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10:01 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/05/01 PTA総会・おおとり会総会を開催しました。  | 

 PTA総会・おおとり会総会を開催しました。
 参観授業を⾏った後、学年別の説明会、PTA総会・おおとり会総会、吹奏楽部ミニコンサートやホームルーム担任との懇
ました。
 約250名の保護者の⽅の参加をいただきました。
 総会では、先⽇の理事会で承認いただいた原案が了承されました。
 お忙しい中、参加していただいた保護者の⽅々、ありがとうございました。今後とも本校の教育活動へのご理解とご協
お願いします。

 

16:35 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/05/01 卒業⽣の進路を掲載しました。  | 

 平成27年3⽉に卒業した⽣徒の進路状況を掲載いたしました。
 学校紹介の卒業⽣の進路のページをご覧ください。
 

16:33 | 投票する | 投票数(1

2015/04/30 学校周辺の⽔路の清掃を⾏いました。  | 

 学校北側の⽔路の清掃を約220名の⽣徒有志が⾏いました。
 毎年、⽥植え前のこの時期に、冬場にたまった落ち葉や藻を取り除いております。地域に貢献することを⽬的としてい
 部活動や委員会活動などさまざまなグループで熱⼼に活動をしました。

 

17:50 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/30 教育課程のページを更新しました。  | 

 学校紹介の教育課程・カリキュラムのページを更新しましたので、お知らせいたします。
 

09:37 | 投票する | 投票数(0) | コメント
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2015/04/30 県総体地区予選の結果をお知らせします。  | 

 4⽉29⽇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。
 剣道部が⼥⼦団体戦でベスト8に⼊りました。男⼥とも団体で県総体に出場を決めています。

 

08:50 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/04/28 修学旅⾏事前指導を⾏いました。  | 

 本校は平成27年5⽉19⽇（⽕）（台湾班は18⽇（⽉））から22⽇（⾦）まで、2年⽣が修学旅⾏を実施します。
 そのための事前指導を⾏いました。
 しおりの配付や旅程の確認、旅⾏中に注意すべき事、旅⾏までに準備しておくこと等の説明が班ごとにありました。

北海道班

関東班

台湾班

 

18:08 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/27 「朝の読書」を開始しました。  | 

 本⽇より「朝の読書」を開始しました。ショートホームルームの時間の前半10分を使って、原則毎⽇、全校⽣徒全員で
です。
 本⽇は図書館担当の教員より「朝の読書」実施の意義や⽅法について放送があった後、短い時間ですが、全校⽣徒で読
した。
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09:07 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/04/27 県総体地区予選の結果をお知らせします。  | 

 県総体地区予選のうち、4⽉25⽇（⼟）・26⽇（⽇）に⾏われた試合の結果をお知らせします。
 バレーボール（男⼦）、ソフトテニス団体（男⼥とも）、テニス個⼈ダブルス1組（男⼥とも）、ハンドボール（男⼥と
トボール、柔道団体・個⼈10⼈が県総体への出場権を得ました。

（撮影︓写

 

09:04 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/24 PTA・おおとり会理事会が⾏われました。  | 

 4⽉24⽇（⾦）に本校会議室にて、平成27年度第1回PTA・おおとり会理事会が⾏われ、本校職員を含め、約70名の理事
た。
 昨年度の⾏事報告や決算報告、監査報告、本年度の役員選出や⾏事予定、予算などについて審議が⾏われ、原案通り承
た。

 5⽉1⽇（⾦）には、PTA総会があります。多くの保護者の参加をお待ちしております。
 

17:26 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/04/23 ⽣徒総会・⽣徒会役員⽴会演説会を⾏いました。  | 
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 ⽣徒総会・⽣徒会役員⽴会演説会を実施しました。
 ⽣徒総会では、⽣徒会会計の報告や、各種委員会からの今年度の活動計画などが報告されました。

 本校では、⽣徒会役員のうち、⽣徒会会⻑と副会⻑を投票で選びます。
 ⽣徒会会⻑、副会⻑にそれぞれ2⼈の⽣徒が⽴候補し、⾃分の思いを述べました。

 

17:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/04/23 マニフェストを掲載しました。  | 

 本年度の「伊予⾼校の約束2015」（マニフェスト）を掲載いたしましたので、お知らせいたします。
 「学校評価（マニフェスト）」のページをご覧ください。
 

08:49 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/04/22 学校前のつつじが咲き始めました。  | 

 今年は少し⾬が多いですが、春は着実に深まっています。
 学校前の歩道に植えてあるつつじが咲き始めました。

 

