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09:46 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/03/13 クラスマッチを⾏いました。  | 

 クラスマッチを実施しました。好天に恵まれ、⽣徒たちはいきいきとクラスの勝利を⽬指してがんばりました。

1年男⼦（サッカー）

1年⼥⼦（フットサル）

2年男⼦（フットサル）
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2年⼥⼦（バスケットボール）

 

17:19 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2015/03/10 IYOピア・サポート・ガイダンスを実施しました。  | 

 3⽉6⽇（⾦）「IYOピア・サポート＜ガイダンス＞」を⾏いました。
 「ピア・サポート」のピア（Peer）とは、同年代の仲間をさす⾔葉で、サポート（Support）は、⽀える、⽀援すること
す。不安や悩み、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
⼠の⽀え合い活動」の事です。
 3⽉20⽇（⾦）、26⽇（⽊）にIYOピア・サポーター養成講座を予定しており、今回は興味のある⽣徒にその説明を⾏い

 

12:17 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/03/09 《野球部》 練習試合解禁︕シーズン開幕︕ 対松⼭北⾼校  | 

 3⽉8⽇（⽇）より⾼校野球は対外試合解禁になりました。本校野球部は松⼭北⾼校と対戦をし、1勝1敗でした。
 ⻑い冬のトレーニング期間を越えて⼀回り⼤きくなった選⼿達になお⼀層のご声援を賜りますよう、今後ともよろしく
す。

（試合結果）
【第1試合】 伊予⾼校 ２―７ 松⼭北⾼
伊予⾼校︓ ０００ ０００ ２００ ｜２
松⼭北⾼︓ １２０ ０２２ ００× ｜７

 
【第２試合】 松⼭北⾼ ６―10 伊予⾼校
松⼭北⾼︓ ００１ ００１ １２１ ｜６
伊予⾼校︓ １００ ４０３ ０２× ｜10

 

（来週の練習試合予定）
３⽉14⽇（⼟） 帝京第五⾼校（帝京第五⾼校グランド）
３⽉15⽇（⽇） 坂出⾼校（伊予⾼校グランド）
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17:08 | 投票する | 投票数(6

2015/03/05 委員会報告を⾏いました。  | 

 全校集会の時間に委員会報告を⾏いました。
 ホームルーム・執⾏・交通・図書・環境美化・保健・体育・⼈権・家庭クラブ・「おおとり」編集の各委員⻑がこの1年
をしました。

 

15:05 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/03/01 卒業証書授与式を挙⾏しました。  | 

 平成27年3⽉1⽇（⽇）10時より本校体育館にて第30回卒業証書授与式を挙⾏しました。
 多数の御来賓、保護者の⽅が来校され、厳粛で盛⼤な式典となりました。
 答辞に当たる「⾨出の⾔葉」で卒業⽣代表は「伊予⾼校でみんなと過ごせたことは何よりも私の宝です。ありがとう」
た。卒業⽣は、在校⽣の「第九・歓喜の歌」の合唱の中、会場を後にしました。
 30期⽣のみなさん、卒業おめでとう︕

卒業証書授与
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⾨出の⾔葉

 

15:34 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/02/28 同窓会⼊会式、卒業式前⽇表彰式を⾏いました。  | 

 同窓会⼊会式、卒業式前⽇表彰式を⾏いました。
 同窓会⼊会式では、同窓会⻑より、これから社会に出ていくにあたり、伊予⾼校を卒業したことに誇りを持って頑張っ
挨拶がありました。
 明⽇3⽉1⽇（⽇）は卒業証書授与式です。⾬が予想されます。お⾜下に気をつけてお越しください。

 

15:56 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/02/27 春らしくなってきました。  | 

 いよいよ3⽉1⽇（⽇）は卒業証書授与式です。27⽇（⾦）、3年⽣は卒業式予⾏で午後より登校しました。
 本校周辺も卒業式にふさわしく春の雰囲気が出てきました。周辺には菜の花が咲き誇っています。

 

17:22 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/02/26 第2回学校評議員会が開催されました。  | 

 平成27年2⽉25⽇（⽔）16:00より本校会議室にて第2回学校評議員会が開催され、4名の評議員の⽅々と、校⻑をはじめ
員が出席いたしました。
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 校⻑より本年度の本校の取組の説明、研修課⻑より学校評価アンケートの分析の報告をしました。評議員の⽅からは地
学⼒向上など学校の取組についての質問がありました。

