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クラリネット四重奏 ⾦賞・代表
⽊管五重奏 ⾦賞・代表
⾦管⼋重奏 ⾦賞・代表

 県⼤会は平成27年1⽉25⽇（⽇）に松⼭市総合コミュニティセンターで⾏われます。

 

12:59 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2014/12/19 オーサー・ビジットが開催されました。  | 

 ⼦どもたちに⼈気の本の作者が、学校の教室を訪ねて、特別授業をする読書推進事業「オーサー・ビジット２０１４」
主催、出版⽂化産業振興財団協⼒）が本校で⾏われました。
 講師は世界的に活躍されているピアニストの仲道郁代さんです。
 仲道先⽣が演奏される曲や絵画などから想像できる情景などを⾔葉で表現していく授業でした。
 ⽣徒たちもいきいきと⾃分の感じたこと、考えたことを表現していました。
 

17:06 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/12/19 第2学期終業式を⾏いました。  | 

 第2学期終業式を⾏いました。
 式に先⽴って「⼦規顕彰松⼭市⼩中⾼校⽣俳句⼤会」、「校内読書感想⽂コンクール」の表彰がありました。
 式辞で校⻑は、2学期に本校で講演をしてくださった、写真家の松本紀⽣さんと北京オリンピック銅メダリスト朝原宣治
⼈について述べました。お⼆⼈は「⽬標を⾒つけ」、その⽬標の実現⽅法を⾒いだしたが、われわれにとって「⽬標を⾒
は難しいことである。常に「やりたいことを探す」という課題意識を持ち続けなければ⽬標は⾒つからない、しかし、課
続ければ⾼い確率でヒントは⾒つかる、と話しました。
 また、⼈のすごさをマネすることが⾃分の成⻑や⾶躍の第⼀歩であり、すごさを「⾒抜く」、「マネする」、そして、
変える」という三段階を踏んで個性とする必要がある、等の話をしました。
 来週は冬季補習があります。第3学期の始業式は1⽉8⽇（⽊）です。
 実りある冬休みを送って下さい。
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17:00 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/12/19 ⼦規顕彰松⼭市⼩中⾼校⽣俳句⼤会で本校⽣徒の作品が⼊選しました。  | 

 平成26年度第49回⼦規顕彰松⼭市⼩中⾼校⽣俳句⼤会で本校⽣徒4⼈の作品が⼊選（特選を含む）しました。
 表彰は先⽇平成26年11⽉23⽇（祝）に松⼭市⽴⼦規記念博物館で⾏われており、後⽇松⼭市報にも掲載される予定です
 

13:29 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2014/12/17 本⽇は臨時休校になります。  | 

 中予地⽅の暴⾵雪警報が正午を過ぎても解除にならなかったので、本⽇12⽉17⽇（⽔）は臨時休校とします。
 明⽇12⽉18⽇（⽊）は午前中平常授業です。午後より保護者⾯談となります。
 なお、明⽇12⽉18⽇（⽊）の天気も予断を許さない状況ですので、最新の気象情報を⼊⼿するようにして下さい。
 

12:29 | 投票する | 投票数(13) | コメント

2014/12/16 12⽉17⽇の登校について  | 

 12⽉17⽇（⽔）は中予地⽅に暴⾵雪警報の発令が予想されますので、登校について確認いたします。

「暴⾵（雪）警報」が発令された場合
 登校時において、「中予地⽅」に「暴⾵警報」⼜は「暴⾵雪警報」が発令された場合、⾃宅で待機する。

1. 正午までに警報が解除された場合、登校し授業を受ける。
2. 正午を過ぎても警報が解除されない場合、登校する必要はない。

 

16:42 | 投票する | 投票数(31) | コメント

2014/12/15 松前町第九演奏会に本校吹奏楽部が出演しました。  | 

 12⽉14⽇（⽇）に松前町総合⽂化センター広域学習ホールで松前町第九演奏会が開かれ、本校吹奏楽部が出演しました
 松前町ひまわり少年少⼥合唱団や有志による合唱団やプロの声楽家の⽅との共演で、ホールは満席となり、盛況のうち
が出来ました。
 

14:29 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2014/12/10 グループマッチが⾏われました。  | 

 本年度最後のグループ活動であるグループマッチが⾏われました。好天にも恵まれ、いきいきと活動しました。
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1年男⼦ フットサル