08:40 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/04/21 PTA総会並びにおおとり会総会の開催について(御案内)  | 
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 平成27年5⽉1⽇（⾦）に、PTA総会並びにおおとり会総会の開催いたしますので、万障お繰り合わせの上、御出席くだ
ご案内申し上げます。
 また、PTA総会・おおとり会総会の前後に、全クラスの参観授業、学年別説明会、吹奏楽部によるミニコンサート、ホー
任との個別懇談会を計画しておりますので、併せて御出席くださいますよう御案内いたします。今年は新機軸として、卒
された制服を販売することも計画しております。
 詳しくは⽣徒に配布いたしました開催要項をご覧ください。
 なお、出⽋の御返事は、⽣徒を通じて、4⽉22⽇(⽔)までに、ホームルーム担任に御提出ください。
 

12:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/04/21 家庭クラブが朝清掃を始めました。  | 

 本校では家庭クラブがボランティアで、ほぼ毎⽇、朝清掃を⾏っております。
 本年度も今週より朝清掃を始めました。主に、学校周辺の歩道を清掃しております。
 約20分の活動ですが、最後まで黙々と取り組みました。

 

11:38 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/04/20 県総体地区予選の結果をお知らせします。  | 

 県総体地区予選のうち、4⽉18⽇（⼟）・19⽇（⽇）に⾏われた試合の結果をお知らせします。
 バスケットボールが男⼦・⼥⼦ともに、また、ソフトテニスが男⼦個⼈戦で2ペア、県総体への出場権を得ることができ
 なお、本校ではバスケットボール（⼥⼦）の試合が⾏われました。円滑に⼤会運営ができたことを、関係する皆様に感
す。ありがとうございました。

 

13:38 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/04/17 新体⼒テスト・⾝体計測を⾏いました。  | 

 新体⼒テスト・⾝体計測を実施しました。
 ⻑座体前屈、上体起こし、反復横跳び、握⼒、50m⾛、ハンドボール投げ、⽴ち幅跳びの各種⽬のテストと、⾝⻑、体重
⼒、聴⼒（1・3年⽣のみ）の計測を⾏いました。
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17:06 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/04/17 県総体地区予選の⽇程をお知らせします。  | 

 いよいよ県総体の地区予選が始まります。応援よろしくお願いします。
 なお、本校は4⽉18⽇・19⽇についてはバスケットボール（⼥⼦）の会場となっております。保護者の校内への⾃家⽤⾞
に関しては、⾼体連バスケットボール専⾨部から原則禁⽌との案内が出ております。詳しくは⾼体連のWeb Siteをご覧く
は本校施設改修のための⼯事⾞両も⼊りますので、ご協⼒お願いいたします。

陸上競技 5/2・3・4 愛媛県総合運動公園陸上競技場

バスケットボール 4/18・19 松⼭⼯業⾼校（男⼦）・伊予⾼校（⼥⼦）

バレーボール 4/25・26 ⼀次・⼆次予選 （男⼦）   松⼭聖陵

⼀次・⼆次予選 （⼥⼦）   東温⾼等学校

順位決定戦 （男⼥）   新⽥⾼等学校

卓球 5/2・3 伊予市⺠体育館

ソフトテニス 4/19・26 松⼭中央公園テニスコート

テニス 4/25・26・29 松⼭中央公園テニスコート（25⽇・29⽇）

空港東第四公園テニスコート（26⽇）

湯⽉公園テニスコート（25⽇・26⽇）

しおさい公園テニスコート（25⽇・26⽇）

愛媛県総合運動公園テニスコート（25⽇・26⽇）

ハンドボール 4/25・26 松⼭北⾼校グラウンド

サッカー 4/25・26・29 北条スポーツセンター陸上競技場・球技場

ソフトボール 4/25 砥部町陶街道ゆとり公園

柔道 4/25・26 愛媛県武道館柔道場

剣道 4/29 愛媛県武道館剣道場

（この表は主催者の⼤会要項に従って掲載し
 

08:24 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/04/16 全校集会で「IYO ピア・サポート」を紹介しました。  | 

 全校集会で教育相談についての話がありました。
 スクール・ライフ・アドバイザーとしてほぼ毎週来校していただいている先⽣の紹介がありました。
 また、春休みに「IYO ピア・サポート」養成講座に参加した⽣徒たちが、その成果として、⼈間関係を円滑にするため
て、「さわやかな対応」を紹介しました。

 この中で、「⾮主張的な対応」、「攻撃的な対応」そして相⼿を気遣うが、主張すべきことはいう「さわやかな対応」
ついて学ぶことができました。
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09:34 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/04/15 各種委員会を実施しました。  | 

