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 進路実現に向けて、⾃⼰を分析し、進路研究を深めていきましょう。

 

18:11 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/06/01 県総体の会場等について  | 

 6⽉5⽇（⾦）〜8⽇（⽉）に⾏われる、第69回愛媛県⾼等学校総合体育⼤会の本校の出場分について会場や開始時間をお
します。応援よろしくお願いします。

6⽉5⽇（⾦） 総合開会式（愛媛県武道館 13︓30〜）
6⽉6⽇（⼟）

陸上競技
10︓15 〜男⼦110mH
10︓00 〜男⼦ハンマー投
14︓40 〜男⼦円盤投

愛媛県総合運動公園

バスケット 男⼦ 新居浜東⾼校 11︓10〜 松⼭⼯業⾼校体育館（Ｄコー
ト）

バスケット ⼥⼦ 三島⾼校 11︓10〜 伊予⾼校体育館

バレー 男⼦ 新居浜⼯業⾼校 12︓00〜 松⼭聖陵⾼校体育館

ソフトテニス 男
⼦

個⼈戦（2ペア）
10︓00〜 
12︓00〜

空港東第四公園テニスコート

テニス 男⼦ 北宇和⾼校 9︓30〜 松⼭⼤学御幸グラウンド

テニス ⼥⼦ 松⼭北⾼校 10︓30〜 松⼭中央公園テニスコート

ハンドボール 男
⼦

松⼭⼯業⾼校 12︓30〜 
松⼭市総合コミュニティセンタ
ー体育館

ハンドボール ⼥
⼦

今治南⾼校 11︓15〜 
松⼭市総合コミュニティセンタ
ー体育館

ソフトボール 内⼦⾼校 11︓00〜 東温市かすみの森公園

柔道 今治東中等教育学
校

9︓30〜 愛媛県武道館主道場

6⽉7⽇（⽇）

陸上競技

10︓00〜⼥⼦槍投
10︓30〜⼥⼦⾛⾼跳
11︓10〜男⼦400mH
12︓20〜男⼦槍投

愛媛県総合運動公園

バスケット 男⼦ 宇東VS城南の勝者 9︓30〜 松⼭⼯業⾼校体育館（Ｃコー
ト）

バスケット ⼥⼦ 宇東VS今南の勝者 9︓30〜 伊予⾼校体育館

バレー 男⼦ 未定 10︓20〜 松前公園体育館

卓球 ⼥⼦ 松⼭東⾼校 10︓00〜 砥部町ゆとり公園体育館

ソフトテニス 男
⼦

川之江⾼校 11︓00〜 松⼭中央公園テニスコート

ソフトテニス ⼥
⼦

川之⽯⾼校 11︓30〜 松⼭中央公園テニスコート

テニス 男⼦ ダブルス 13︓30〜 しおさい公園

テニス ⼥⼦ ダブルス 13︓30〜 空港東第四公園テニスコート

ハンドボール 男
⼦

新居浜⼯VS東温の勝
者

12︓30〜 
松⼭市総合コミュニティセンタ
ー体育館

ハンドボール ⼥
⼦

松⼭南VS松⼭東の勝
者

11︓15〜 
松⼭市総合コミュニティセンタ
ー体育館

ソフトボール ⻄条VS川之⽯の勝者 14︓30〜 東温市かすみの森公園

柔道 個⼈戦 9︓00〜 愛媛県武道館柔道場

剣道
男⼦ VS宇南
⼥⼦ VS⻄条

男⼦ 12︓20
⼥⼦  9︓40

愛媛県武道館主道場
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18:01 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/29 PTAスポーツ研修の開催について（御案内）  | 

 恒例のPTAスポーツ研修（ソフトバレーボール⼤会）を下記のとおり開催いたします。
 爽やかな汗を流し、会員相互の親睦を図る楽しいひとときを⼀緒に過ごしてみませんか。
 参加賞等、多数御⽤意しております。お忙しいとは思いますが、是⾮、御参加ください。
 

記

1. ⽇時 平成27年6⽉28⽇（⽇）9:00〜12:30（8:30より受付）
2. 場所 伊予⾼校体育館
3. 種⽬ ソフトバレーボール（チーム編成等は参加⼈数により決定）
4. 申込み⽅法

  出⽋のお返事を、⽣徒に配布しました御案内の⽂書の参加申込書に御記⼊いただき、6⽉12⽇（⾦）までに、ホー
任に御提出ください。

 