 

07:54 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/02/25 選抜⾼校野球で四国代表校のプラカードを揮毫します。  | 

 3⽉21⽇に開幕する第87回選抜⾼等学校野球⼤会（⽇本⾼等学校野球連盟、毎⽇新聞社主催）の開会式で使うプラカー
本校書道部の⽣徒が揮毫しました。
 先⽇、取材を受け、⽣徒たちは書にかける思いを話していました。2⽉22⽇付の毎⽇新聞で報道されておりますので、ご

 

10:30 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/02/24 「第九」の練習を始めました。  | 

 本校では学校創⽴以来、卒業証書授与式において、ベートーヴェン作曲「交響曲第9番」第4楽章の「歓喜の歌」を⽣徒
とが伝統となっています。
 芸術の授業などで、これまでも練習していましたが、本⽇1年⽣全員が集まって練習をしました。短時間ではありました
声を出すことができました。

 

15:51 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/02/24 愛媛県学⽣書道展表彰式に出席しました。  | 
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 第53回愛媛県学⽣書道展の表彰式が2⽉22⽇（⽇）11時より愛媛県美術館講堂で⾏われ、本校⽣徒も出席しました。

 

11:26 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/02/18 制服のリユースについてのお願い  | 

 PTAよりお知らせです。
 今年度、初めての取り組みとして『制服のリユース』を計画しております。⼩・中学校では実施されているところもあ
う着なくなった制服を他の⽅に活⽤していただくというものです。お⼦様が袖を通され、苦楽を共にした思い出深い制服
使⽤に耐えられそうな制服を卒業後に無償で御提供いただき、後輩に活⽤させていただけないかと考えております。この
いただけます場合には、以下のような⽅法で御提供いただけますと助かります。
 尚、御提供いただきました制服については、平成27年5⽉1⽇(⾦)に⾏われますPTA総会の時に希望者にクリーニング代程
し、もし収益が出た場合についてはPTA会計に⼊れ、活⽤させていただきたいと考えています。

記

1. 対象制服
 夏服、冬服(上着、ズボン、スカート、ベスト、セーター、シャツ、ネクタイ)
 ※御提供いただく制服は学校の⽅から⼀括でクリーニングに出します。

2. 提出⽇
 平成27年3⽉27⽇(⾦) 離任式当⽇
 ※卒業式が済んだ後、もう着ることがないなら、いつでも構いません。

3. 提出先
 離任式当⽇ 体育館⼊⼝
 ※離任式以外の⽇は事務室

 

18:03 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/02/18 年⾦セミナーが開かれました。  | 

 本⽇は3年⽣登校⽇です。
 3年⽣を対象に年⾦セミナーが⽇本年⾦機構松⼭⻄事務所の⽅々を講師にお迎えして開かれました。
 年⾦制度の説明や、年⾦エッセイの朗読などを通じて、⽣徒は卒業後に必要な社会の仕組みのひとつを学んでいました
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17:54 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/02/16 第53回愛媛県学⽣書道展に出品します。  | 

 第53回愛媛県学⽣書道展（主催:愛媛県書写教育協議会・愛媛県教育研究協議会・愛媛県⾼等学校教育研究会芸術部会・
本社）が平成27年2⽉21⽇（⼟）・22⽇（⽇）の2⽇間、愛媛県⽴美術館南館にて開催されます。
 本校の⽣徒は書道部を中⼼として13名の作品が⼊選を果たしました。そのうち、秀作以上に選ばれた6作品が展⽰されま
 ⽣徒の⼒作をご覧になってください。
 

09:53 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2015/02/13 第2回PTA・おおとり会理事会が開催されました。  | 

 2⽉13⽇（⾦）本校会議室にて第2回PTA・おおとり会理事会が開催されました。
 本年度の活動の中間報告が⾏われました。

 

17:31 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/02/13 本⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 2⽉14⽇は⼟曜⽇なので、本⽇2⽉13⽇が「IYOの⽇」になります。
 今⽉の⾏動⽬標は、

元気よく⼼を込めて挨拶する。感謝の気持ちを伝える。(14回は意識しよう)
となっています。
 授業開始・終了の挨拶が⼼なしか⼤きく感じられました。
 

14:45 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/02/13 ⼈権・同和教育ホームルーム活動を実施しました。  | 