 本校には、⽣徒会に、ホームルーム委員⻑、執⾏、交通、図書、環境美化、保健、体育、⼈権、家庭クラブ、「おおと
ルバム編集、放送という専⾨委員があります。
 本⽇は初の委員会を実施しました。委員⻑などの3役を決めたり、この1年の活動についての話し合いが⾏われたりしま
 

19:01 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/04/14 進路集会・アイレックスタイムガイダンスを⾏いました。  | 

 総合的な学習の時間に、3年⽣は進路集会を、1年⽣は「アイレックスタイムガイダンス」を⾏いました。
 3年進路集会では、最⾼学年としての⾃覚と、進路を実現するための⼼構えを、さまざまな⽴場の先⽣が説明しました。

 1年「アイレックスタイムガイダンス」では、⾼校⽣となってこれから3年間でどのように成⻑していけばよいのか、そ
な学習の時間にはどのようなことをするのかについての話がありました。

 

19:33 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/13 交通安全指導・⾃転⾞点検を⾏いました。  | 

 交通安全指導を⾏いました。特に、⾃転⾞通学⽣に対して、
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1. ながら運転の禁⽌
2. ５分前登校指導の⽬的
3. ミラーを⾒る習慣
4. 天気予報を⾒る習慣
5. 左折する時の減速

について、注意するようにと話がありました。
 この後、ホームルーム担任を中⼼に⾃転⾞点検を⾏いました。

 

15:07 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/13 野球部の練習試合をお知らせします。  | 

 野球部の練習試合の⽇程をまとめましたので、ご利⽤ください。
 改訂いたしました。（平成27年4⽉15⽇）

野球部練習試合⽇程表（改訂版）
 

15:03 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/10 1年⽣に対して校⻑講話が⾏われました。  | 

 1年⽣のオリエンテーションで、校⻑講話が⾏われました。⼈間として⼤切な⼼の豊かさには、⼈によって差ができる。
かな⽬標を持って⾼校⽣活を送れたかどうかによるところが⼤きいと講話を始められ、以下の三つについて期待を込めて
んに熱く語られました。

1. 卒業後の進路をしっかりと決めて、確かな⽬標を定めて⽣活しましょう。
 志を持って、⼀⽇⼀⽇を歩んでほしい。

2. 積極的な学習者となりましょう。
 教える側と学ぶ側が互いに刺激しあって、お互いが学びあう関係を作ってほしい。

3. ⼈権を尊重しましょう。
 互いの違いを個性と認め合い、尊重しあうことが信頼感と安⼼感を⽣む。｢⼈にしてもらいたいことは、⼈にもそ
なさい｣という⾔葉のように、⾏動してほしい。

 本⽇で1年⽣に対する新⼊⽣オリエンテーションは終わりました。伊予⾼⽣として充実した学校⽣活を送ってください。
 

15:37 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/04/09 対⾯式を⾏いました。  | 

 本⽇は1年⽣と2・3年⽣が初めて顔を合わせますので、対⾯式を⾏いました。
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 2・3年⽣の代表が歓迎のあいさつをした後、1年⽣からは、早く学校⽣活に慣れ、伊予⾼校の⼀員として頑張りたい。よ
いしますとの挨拶がありました。

 この後、⽣徒宣⾔・教員宣⾔がありました。
 ⽣徒宣⾔とは、この1年、本校⽣徒としての⾏動の規範、⽬標とするものです。
 本年度は以下のようになっています。

1. 勉強・部活動に全⼒で取り組み、⽂武⼆道を⽬指します。
2. ⼈それぞれの違いを認め、互いに尊重し合います。
3. 体調管理と5分前登校を徹底し、無遅刻・無⽋席を⽬指します。
4. 朝読書に積極的に取り組み、感性を豊かにします。
5. ⾃転⾞ではヘルメットを着⽤し、左側⼀列通⾏を徹底します。

 ⽣徒の代表が宣⾔とその趣旨を述べました。

 続いて教員宣⾔を⾏いました。本校では、毎年、本校のマニフェストとその趣旨を「宣⾔」という形で⽣徒に伝えてい
 この後、1年⽣はオリエンテーションが⾏われました。
 

10:25 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/04/08 第33回⼊学式を挙⾏しました。  | 

 平成27年度第1学期がスタートしました。
 午前中は新2・3年⽣で新任式、始業式を⾏いました。
 午後からは⼊学⽣を迎えて第33回⼊学式を13︓30より本校体育館で⾏いました。
 式辞で校⻑は、本校マニフェストである、「⼼のふれあい」、「凛とした⽣き⽅」、「夢の実現」を⼤切にして、様々
レンジしてほしいと述べました。

