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 ミュージカルを⾒た後、五⾊浜公園に移動して昼⾷と⾃由時間を楽しみました。うれしそうに海に⼊っていった⽣徒が
した。⾃由⾏動の後、1時間かけて伊予⾼まで歩いて帰りました。

 

20:43 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/20 【北海道班】ホテルに着きました。  | 

 2⽇⽬の宿、キロロリゾートホテルに到着しました。

 ⼣⾷は正に「カニ尽くし」でした。思い切り堪能しました。

 

20:41 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/20 【関東班】⾃主研修から帰ってきました。  | 

 班別⾃主研修を終え、無事全員ホテルに戻ってきました。
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18:34 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/20 【台湾班】武陵⾼級中学との交流会  | 

 武陵⾼級中学との交流会を楽しみました。
 ⽇本研究部の⽣徒さんとの英語による交流と、中国古典⾳楽の披露をしてもらいました。
 私達からは中国語による「⽉は私の⼼」という歌と「妖怪ウォッチ」のダンスを披露しました。

 

18:23 | 投票する | 投票数(10) | コメント

2015/05/20 【北海道班】「⽩い恋⼈」の⼯場にて  | 

 ⽩い恋⼈パーク⼯場を⾒学しました。製造ラインを⾒たり、お菓⼦作りの体験をしたりしました。
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17:36 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/20 【北海道班】ラフティングに挑戦です。  | 

 富良野の朝です。

 本⽇は、ラフティングという川下りをするレジャースポーツに挑戦します。ライフジャケットを⾝に着け出発しました

 

17:27 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/05/20 【関東班】スカイツリーから⾃主研修に出発です。  | 

 本⽇は都内や横浜を班ごとに研修します。
 出発は東京スカイツリー。バスを⽌める所がないので、2駅前から、通勤電⾞に乗って移動しました。スカイツリーから
へ元気に出発しました。
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13:45 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/20 【台湾班】故宮博物院にて  | 

 故宮博物院に⾏きました。あいにくの⾬のため室内での写真です。後ろの像は孫⽂です。
 この後、⼩籠包を⾷べてから、武陵⾼級中学との交流会です。

 

13:43 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2015/05/19 【台湾班】ホテルに着きました  | 

 班別研修から無事に帰ってきました。⼤学⽣の⽅にいろいろ連れて⾏ってもらいました。
 晩ごはんは丸林という台湾料理レストランでいただきます。

 

22:49 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2015/05/19 【関東班】クルーズ・バイキングです。  | 

 関東班はヨシモトの観劇とヨコハマ・クルーズ・バイキングを⾏っています。
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 この研修の後、関東班は無事にホテルに着きました。
 

22:45 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/19 【台湾班】九份にて  | 

 九份です。千と千尋の神隠しのイメージのところです。とにかくたくさん歩きました。
 午後は班別研修をおこないました。

 

22:42 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/05/19 【北海道班】ホテルに着きました。  | 

 ホテルナトゥールヴアルトに到着

 

22:39 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/19 【北海道班】旭⼭動物園にて  | 

 旭⼭動物園での様⼦です。

 

19:43 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/05/19 【関東班】浅草・上野の研修  | 

 浅草と上野に分かれて研修を⾏っています。
 上野動物園ではやはりパンダが⼈気です。
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19:38 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/19 【北海道班】旭⼭動物園に向かっています。  | 

バスで旭⼭動物園へ移動中です。
これから2時間半かかります。（12︓22記）

 

15:07 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/05/19 【関東班】東京に到着しました。  | 

修学旅⾏関東班は無事東京に到着しました。

 

15:03 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/19 【北海道班】千歳空港に到着しました。  | 

修学旅⾏北海道班は千歳空港に到着しました。

 

13:11 | 投票する | 投票数(1) | コメント
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2015/05/19 【台湾班】野柳です。  | 

野柳です。暑いです。

 

13:08 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/05/19 【国内班】松⼭空港を出発しました。  | 

修学旅⾏北海道班・関東班は松⼭空港を出発しました。

出発前、校⻑とあいさつ

 

13:03 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/19 【台湾班】朝⾷⾵景  | 

朝⾷を⾷べて野柳、九份へ出発します。午前は晴れのようですが午後からは⾬が降りそうです。

 

13:00 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/18 【台湾班】台北に到着しました。  | 

 修学旅⾏台湾班は、無事台北（台湾桃園国際空港）に到着しました。

⼣⾷会場にて

 

19:12 | 投票する | 投票数(4) | コメント
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2015/05/18 【台湾班】松⼭空港を出発しました。  | 

 修学旅⾏台湾班は松⼭空港を出発しました。

空港ロビーにて

 

13:05 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/18 本校吹奏楽部が「鶴姫伝説」を演奏します。  | 

 平成27年6⽉14⽇（⽇）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・ダルク
催／坊っちゃん劇場後援会、坊っちゃん劇場）を⾏います。
 先⽇、本校吹奏楽部が坊っちゃん劇場に⾏き、⾳響チェックなどリハーサルを⾏いました。

 

11:50 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/05/15 修学旅⾏結団式を⾏いました。  | 

 2年⽣は修学旅⾏の結団式を⾏いました。
 まず、全体で教頭と学年主任から旅⾏に⾏くにあたっての意義や注意すべきことの話がありました。その後、各班ごと
を⾏いました。
 本校では、関東⽅⾯・北海道⽅⾯は5⽉19⽇（⽕）〜5⽉22⽇（⾦）、台湾⽅⾯は5⽉18⽇（⽉）〜5⽉22⽇（⾦）の⽇程
を実施いたします。この間の安否を含めた情報を本校のウェブサイトでご報告いたしますので、ご覧ください。

 

16:01 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/05/13 本校にキツツキが来ました。  | 
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 校庭の⽊にキツツキが巣を作っています。トントンと軽快な⾳で⽊を突いています。
 温かく⾒守っていきます。

 

08:46 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2015/05/11 台⾵に対する本校の対応について  | 

 台⾵6号が⽇本に近づいています。
 本校の、台⾵を含む⾮常変災時の登校については、「Q&A」のページに掲載しておりますので、ご覧ください。
 

15:59 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/08 「校⻑室より」を⼀新しました。  | 

 新校⻑の着任に伴い、「校⻑室より」のページを⼀新いたしました.
 ご覧ください。
 

16:40 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/08 ⽣徒会役員・家庭クラブ役員認証式を⾏いました。  | 

 全校集会で、先⽇⾏われた⽣徒会役員選挙で選出された⽣徒会会⻑・副会⻑を含む⽣徒会役員の認証式が⾏われました
 県総体中予地区予選で⼊賞した⽣徒への表彰伝達の後、⽣徒会会⻑、副会⻑など6⼈の役員に校⻑から任命書が授与され

 また、併せて⽣徒会補助役員の発表も⾏われました。新⽣徒会を代表して会⻑から、⾃分たちの役割をしっかりと果し
協⼒をお願いしたい。とのあいさつがありました。
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 続いて、家庭クラブ役員の認証式も⾏われました。

 これから1年間、本校⽣徒を代表した活動をよろしくお願いします。
 

12:53 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/07 県総体地区予選の結果をお知らせします。  | 

 5⽉2⽇（⼟）〜6⽇（⽔）に⾏われた県総体地区予選の結果をお知らせいたします。
 陸上競技部が男⼥合わせて8名の⽣徒が県総体に出場を決めました。卓球部は⼥⼦が団体戦でベスト8になり、県総体へ
ました。

陸上競技部

卓球部
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