1年⼥⼦ ソフトバレーボール

2年男⼦ ソフトボール

2年⼥⼦ ドッジボール

3年男⼦ サッカー
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3年⼥⼦ バスケットボール

 

17:28 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/12/09 デートDV講演会を⾏いました。  | 

 2年⽣は総合的な学習の時間にデートDV（ドメスティック・バイオレンス）講演会を実施しました。
 2名の⼈権擁護委員の⽅を講師にお迎えして、デートDVがなぜ起こるのか、どうしたら防ぐことができるのかなどをプ
ョンやDVDなどで詳しく知ることができました。

 

22:04 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/11/28 国際⾼校⽣選抜書展で団体賞を受賞しました。  | 

 世界の⾼校⽣たちが、若い⼒と情熱を傾け、腕と感性を競い合う“書の甲⼦園”「国際⾼校⽣選抜書展」（主催︓毎⽇新聞
団法⼈毎⽇書道会）の第23回展が来年2⽉に⼤阪市⽴美術館で、開催されます。
 本校は四国地区で団体優勝を受賞することができました。また、多くの本校⽣徒が⼊選を果たすことができました。
 

09:58 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2014/11/25 晩秋の伊予⾼校  | 

 秋も深まり⽊々の葉もかなり落ちてしまいました。
 2学期末考査発表中の3連休には⽣徒が登校し、教室などで学習をする様⼦が⾒られました。11⽉27⽇（⽊）からは期末
れぞれの⽬標に向かって頑張ってください。
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 また、11⽉22⽇（⼟）にはPTA研修旅⾏で35名の保護者の⽅の参加をいただきました。ありがとうございます。詳細は
で紹介いたします。
 

08:10 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2014/11/19 学校保健・学校安全委員会を開催しました。  | 

 学校保健・学校安全委員会を開催しました。
 学校医の先⽣⽅、PTA役員、⽣徒代表、本校関係教職員が参加しました。
 まず、保健・交通・環境美化の委員会活動を⽣徒が報告をしました。次に学校保健・安全の現状と課題について本校教
した。最後に学校医の先⽣⽅から、健康診断の結果を踏まえ、感染症予防のためのうがい、⼿洗い等、⽇常⽣活の在り⽅
導がありました。

 

19:14 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/11/17 愛媛県⾼等学校総合⽂化祭に参加しました。  | 

 平成26年11⽉13⽇（⽊）〜16⽇（⽇）にひめぎんホール等を会場に平成26年度愛媛県⾼等学校総合⽂化祭が開催され、
徒が参加しました。（写真は順次アップしていきます。ご了承ください。）

総合フェスティバル（15⽇（⼟）ひめぎんホール・メインホール）
 第⼆幕の⾼校合同サクソフォーンアンサンブルに本校⽣徒が出演しました。
 また、県総合⽂化祭の優秀ポスターの展⽰があり、本校⽣徒の作品も展⽰されました。

演劇部（15⽇（⼟）・16⽇（⽇）愛媛県⽣涯学習センター県⺠⼩劇場）
吹奏楽部（16⽇（⽇）ひめぎんホール・メインホール）
 プログラム最後の出演で堂々とした演奏を⾏い、優秀賞に選ばれました。
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美術部、書道部、写真部（13・14〜16⽇県美術館南館）
 書道部の作品が優秀賞に選ばれ、来年度⾏われる全国⾼等学校総合⽂化祭への出品が決まりました。

放送・IT部（15⽇（⼟）ひめぎんホール）
 アナウンス部⾨、朗読部⾨に出場しました。
華道部（15⽇（⼟）・16⽇（⽇）ひめぎんホール2Fロビーにて）
 作品が展⽰されました。

 

15:27 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/11/14 IYOの⽇  | 

 本⽇14⽇は「IYOの⽇」です。
 今⽉の⾏動⽬標は「相⼿に伝わる、気持ちの良いあいさつをしよう!!」です。あいさつは相⼿の存在を認め、コミュニケ
はかる最適なツールです。⾔葉を発することに意味があると考えます。
 教職員も正⾨・通⽤⾨、そして⾃転⾞置き場に⽴ち、⽣徒と朝から気持ちのよいあいさつを交わしました。
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13:40 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/11/13 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。
 地震とその後の⼆次災害（今回は⽕災）を想定して、全校⽣徒が運動場へ避難しました。
 その後、1年⽣は初期消⽕体験を⾏いました。また、2年⽣は起震⾞を利⽤して東⽇本⼤震災の揺れを実感しました。3年
⾞を利⽤して屋上からの避難訓練を体験しました。