 これに対して、新⼊⽣代表からは「⾃ら選択して伊予⾼校に⼊学を決意しました。⼀⽣懸命頑張ります」との決意を述
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 明⽇、4⽉9⽇は対⾯式、オリエンテーションがあります。環境が変わり、忙しい⽇々となると思いますが、早く本校に
と思います。
 

16:04 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/04/07 学校評価に関する報告書を掲載いたしました。  | 

 平成26年度の学校評価に関する報告書を学校評価のページに掲載いたしましたので、ご覧下さい。
 

16:16 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2015/04/07 10万アクセスを超えました。  | 

 昨年、平成26年5⽉7⽇に本校WebSiteはリニューアルいたしました。以来、本⽇4⽉7⽇現在で10万件のアクセスを得る
した。ありがとうございます。
 今後も伊予⾼校の魅⼒を発信してまいりますので、応援よろしくお願いします。
 

09:02 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/06 年度初めの⽇程について  | 

 年度初めの⽇程をお知らせいたします。
 
4⽉8⽇（⽔）
＜２･３年＞
 8︓25〜 8︓45 ＳＨＲ(旧ホームルーム・新ホームルーム教室で実施します。）
 8︓50〜 9︓05 清 掃(旧分担）
 9︓20〜 9︓55 新任式 始業式 ホームルーム担任等発表
10︓05〜10︓55 ホームルーム活動(１時間）
   ※式場準備以外の⽣徒は放課
11︓00〜12︓00 式場準備(２年１・２・３組の⽣徒）
＜新⼊⽣＞
12︓30〜12︓50 新⼊⽣登校 ホームルーム確認後、武道場へ
（12︓30〜13︓20 保護者受付・納⾦）
12︓50〜13︓20 諸連絡
13︓30〜14︓20 ⼊学式
14︓40〜15︓30 ホームルーム活動
14︓35〜14︓55 保護者ガイダンス

 
４⽉９⽇（⽊）

 8︓25〜 9︓00 対⾯式(体育館）
＜２･３年＞
 9︓20〜10︓10 課題テスト(２年︓国語、３年︓国語)
10︓25〜11︓15 課題テスト(２年︓英語、３年︓英語)
11︓30〜12︓20 課題テスト(２年・３年⽂II・３年理系︓数学) 授業(３年⽂I)
12︓20〜13︓00 昼休み
13︓00〜13︓50 授業(２・３年)
14︓00〜14︓50 ⾝だしなみ指導
＜１年⽣＞
 9︓00〜11︓20 オリエンテーション(体育館)
11︓30〜12︓20 図書館ガイダンスまたは、授業
12︓20〜13︓00 昼休み
13︓00〜13︓50 図書館ガイダンスまたは、授業
14︓00〜14︓50 ホームルーム単位での活動
15︓00〜15︓40 部活動紹介
15︓40〜15︓50 諸連絡
16︓00〜16︓15 地区会
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４⽉10⽇（⾦）

   8︓25〜 8︓45 ＳＨＲ
＜３年⽣＞特別時間割
 8︓55〜 9︓45 課題テスト(地歴Ｂ科⽬）
 9︓55〜10︓45 課題テスト(⽂II︓｢⽣物･地学｣／｢⽣物･化学｣ 理系︓物理／⽣物)、授業(⽂I）
10︓55〜11︓45 課題テスト(理系︓化学）授業(⽂I、⽂II）
11︓55〜12︓45 授業
12︓45〜13︓25 昼休み
13︓25〜13︓35 清掃（新清掃分担）
13︓45〜14︓35 授業
14︓45〜15︓35 授業
＜２年⽣＞
特別時間割による授業

＜１年⽣＞
特別時間割

 8︓55〜 9︓45 図書館ガイダンスまたは、授業
 9︓55〜10︓45 図書館ガイダンスまたは、授業
10︓45〜10︓55 体育館移動
11︓00〜11︓20 校⻑講話(体育館）
11︓20〜12︓45 ⾝だしなみ指導(体育館)
12︓45〜13︓25 昼休み
13︓25〜13︓35 清掃
13︓35〜15︓35 オリエンテーション(体育館)

 

10:44 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/04/02 「吹奏“学”の⽇」で本校吹奏楽部がモデルバンドを務めました。  | 

 松前総合⽂化センターで「吹奏“学”の⽇ JWECCプレゼンツ」が開催され、本校吹奏楽部がモデルバンドを務めました。
 会場には県内の多くの吹奏楽関係の⽣徒や指導者が集まりました。

 