10:18 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/29 ⼈権・同和教育講演会の御案内  | 

 本校ではすべての教育活動を通じて⼈間尊重の精神を基調とした指導を進め、「差別をしない、差別に負けない、差別
⽣徒の育成を⽬指しております。また、⼈権・同和教育の年間計画を⽴てて、ホームルーム活動のほか、教職員研修会、
実施しています。
 このたび、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、全校⽣徒および保護者対象
和教育講演会を下記のように開催いたします。
 つきましては、御多⽤のところとは存じますが、御参加をいただきますよう、御案内申し上げます。
 なお、御出席される場合は、⽣徒に配布いたしました御案内の⽂書の参加申込書を記⼊いただき、6⽉10⽇（⽔）までに
ム担任まで御提出ください。
 

記

1. ⽇時 平成 27年6⽉ 17⽇(⽔) 14:15〜15:35
2. 会場 本校体育館
3. 対象 全校⽣徒、教職員、保護者、⼩・中学校・社会教育関係者
4. 講師 ⽯⽥伸⼀ 先⽣
5. 演題 「差別や偏⾒を解消するために〜いま、私たちにできること〜」

 

10:09 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/28 平成27年度における教科書展⽰会について（ご案内）  | 

 愛媛県教育委員会より、「 Adobe_PDF_file_icon_24x24平成27年度教科書展⽰会の御案内」が 6⽉ 19⽇(⾦)から14⽇
ている施設の閉館⽇は含まない。） 実施されるとの通知がありましたので、お知らせいたします。
 なお、詳しくは愛媛県教育委員会義務教育課のウェブサイト（ホームページ）をご覧ください。
 

15:53 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/28 第1回防災避難訓練を実施しました。  | 

 防災避難訓練を実施しました。災害時の安全で迅速な⾏動の仕⽅と⽣命の⼤切さを⾃覚させるとともに、防災体制の理
の⾼揚を図ることが⽬的です。
 今回の訓練は、地震にともなう⽕災発⽣を想定し、教室内での安全確保や避難経路の確認を⾏い、実際に運動場への避
た。
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09:52 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/27 開校記念⾏事を⾏いました。  | 

 午後から開校記念⾏事を⾏いました。
 3学年を縦割りにした4つのグループの結団式を⾏った後、学年別対抗リレー、綱引き、グループ対抗リレーの3種⽬で汗
た。特に、本年度は綱引きが終了した時点では3グループが同点に並び、最後のグループ対抗リレーで勝敗が決まる、⼤変
のとなりました。

学年別対抗リレー

綱引き

グループ対抗リレー

 この後、⽣徒会の執⾏部の交代式が⾏われました。

 

16:42 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/27 開校記念講話を⾏いました。  | 

 本校の同窓⽣である25期⽣の本校地理・歴史科教員を講師に開校記念講話を⾏いました。
 演題は「Keep on Dreaming」です。
 先⽣⾃⾝の体験を踏まえ、「夢をあきらめていないか」、「妥協していないか」ということを⽣徒に問いかける内容で
熱い語り⼝に⽣徒も引き込まれていました。
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11:01 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/26 2年⽣は学年集会を⾏いました。  | 

 2年⽣は総合的な学習の時間に進路集会を⾏いました。
 修学旅⾏が終わり、今後の⽣活について考えてもらうことを⽬的としています。
 学年主任からは学校⾏事や部活動などで中⼼となる2年⽣という学年の⽴ち位置について、進路課⻑からは⼤学などの進
する際の考え⽅について、各教科の先⽣からは学習⽅法についての話がありました。
 ⽣徒たちは熱⼼に⽿を傾け、意識を⾼めていました。

 

17:13 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/26 揮毫を⾏いました。  | 

 本校は5⽉20⽇が開校記念⽇です。本年度は2年⽣の修学旅⾏の関係で、開校記念関連⾏事を今週⾏っています。
 1年⽣や今年度本校に赴任した教職員を対象に揮毫を⾏いました。毎年、砥部焼の湯飲みに⾔葉や絵を絵付けする、本校
の伝統ある⾏事です。
 今の思いを書くなど、真剣に取り組んでいました。

 

11:53 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/25 教育実習期間に⼊りました。  | 
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 本⽇より、6⽉5⽇（⾦）または12⽇（⾦）まで教育実習期間に⼊ります。今年度は4⼈の教育実習⽣が参りました。
 全校集会で全校⽣徒に紹介がありました。
 実習⽣代表は、「みなさんと積極的にコミュニケーションをはかり、期間中に少しでも多くのことを学んでいきたい。
べました。