初期消⽕体験（1年⽣）

起震⾞体験（2年⽣）

はしご⾞体験（3年⽣）
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18:54 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/11/13 ⼈権・同和教育に関する全校集会を⾏いました。  | 

 「共に⽣きる〜差別のない社会へ〜」を考える内容で全校集会を⾏いました。
 まず、障がいを持つ⼈と持たない⼈が共に⽣活できる社会を⽬指すため、私たちができること、という内容の⼈権作⽂
した。

 このあと、図書委員会が「共に⽣きる〜差別のない社会へ〜」というテーマで選んだ本を紹介するブックトークを⾏い

 

13:52 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/11/10 家庭クラブの朝清掃  | 

 本校では家庭クラブが主催して各クラス単位で朝清掃を⾏っています。
 今週は1年の最後のクラスに当番が回ってきました。
 昨⽇の⾬で校庭にはたくさんの落ち葉が・・・。みんなで協⼒して取り除きました。

 

13:43 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/11/07 菊を飾りました。  | 

 本校の有志が中⼼となって育てた菊が⾒ごろになりました。現在、校⾨から⼊ったロータリーに飾っています。
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17:23 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/11/06 中予地区⼈権・同和教育研究協議会が開催されました。  | 

 中予地区⼈権・同和教育研究協議会（主催︓愛媛県教育委員会・愛媛県⼈権教育協議会・松前町教育委員会）が松前町
⼩・中学校で開催され、⾼等学校教育の分科会が本校でありました。
 午前中はホームルーム活動と研究協議、午後からは実践報告、研究協議が⾏われました。

 

17:44 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/11/05 推薦⼊学者選抜における「出願資格の詳細」を掲載しました。  | 

 「⼊学を希望する⽅へ」のページに本校の推薦⼊学者選抜における「出願資格の詳細」を掲載いたしましたので、こち
ださい。
 

11:35 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/11/04 「アイレックス1⽇講義」を実施しました。  | 

 2年⽣を対象に総合的な学習の時間に「アイレックス1⽇講義」を実施しました。
 これは、⽣徒が希望する分野ごとに、⼤学等の上級学校の⽅から直接授業内容などを聞くことで、進路選択や決定に役
狙いとしています。
 地元や近県の13の⼤学などから講師の先⽣⽅が来校して下さり、それぞれの分野についてのガイダンスをいただきまし
も熱⼼に参加しておりました。
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20:07 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/10/30 全校集会で表彰伝達を⾏いました。  | 

 全校集会で表彰伝達を⾏いました。
 全⽇本吹奏楽コンクール全国⼤会に出場した吹奏楽部、新⼈戦で好成績を収めた、陸上競技部、ソフトボール⼥⼦、テ
道、ハンドボール⼥⼦、そして、各種⼤会で⼊賞した個⼈が表彰を受けました。

 

11:40 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/10/28 ⾯接カウンセリング週間  | 

 10⽉27⽇（⽉）〜10⽉31⽇（⾦）は⾯接カウンセリング週間となっております。
 昼休みや放課後にホームルーム担任を中⼼に⾯接を実施しています。
 

14:46 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/10/27 吹奏楽コンクール全国⼤会で銅賞を受賞しました。  | 

 第62回全⽇本吹奏楽コンクール全国⼤会⾼校の部（全⽇本吹奏楽連盟、朝⽇新聞社主催）が平成26年10⽉26⽇（⽇）に
議場で⾏われ、四国⽀部代表として出場した本校は、前半の部で銅賞を受賞しました。

 

17:35 | 投票する | 投票数(8) | コメ

2014/10/23 吹奏楽部の壮⾏会を⾏いました。  | 

 全⽇本吹奏楽コンクール全国⼤会に出場する吹奏楽部の壮⾏会を⾏いました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo7s5duj8-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%85%A8%E6%A0%A1%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo7s5duj8-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo7s5duj8-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%85%A8%E6%A0%A1%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo66v5dfg-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E9%9D%A2%E6%8E%A5%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%80%B1%E9%96%93 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo66v5dfg-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo66v5dfg-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E9%9D%A2%E6%8E%A5%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%80%B1%E9%96%93'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joedq1vbp-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%81%A7%E9%8A%85%E8%B3%9E%E3%82%92%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joedq1vbp-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joedq1vbp-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%81%A7%E9%8A%85%E8%B3%9E%E3%82%92%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jot92xlfb-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E9%83%A8%E3%81%AE%E5%A3%AE%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jot92xlfb-298#_298'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jot92xlfb-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E9%83%A8%E3%81%AE%E5%A3%AE%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
http://www.ajba.or.jp/competition62koukou.htm