14:16 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/04/01 新年度のスタートです。  | 

 平成27年度がスタートしました。
 新しい校⻑のもと、「⼼のふれあい」、「凛とした⽣き⽅」、「夢の実現」をキーワードに教職員がんばっていきます
くお願いします。
 第1学期は4⽉8⽇（⽔）よりスタートです。新2・3年⽣は8︓25より始業となります。新1年⽣は13︓30より⼊学式を⾏
30より受付を開始いたします。
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12:46 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/03/31 IYOビア・サポーター養成講座を開きました。  | 

 ⽂部科学省⼈権教育研究指定校事業の⼀環として、3⽉20⽇（⾦）・26⽇（⽊）に、「IYOビア・サポーター養成講座」
た。
 希望して集まった1・2年⽣の⽣徒28名が各2時間、計4時間の養成講座を受講しました。
 「ビア・サポート」のビア（Peer）とは、同年代の仲間を指す⾔葉で、サポート（Support）は、⽀える、⽀援すること
不安や悩みや問題を抱える⼈に対して、⽀援するための援助法を学んだ専⾨家ではない仲間が、困っている仲間を助ける
え合い活動のことで、今回は、第1段階として、ビア・サポートの概要を理解し、サポートの基本となる、コミュニケーシ
ルや⾃⼰理解、⾃⼰表現⽅法について学びました。
 参加した⽣徒は、カウンセリングや臨床⼼理学に興味があったり、教員や保育⼠、看護師などを希望する者が多く、講
⾃分の感情や性格について理解を深めながら、熱⼼に楽しく活動できました。

 

08:46 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/03/30 伊予⾼校の桜も開花しました。  | 

 本校図書館横にある桜が花を咲かせました。
 新学期に向けて準備が進んでいます。
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08:27 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/03/27 離任式を⾏いました。  | 

 年度末の⼈事異動により、神⼭校⻑先⽣をはじめとする、16名の教職員が本校から異動となりました。
 本⽇27⽇（⾦）、本校体育館にて離任式が⾏われました。離任の挨拶では、それぞれの先⽣⽅から本校や本校⽣に対す
語っていただきました。
 異動先でも御活躍されることを祈念いたします。ありがとうございました。

 

13:09 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2015/03/25 五⾊姫復活祭⼥性みこしに参加しました。  | 

 3⽉20⽇（⽇）に第27回五⾊姫復活祭⼥性みこし(主催:五⾊姫復活祭実⾏委員会・他）に参加し、パフォーマンス賞に選
 参加した⽣徒は、「みんなで⼒を合わせて参加し、パフォーマンス賞をいただけてうれしいです。」と語りました。
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12:44 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/03/23 合格者説明会を⾏いました。  | 

 合格者とその保護者の皆さんに来校してもらい、説明会を実施しました。午前は合格者に対する国語、数学、英語の学
後は保護者も同席して、⼊学のための説明会および物品販売を⾏いました。

 

16:39 | 投票する | 投票数(3

2015/03/20 第3学期終業式を⾏いました。  | 

 第3学期終業式を⾏いました。
 式に先⽴ち表彰式が⾏われました。努⼒賞、1か年皆勤賞、漢字テスト優秀賞、図書奨励賞の各賞の表彰が⾏われました
 式辞で校⻑はこの1年の諸⾏事を振り返りながら、本校の本年度の重点努⼒⽬標「社会貢献できる⼈材の育成 ―志を⾼
と継続を駆使した⾃らの鍛えを通して―」に込めた思いを改めて述べました。
 明⽇より春季休業に⼊ります。3⽉24⽇（⽕）から26⽇（⽊）までの3⽇間は春季補習、27⽇（⾦）は離任式です。来年
実した春休みであることを望みます。

表彰式
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12:37 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/03/18 合格発表をしました。  | 

 3⽉18⽇（⽔）10:00より⾼校⼊試の合格発表をいたしました。
 3⽉23⽇（⽉）は合格者登校⽇となっています。合格者は8:30までに、保護者の⽅は13:20までに御来校下さい。なお、
る書類もありますので、御確認ください。

 

14:55 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2015/03/16 本⽇は『IYOの⽇』です。  | 

 今⽉は3⽉16 ⽇（⽉）が『IYOの⽇』です。
 1年間の締めくくりです。いろいろな出来事がありましたが、良い締めくくりをし、次の学年を迎えられること願い、＜
の気持ちを「ありがとう」を添えて伝えよう。＞を⽬標に設定いたしました。

 

09:48 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/03/16 “書の甲⼦園”の作品が返却されました。  | 

 “書の甲⼦園”「国際⾼校⽣選抜書展」の四国地区優勝の受賞・⼊選作品のうち、9点が返却されてきました。
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