 2⽉12⽇（⽊）に、1・2年⽣は⼈権・同和教育ホームルーム活動を実施しました。
 1年⽣は⾝近な⼈権問題について、2年⽣は戦後の解放の歴史について学びました。
 ⽣徒の感想です。

「周りの⼈が差別的なことを⾔った時には、“それは違う”と説得できるような⼈になりたいです。」（1年）
「⾃分の思う当たり前が世間の⼈全員の当たり前だと思わずに、もっと⼀つ⼀つのことに⽬を向けて、感謝の気持
⽣活したいです。」（2年）
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14:41 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/02/13 全国⻘少年書き初め⼤会優秀作品展⽰会に作品が展⽰されます。  | 

 本校書道部の⽣徒の作品が第5回全国⻘少年書き初め⼤会優秀作品展⽰会で展⽰されます。今年度の全国⾼等学校総合⽂
る出品作品の中から70点の中に選抜されたものです。
 期間は2⽉15⽇（⽇）から28⽇（⼟）まで。会場は国⽴オリンピック記念⻘少年総合センターカルチャー棟１Fギャラリ
 

12:07 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/02/12 進路講演会が開かれました。  | 

 2⽉10⽇（⽕）に、1年⽣を対象に（株）リクルートマーケティングパートナーズ専任講師⼤野美樹先⽣をお招きして、
⾏われました。
 現在の社会状況や就職状況、より良く⽣きるためには何をしなければならないのかということを、具体的なデータや社
タビューなどを通じて、教えていただきました。
 2か⽉後、1年⽣は「先輩」と呼ばれるようになります。今何をしなければならないのか、考えていくきっかけとなった

 

07:49 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/02/09 「書の甲⼦園」の表彰式に出席しました。  | 

 今年度本校が四国地区優勝となった“書の甲⼦園”「国際⾼校⽣選抜書展」（主催︓毎⽇新聞社、毎⽇書道会）の表彰式が
⽉7⽇（⼟）に⼤阪市北区梅⽥のハービスホールで⾏われました。
 本校から団体代表として書道部部⻑と秀作賞を受賞した⽣徒2名が出席しました。
 なお、本校は平成27年3⽉21⽇（⼟・祝）から⾏われます第87回選抜⾼等学校野球⼤会の四国地区代表校3校のプラカー
毫が決定しました。
 詳しくは後⽇お伝えします。

 

17:18 | 投票する | 投票数(2) | コメ
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2015/02/06 中村修⼆教授ノーベル物理学賞受賞記念講演会に参加しました。  | 

 2⽉4⽇（⽔）、ひめぎんホールにて中村修⼆教授ノーベル物理学賞受賞記念講演会が開催され、本校2年理系の⽣徒が参
た。
 中村教授の熱意のあふれた講演に⽣徒たちは深い感銘を受けていました。
 ⽣徒の感想を紹介いたします。

「失敗した時に、なぜ失敗したかを考えることが⼤切だと思いました。実験とかも失敗ばかりだと聞いて、成功者
だと改めて感じました。」
「中村さんの、失敗してもめげずに次のステップを踏む気持ちに感動しました。⾃分も失敗してもあきらめずによ
めの努⼒をしていきたいと思います。」

 

14:54 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2015/02/05 東⽇本⼤震災被災者の⽅々に⽀援物資を送りました。  | 

 本校は平成26・27年度⽂部科学省⼈権教育の研究指定校となり、「⽣徒の感性を豊かにし、実践⼒を⾼める⼈権教育の
主題のもと、⼈間尊重の精神を持った⽣徒の育成を⽬指しております。その事業の⼀環として、今年度の⼈権・同和教育
演いただきました⽊城⾹代先⽣の主宰する「バリアフリーお遍路クラブ」を通じて、東⽇本⼤震災の被災者の⽅々や留学
ることとなりました。
 昨年12⽉末の保護者懇談等で家庭から提供していただいた⽀援品を⼈権委員会の⽣徒たちが仕分けし、無事「バリアフ
ラブ」に引き渡すことができました。
 ご協⼒感謝いたします。

 

17:04 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/02/05 第30回卒業証書授与式について(御案内)  | 

 お⼦様が本校第30期⽣として卒業される⽇が近づいてまいりました。
 つきましては、第30回卒業証書授与式を下記のとおり挙⾏いたしますので、御多⽤中とは存じますが、御出席ください
内申し上げます。