2018/10/26 伊予⾼⽇誌 - 愛媛県⽴伊予⾼等学校公式WebSite

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=123 326/365

 出場するメンバーの紹介の後、校⻑からのあいさつや、⽣徒会⻑の⾔葉、応援団からのエール、校歌⻫唱で激励の気持
た。
 コンクールは10⽉26⽇(⽇) 名古屋国際会議場にて⾏われます。

 

11:23 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/10/21 新2年⽣類型選択及び教育課程説明会を実施しました。  | 

 1年⽣を対象に新2年⽣類型科⽬選択及び教育課程説明会を開催しました。
 校⻑のあいさつの後、教務課⻑からは具体的な2年⽣における類型・科⽬の説明、学年主任や進路課⻑からは選択にあた
え、各教科主任からは、学習する内容についての話がありました。
 保護者の⽅にも多数御来校いただき、ありがとうございました。
 1年⽣は⼊学して半年が過ぎ、⼤きな選択の時期に⼊りました。それぞれ⾃分の進路に向かって納得のいく選択をしても
のです。

 

17:30 | 投票する | 投票数(0

2014/10/20 本校⽣徒が「松⼭市⻑賞」受賞しました。  | 

 松⼭市⽴⼦規記念博物館主催「のぼさんとあそぼ秋祭り」作品展で本校⽣徒の書の作品が「松⼭市⻑賞」を受賞しまし
 作品は博物館の⽞関から⼊り、2Fへ通じる階段の正⾯に展⽰しております。

 

08:49 | 投票する | 投票数(3) | コメ
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2014/10/16 新3年⽣類型科⽬選択及び教育課程説明会を開催しました。  | 

 2年⽣を対象に新3年⽣類型科⽬選択及び教育課程説明会を開催しました。
 学年主任や進路課⻑からは選択にあたっての⼼構え、教務課⻑からは具体的な3年⽣における類型・科⽬の説明、各教科
は、学習する内容についての話がありました。
 保護者の⽅にも多数御来校いただき、ありがとうございました。
 進路について具体的に考える時期を迎え、2年⽣の表情にも真剣さが感じられました。

 

19:16 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/10/15 「第31回近県⾼等学校英語弁論⼤会」で優勝いたしました。  | 

 平成26年10⽉11⽇（⼟）に、⾼松⼤学・⾼松短期⼤学主催「第31回近県⾼等学校英語弁論⼤会」が開催され、本校⽣徒
ョン（暗唱）の部で優勝いたしました。

（10⽉16⽇ 画像を追加しま

 

16:05 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/10/11 「トップランナートーク」が開催されました。  | 

 北京オリンピック銅メダリスト朝原宣治⽒を講師にお迎えし、「夢を追いかけて〜諦めなければ夢は叶う」という演題
ンナートーク」を開催いたしました。
 「トップランナートーク」は、同窓会の「⾼校⽣活3年間の想い出の1ページに刻み込めるような熱いプレゼントを」と
から、第⼀線で活躍されている⽅を講師にお迎えし、3年に1回⾏っているものです。これまでに、格闘家の⾓⽥信朗⽒、
⼤阪市⻑である橋下徹⽒、俳優の宇梶剛⼠⽒、⾃衛隊の元脇康司⽒が講師をされております。
 北京オリンピック銅メダル獲得の舞台裏、引退後の⼼境など、幼年時代からの陸上競技⼈⽣を交えながら、諦めなけれ
いう熱いメッセージを本校⽣徒に伝えていただきました。
 ⽣徒も熱⼼に朝原⽒の講演に⽿を傾けていました。
 

17:17 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/10/07 校内⼈権・同和教育研修会が⾏われました。  | 

 愛媛県教育センターより2⼈の講師の先⽣をお迎えして、教職員対象の校内⼈権・同和教育の研修を⾏いました。
 内容は「ピア・サポート」に関することで、講義や実習を通して、仲間をサポートする感性と⽅法を学ぶことができま
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15:08 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/10/02 全校集会で交通安全指導を⾏いました。  | 