 

09:02 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/22 【北海道班】松⼭に到着しました。  | 

 新千歳空港から⽻⽥空港を経て、松⼭に到着しました。

千歳空港にて

⽻⽥空港で解団式

 修学旅⾏3班とも無事に当初の⽬的を果たすことができました。
 関係者並びに保護者の皆さまのご理解・ご協⼒に感謝いたします。ありがとうございました。
 

21:24 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/05/22 【関東班】松⼭に帰着しました。  | 
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 修学旅⾏関東班はすべての⽇程を終え、無事松⼭に着きました。
 お台場での昼⾷の後、築地場外市場を⾒学しました。営業終了が迫っているせいか、各店が値引きをしていました。

 この後、空路で松⼭に到着いたしました。

 

20:41 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/22 【台湾班】松⼭空港に到着しました。  | 

 修学旅⾏台湾班は無事松⼭空港に到着しました。

上海にて

松⼭空港にて。校⻑が出迎えました。

 

13:45 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2015/05/22 【北海道班】アイヌ⺠族博物館に⾏きました。  | 

 アイヌ⺠族博物館に⾏ってきました。
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 歴史についての講演、⺠族楽器・舞踊の実演などを通してアイヌ⽂化を学びました。

 

13:07 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/22 【関東班】国会議事堂を⾒学しました。  | 

 国会議事堂（衆議院）⾒学をいたしました。
 本会議場、⾚じゅうたんの廊下など、⽇本の政治の中⼼を肌で感じてきました。

 

12:09 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/22 【北海道班】北海道⼤学を⾒学しました。  | 

 最終⽇の朝を迎えました。
 北海道⼤学を⾒学しました。

 

10:38 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/21 【関東班】ホテルに着きました。  | 

 東京ディズニーリゾートからホテルに帰着しました。
 思い切り夢の1⽇を楽しみました。
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22:18 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/21 ⾮⾏防⽌教室を実施しました。  | 

 1年⽣を対象に、⾮⾏防⽌教室「スマホ・ケータイ安全教室」を実施しました。
 私たちに⾝近なスマホやケータイが使い⽅によって危険な道具になってしまうことを再確認しました。講演の中では、
友達と考えたり、再現ドラマで理解を深めたり、本当に分かりやすい講演をしていただき、ありがとうございました。

 

21:51 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/21 【北海道班】札幌の夜景  | 

 札幌ファクトリーで⼣⾷の後、⼤倉⼭展望台で夜景を⾒学しました。
 これからホテルに戻って最後の宿泊です。

 

21:49 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/21 【北海道班】⾃主研修から帰ってきました。  | 

 班別⾃主研修から全員無事に帰ってきました。
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18:19 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/21 【台湾班】台湾から上海に向かいます。  | 

 台湾では広東料理、台湾料理、⼩籠包、しゃぶしゃぶと⾷べてきました。台湾最後の⾷事は飲茶料理です。どれも⽇本
い、美味しくいただきました。
 これから台北桃園空港から上海浦東空港へ⾶びます。

 

16:51 | 投票する | 投票数(9) | コメント

2015/05/21 【関東班】東京ディズニーリゾートで楽しんでいます。  | 

 ディズニーランドとディズニーシーに分かれ、夢のひと時を楽しんでいます。

 

12:20 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/21 【台湾班】衛兵交代式を⾒学しました。  | 

 忠烈祠での衛兵交代式を⾒学しました。⾟亥⾰命などで戦死した英霊を祀る祠です。

 

12:17 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2015/05/21 【北海道班】⾃主研修に出発しました。  | 

 朝霧岳⼭頂にて残雪⾒学をしました。あいにくの空模様です。
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 この後、⼩樽に移動し、班別⾃主研修に出発しました。
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2015/05/20 1・3年⽣は遠⾜を実施しました。  | 

 1・3年⽣は遠⾜を実施しました。
 1年⽣は、砥部動物園です。
 天気に恵まれ、5⽉中旬にしては暑いくらいでした。⽇陰でゆっくりしている動物たちも少なくない中、ライオンの⼦供
のペンギンたちは元気に動き回っていました。

 3年⽣は坊っちゃん劇場で観劇をしました。
 「鶴姫伝説」は感動的なミュージカルでした。
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