁寧に説明していただきました。
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⽳をあける⼈、苗を配る⼈、植える⼈、役割を分担して作業をしました。

泥に⾜を取られて⼤変でしたが皆で頑張りました。

２か所⽬の畑を植える頃には、作業に慣れて上⼿に植えられるようになりました。

作業の後は、アイスクリームや飲み物をいただきました。花が咲くのを楽しみにしています。

 

08:21 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/15 本⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 本⽇6⽉15⽇（⽉）は「IYOの⽇」です。
 今⽉の「IYOの⽇」の⾏動⽬標は、

全ての伊予⾼⽣よ、期末試験に向け⼈事を尽くして天命を待て! 計画!
⽬指せ!! 勉強時間1.4時間増!

 勉強でも部活動でも、やったらやっただけの結果が出ます。 明確な⽬標を設定し、訪れる勝負の時に「やるだけのこと
た。あとは運命を天に任すのみ。」と胸を張って⾔える⾃分でいようと願って⽬標を設定しました。
 今週は期末考査の発表があります。2週間後に備え、がんばっていきましょう。
 

16:25 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/06/15 坊っちゃん劇場吹奏楽公演は無事終わりました。  | 

 平成27年6⽉14⽇（⽇）に坊っちゃん劇場にて、「伊予⾼校吹奏楽⽣演奏特別公演『鶴姫伝説〜瀬⼾内のジャンヌ・ダル
（主催／坊っちゃん劇場後援会、坊っちゃん劇場）を⾏われ、⼤盛況のうちに終えることができました。ありがとうござ
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 この公演の様⼦を本校の教員がエッセイにまとめています。当⽇の臨場感も伝わってきますので、ぜひエッセイもお読
 
>>続きを読む

14:04 | 投票する | 投票数(9) | コメ

2015/06/15 「⺠家の甲⼦園」でベストフォト賞最優秀をいただきました。  | 

 ⾼校⽣が地元の古⺠家や町並みの魅⼒を写真と⾔葉で伝える第13回「⺠家の甲⼦園」県⼤会が6⽉13⽇に松⼭市堀之内の
あり、本校写真部が出場しました。

 昨年度は第3位（全国⼤会が本県開催で、地元枠で出場）でしたが、今年度は第2位と惜しくも全国⼤会を逃がしました
⼈対象のベストフォト賞最優秀には、本校2年の⽣徒が撮影した五⾊浜の⼼和む⼣焼けを写した「漂然(りんぜん)」が選ば

 

14:02 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/06/12 第1回学校評議員会が⾏われました。  | 

 本校の会議室で平成27年度第1回学校評議員会が⾏われました。5名の評議員の⽅々にご参集いただきました。まず、校
度の学校経営⽅針と取組についてのプレゼンテーションがあり、続いて各課⻑からは、昨年度の学校評価に基づいて、各
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ありました。評議員の⽅々からは、これからの伊予⾼校をより⼀層発展させていくために貴重なご意⾒をいただきました
下旬に開催される予定です。

 

18:36 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/06/11 公開授業が⾏われました。  | 

 公開授業が⾏われました。
 6限⽬の授業は全学年⼈権・同和教育ホームルーム活動を⾏い、各学年のテーマに沿った授業をしました。1年⽣のある
「外⾒は同じように⾒えても、違いがあることに気づかせる」ことを⽬的にして、じゃがいもを使って授業を⾏っていま

じゃがいもの似顔絵も上⼿ですね。

多数の⽅々に参観していただきました。

 明⽇6⽉12⽇（⾦）も公開授業が⾏われます。多数の⽅々のご参観をお待ちしております。
 

18:05 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/10 部活動のページをリニューアルしています。  | 

 部活動のページを現在リニューアル中です。
 部員たちが活動報告をしたり、その時々の思いを書いたりする場にしていきたいと考えております。
 準備ができた部から順次公開していきますので、ご期待ください。
 

16:51 | 投票する | 投票数(4) | コメント
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2015/06/10 全校集会を⾏いました。  | 

 全校集会を⾏いました。
 まず、先⽇⾏われた県総体の表彰伝達があり、陸上競技部、ソフトテニス部の選⼿が表彰されました。
 校⻑からは、表彰を受けた⽣徒をはじめ、県総体に出場したすべての選⼿へのねぎらいの⾔葉と共に、6⽉14⽇に坊っち
⾏われる吹奏楽部の公演についての紹介と激励の⾔葉がありました。
 この後、教務課⻑から「学習について」というテーマで講話がありました。
 「学習、勉強とは何のためにするのか︖」という⽣徒が普段何気なく感じている疑問を英語担当の課⻑⾃⾝が今まで感
会った⾔葉や⽂章を紹介しながら、わかりやすく、⽣徒たちが納得のいく話をしました。
 

16:42 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/06/09 アイレックス講演会を開催しました。  | 