 全校集会で⽣活指導課交通安全指導担当教員より、交通安全についての講話がありました。
 臆病すぎるほど慎重に⾃転⾞を運転をすることで、⾃分と他⼈の⽣命を守ってほしいという内容でした。

 

13:41 | 投票する | 投票数(0

2014/09/29 アイレックスコンサートが開催されました。  | 

 9⽉28⽇（⽇）にひめぎんホール⼤ホールにて、第27回伊予⾼校芸術発表会「アイレックスコンサート」が開催され、無
とができました。
 当⽇は本校関係者のみならず、多くの⽅々に鑑賞していただきました。ありがとうございました。

 

15:21 | 投票する | 投票数(8) | コメント

2014/09/25 ⾮⾏防⽌教室が⾏われました。  | 

 伊予警察署⽣活安全課⻑⽥中敬吾⽒を講師にお迎えし、⾮⾏防⽌教室が⾏われました。
 ⾼校⽣が巻き込まれる恐れのある様々な犯罪について、例を挙げながら説明していただきました。
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20:24 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/09/24 「アイレックスコンサート」開催が近づいてきました。  | 

 第27回伊予⾼校芸術発表会「アイレックスコンサート」の開催が9⽉28⽇（⽇）17︓30より（開場17︓00）ひめぎんホ
ールで開催されます。
 吹奏楽部員たちも本番に向けて⼀⽣懸命練習しております。
 なお、開場時の混雑を緩和するため、⼊場整理券を配付させていただきます。早めの着席を希望される⽅は御利⽤くだ
様5枚までとさせていただきますので、御了承下さい。

前⽇ 9⽉27⽇（⼟）9︓00〜10︓00
  エミフルMASAKI エミモール1Fオレンジコート

当⽇ 9⽉28⽇（⽇）9︓00〜
  ひめぎんホール内 正⾯ 県⺠プラザにて

 また、⼊場整理券が無くても、御鑑賞できます。
 みなさまのお越しをお待ちしております。
 

17:42 | 投票する | 投票数(3

2014/09/19 献⾎にご協⼒ありがとうございました。  | 

 9⽉18⽇（⽊）に⾏われた⽂化祭で献⾎を実施しました。⻘少年⾚⼗字部がその時の様⼦をまとめましたので、 こち
ださい。
 ご協⼒ありがとうございました。
 

19:22 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/09/18 ⽂化祭を実施しました。  | 

 ⽂化祭を実施しました。
 開会式に先⽴ち、⽂化部の表彰伝達があり、吹奏楽部、美術部、書道部、写真部の夏季休業中の活躍が紹介されました

 開会式の後、体育館での発表です。吹奏楽部、演劇部、放送IT部が発表を⾏いました。
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 この後⾃由参観となり、ホームルーム教室や特別教室等で各団体の発表や企画を楽しむことができました。
 なお、この後いろいろなページで⽂化祭についての報告がありますので、お待ちください。
 来校いただきました関係者のみなさまありがとうございました。
 

18:48 | 投票する | 投票数(5

2014/09/17 明⽇は⽂化祭  | 

 明⽇9⽉18⽇（⽊）は第32回⽂化祭です。
 今年は「縁（えにし）」をテーマに30団体が発表・展⽰を⾏います。
 本⽇はその準備です。これまで練習してきたこと、放課後遅くまで準備してきたことを、本番で発揮することを期待し

 

18:11 | 投票する | 投票数(0

2014/09/16 「アイレックス講演会」を⾏いました。  | 

 本校では例年1年⽣を対象に、将来の進路について考えてもらう機会を作るため、各界で活躍している⽅を講師にお迎え
レックス講演会」を実施しています。
 今年度は、全校⽣徒を対象に、写真家の松本紀⽣さんをお迎えして、「オーロラの⼤地から」という演題で講演会を⾏
 ご⾃⾝の半⽣やアラスカの⾃然の撮影に専念している活動などを紹介し、夢を持ち追いかけて⾏くことの⼤切さを訴え
で、⽣徒たちも熱⼼に⽿を傾けていました。

 

17:47 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/09/12 本⽇は『IYOの⽇』です。  | 

 本校では毎⽉14⽇を『IYOの⽇』と定めています。
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