記

1. ⽇時 平成27年3⽉1⽇(⽇) 10:00〜11:30
2. 場所 本校体育館
3. その他

1. 体育館⼊り⼝で受付をすまされた後、9:45までに御着席ください。
2. 式後、各教室でホームルーム活動がありますので御参加ください。
3. 駐⾞場は、駐⾞台数に限りがありますので御協⼒をお願いします。
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13:44 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2015/02/04 3年⽣登校⽇です。  | 

 本⽇は3年⽣の登校⽇です。
 ⼈権同和教育講話やホームルーム活動などが⾏われました。
 3年⽣は現在、家庭学習期間中ですが、⼊試に備え、補習や⼩論⽂指導などで多くの⽣徒が登校しています。
 最後までガンバレ︕︕

 

15:30 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/02/03 校内マラソン⼤会が開催されました。  | 

 校内マラソン⼤会が⾏われました。
 晴天のもと、男⼦5km、⼥⼦3kmのコースを⽣徒たちは懸命に⾛りました。
 コース周辺にお住まいの皆様、通⾏された皆様、ご協⼒ありがとうございました。

2年⼥⼦

2年男⼦

1年⼥⼦
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1年男⼦

 

18:37 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2015/01/30 マラソンコースの整備を⾏いました。  | 

 本校では2⽉3⽇（⽕）に校内マラソン⼤会を実施します。
 先⽇体育の教員がコースの整備を⾏いました。雑草やゴミなどを取り除き、安全に⾛れるようにいたしました。
 当⽇コース沿いにお住いの皆様、通⾏する皆様にはご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解の上、ご協⼒お願い

ゴミ袋6袋分の雑草を取り除きました

 

17:33 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/30 3年学年集会が⾏われました。  | 

 3年⽣は学年集会を開きました。
 学年主任からは、先⽇のイチロー選⼿の⾔葉を引⽤して、卒業までの残りの⽣活をきちんと送ることを希望する話があ
 明⽇より、3年⽣は家庭学習期間に⼊ります。それぞれの進路に向けて全⼒を注いでほしいと願っています。
 

17:20 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/29 修学旅⾏説明会を⾏いました。  | 

 本校では平成27年5⽉19⽇（⽕）（台湾班は18⽇（⽉））〜22⽇（⾦）に2年⽣の修学旅⾏を実施します。
 修学旅⾏に参加する⽣徒を対象に旅⾏業者の⽅にも参加していただき、修学旅⾏説明会を実施いたしました。

台湾班
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北海道班

東京班

 

18:24 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2015/01/29 全校集会を⾏いました。  | 

 表彰伝達の全校集会が⾏われ、ホッケー部、書道部、並びに家庭クラブの⽣徒が表彰されました。

 

11:42 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/27 2年進路集会を開催しました。  | 

 2年⽣は総合的な学習の時間に進路集会を開催しました。
 学年主任の先⽣から学習⾯をはじめ、これから3年⽣なるまでの⽣活全般についての講話がありました。
 その後、各教科の先⽣⽅から、学習法や⼼構えなどに関する講話がありました。2年⽣の3学期になり、これまでの国数
科、地歴の模試も受ける段階に⼊っています。特に理科の担当からは「今の時期の理科の勉強は、『⾒て、聞いて、まね
す』ことを⼤切にして、⾃然界のルールをしっかりと覚えてほしい。さらに、⼀番⼒を伸ばしていく時期である3年⽣の夏
基本をしっかりと⾝に付いていってほしい」といったアドバイスがありました。
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19:02 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/27 第39回書界展に出品しました。  | 

 県内の書家の⽅々が所属する「書界社」の作品展「第39回書界展」(愛媛県、毎⽇新聞松⼭⽀局などが後援)が、1⽉21⽇
⽇（⽇）に松⼭市堀之内の県美術館南館で⾏われ、本校書道部も出品しました。
 審査の結果、松⼭市議会議⻑賞などを獲得し、1⽉25⽇（⽇）に県美術館本館講堂での授賞式に出席しました。

 

08:24 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/01/22 LED電灯を導⼊しました。  | 

 本校の教室にもLED電灯が導⼊されました。
 これまで2本の蛍光灯を使っていましたが、1本で同じ明るさを確保しています。また、交換は10年しないでよいと⾔わ
徐々にLED電灯になる予定です。

 左がLED、右が蛍光灯です。LEDの⽅が明るく、⻘い光を放っているように感じられます。

 