 本校では総合的な学習の時間に社会の第⼀線で活躍されている⽅をお迎えし、進路について考えるための講演会―アイ
会―を開催しています。
 今年度は、⽇本におけるボート競技の第⼀⼈者で、地元伊予市出⾝の武⽥⼤作先⽣にお越しいただき、「夢を追い求め
題で講演していただきました。
 ご⾃⾝の体験から⽬的を持ち、意識していくことが⽣きていくうえで⼤事であるということを熱く語っていただきまし

 

16:58 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/06/09 県総体の結果をお知らせします。  | 

 6⽉8⽇（⽉）に⾏われました、愛媛県⾼等学校総合体育⼤会の本校に関係する試合の結果をお知らせいたします。多く
をいただきありがとうございました。

ソフトテニス
団体戦

準々決勝 伊予2―1新居浜東
準決勝 伊予0―2済美（ベスト4・四国総体出場）

 

09:29 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/06/08 県総体の結果をお知らせします。  | 

 6⽉6⽇（⼟）、7⽇（⽇）に⾏われました、愛媛県⾼等学校総合体育⼤会の本校に関係する試合の結果をお知らせいたし
の⽅々に応援をいただきありがとうございました。
 なお、本⽇6⽉8⽇（⽉）の試合結果は後⽇報告いたします。

陸上競技部
男⼦400mH 57'00"（第6位・四国総体出場）
男⼦⾛⾼跳 1m80（第3位・四国総体出場）
男⼦槍投 53m05（第2位・四国総体出場）

バスケットボール部（男⼦)
1回戦 伊予78―34新居浜東
2回戦 伊予52―74松⼭城南

バスケットボール部（⼥⼦）
1回戦 伊予73―99三島

バレ―ボール部（男⼦）
1回戦 伊予1―2新居浜⼯

卓球部（⼥⼦）
団体戦

1回戦 伊予0―3松⼭東
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ソフトテニス部（男⼦）
個⼈戦

3回戦 伊予4―2済美
準々決勝 伊予1―4宇和島東（ベスト8・全国及び四国総体出場）

団体戦
1回戦 伊予3―0川之江
2回戦 伊予2―1新居浜⻄

ソフトテニス部（⼥⼦）
団体戦

1回戦 伊予0―3川之⽯
テニス部（男⼦)

団体戦
2回戦 伊予3―0北宇和
3回戦 伊予2―1新居浜東
準々決勝 伊予0―2松⼭中央（ベスト8）

ダブルス
2回戦 伊予2―6松⼭中央

テニス部（⼥⼦）
団体戦

2回戦 伊予0―2松⼭北
ハンドボール部（男⼦)

1回戦 伊予14―29松⼭⼯
ハンドボール部（⼥⼦）

1回戦 伊予23―22今治南
2回戦 伊予16―25松⼭東

ソフトボール部
2回戦 伊予6―5内⼦
3回戦 伊予0―7⻄条

柔道部
男⼦団体

1回戦 伊予4―1今治東中等
2回戦 伊予0―5三島

剣道部
男⼦団体

1回戦 伊予1―3宇和島南中等
⼥⼦団体

1回戦 伊予0―2⻄条

 

12:03 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/06/05 県総体総合開会式に参加しました。  | 

 第69回愛媛県⾼等学校総合体育⼤会総合開会式が県武道館主道場で13︔30より開催され、本校選⼿団は18番⽬に堂々と
ました。

 明⽇から各会場で試合が⾏われます。応援、よろしくお願いします。
 

16:30 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/06/04 教育実習⽣もがんばってます!  | 
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 今⽇は、教育実習⽣の先⽣が研究授業を⾏いました。緊張しながらも、楽しい授業が展開されていました。2週間の予定
今週いっぱい、3週間の予定の実習⽣は来週いっぱいです。残り期間もがんばってください。

 

19:43 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/06/04 県総体壮⾏会を⾏いました。  | 

 6⽉5⽇（⾦）から愛媛県⾼等学校総合体育⼤会が始まります。
 本⽇の全校集会で壮⾏会を⾏いました。
 吹奏楽部が⾏進曲を演奏する中、出場する選⼿は体育館に⼊場しました。

 校⻑からは、ベストを尽くすだけでなく、ベストを超えてほしいと、激励の⾔葉がありました。

 各部のキャプテンから⼤会に臨む決意の⾔葉があった後、応援団のもと全校⽣徒で激励の応援をしました。

 6⽉1⽇の伊予⾼⽇誌にも掲載してあるように、様々な会場で試合が⾏われます。応援よろしくお願いします。
 

10:05 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/06/02 1年⽣は進路集会を実施しました。  | 

 本⽇7時間⽬に体育館で1年⽣進路集会が実施されました。
 進路課⻑からは、1年⽣に向けて「⾃ら⾏動する⾼校⽣活を送るためにチャレンジして欲しい」というメッセージを、各
⽅からは、夏休みに向けて今の時期、どのような学習が必要なのか具体的な学習⽅法を話していただきました。最後に、
ら、「今の時期だからこそ、何をすべきなのか」、「結果を⾒直し、分析し、⾏動につなげていく」という話がありまし
をメモしたり、⾃分のこととして捉え直したりしている⽣徒の姿が⾒られました。
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