14:02 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2015/01/16 3年⽣は学年集会を⾏いました。  | 

 1⽉17⽇（⼟）・18⽇（⽇）は⼤学⼊試センター試験です。
 本⽇4限⽬に3年⽣は学年集会を開きました。
 校⻑からは、平常⼼をもって落ち着いて臨んでほしい、1点でも多く得点することを考え、得意科⽬で勝負、また、終わ
振り向かず頑張ってほしいとの話がありました。

 進路課⻑からは試験に臨むにあたっての最終確認の話がありました。
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 最後まで頑張ってください。応援しています。
 

14:35 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/14 本⽇はIYOの⽇です。  | 

 本⽇はIYOの⽇です。
 今⽉の⾏動⽬標は「いつもより⻑めの⼿洗い・うがいを実⾏しよう」です。インフルエンザが流⾏している中、⽣活習
しい知識を持って予防に努めることを⽬的としています。
 また、いつものように⽣徒の登校時に、教職員が正⾨・通⽤⾨や⾃転⾞置き場に⽴ち、あいさつを交わしました。

 

15:09 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/13 1年進路集会を⾏いました。  | 

 総合的な学習の時間に1年⽣は進路集会を⾏いました。
 学年主任からは、⼈間はすぐに忘れるので、復習をすることが⼤事であるということ、1年⽣3学期を「2年⽣0学期」と
⽣になるための準備が必要であるということ、また、いろいろな進路先を研究することが⼤事であるとの話がありました
 この後、英語、数学、国語の各担当の先⽣からそれぞれの教科の学習についての話がありました。

 

18:40 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/08 インフルエンザが流⾏しています。  | 

 県内全域でインフルエンザの本格的な流⾏期を迎えています。感染予防・感染拡⼤防⽌のため、うがい・⼿洗い・咳エ
がけてください。
 また、御家庭においても、登校前に健康観察をしていただき、検温をしてから登校するなど、お⼦さまの体調管理の御
くお願いいたします。
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 お⼦さまがインフルエンザと診断された場合は、担任まで連絡していただき、以下２点の御協⼒をよろしくお願いいた

医師の指⽰に従い、御家庭で療養してください。
 なお、インフルエンザの出席停⽌期間は、発症後５⽇を経過し、かつ解熱後２⽇を経過するまで となっていま
ください。
出席停⽌の⼿続きが必要となります。
 提出していただく書類は、診断を受けた病院で、医師による「診断書」を書いていただくか、学校で⽤意してい
明書」の様式への記⼊を依頼してください（ダウンロードし御活⽤ください）。なお、診断書料等が別途必要とな
御了承ください。

 

17:10 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/08 第3学期始業式を⾏いました。  | 

 本⽇より3学期がスタートし、始業式を⾏いました。
 式辞で校⻑は、まず、「時の感じ⽅と挑戦する意識」について話をしました。

 ⾏ったことのない所に旅⾏するとき、⾏きは⻑く、帰りは短く感じる。初めてのことは⻑く感じ、⼀度経験した
短く感じる。私⾃⾝、年を重ねると、何が起きようと、悩む事も、迷う事も、感動する事も少なくなり、時の進む
いと感じるようになっている。⼈⽣が⻑いかどうかは感覚的なものという考え⽅もあるが、時の進むのが速いと感
今、それは、経験によって、物事が無難に乗り越えられている今を過ごしていることになる。こんな今に⽢んじる
く、もっと、新しい事に挑戦する意識を持ち、集中して取り組むといったことが⼤事だ。

 次に、3学期は卒業式、⼊試と⼤きな⾏事がある。それぞれの学年ですべきことを果たしてほしい、と述べました。
 健康管理に留意し、⽣活のリズムを切り替え、学校⽣活がスムーズに始まるようにしましょう。

 

15:03 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2015/01/05 新年あけましておめでとうございます。  | 

 新年あけましておめでとうございます。
 昨年は本校の教育活動に御理解を賜り厚く御礼申し上げます。
 本年も、より⼀層の御⽀援を賜りますよう、お願い申し上げます。

（校庭に咲いたサザ

 

11:57 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/12/24 アンサンブルコンテスト中予地区予選で地区代表になりました。  | 

 12⽉23⽇（⽕）に愛媛県⽣涯学習センターにおいて、第38回全⽇本アンサンブルコンテスト愛媛県⼤会中予地区予選が
の成績を収めることができました。
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