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 今⽉は休⽇になるため、本⽇を含め、9⽉12⽇（⾦）〜19⽇（⾦）を『IYOの⽇』とし、「朝の時間の有効活⽤ 余裕あ
5分前登校を全員徹底〜」を⾏動⽬標として取り組むこととしました。
 本校では5分前登校を奨励しておりますが、できていない⽣徒が増加傾向にあります。⽣活リズムを戻し、充実した1週
に努めることが⽬的です。
 本⽇は、教臓員が正⾨・通⽤⾨そして⾃転⾞置き場に⽴ち、⽣徒たちとあいさつを交わしました。また、学校周辺の主
ヶ所で交通委員も参加して交通指導を⾏いました。
 

19:07 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/09/11 全校集会を⾏いました。  | 

 全校集会を⾏いました。
 まず、夏季休業中に⾏われた運動部関係の表彰伝達を⾏い、陸上競技部とソフトテニス部の⽣徒が表彰されました。な
ついては⽂化祭開会式で⾏う予定です。

 この後、⽣徒会⻑が、9⽉18⽇（⽊）に開催される⽂化祭についての計画や諸注意を⾏いました。

 

16:49 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/09/09 3年⽣は進路集会を⾏いました。  | 

 総合的な学習の時間に3年⽣は進路集会を実施しました。
 運動会という⼤きな⾏事も終わり、進路実現のために気持ちを切り替えること、また、推薦⼊試等を受験する者にとっ
っていることを⾃覚することが⽬的です。
 ⼤学⼊試センター試験を受験する者には、出願についての説明も⾏いました。

 なお、同じ時間帯に1年⽣は⽂理選択のための適性検査を実施しました。
 それぞれの学年が未来に向かって少しずつ歩み始めています。
 

20:12 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/09/04 運動会を実施しました。  | 

 運動会を無事実施することができました。
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 途中かなり激しい⾬に⾒舞われることもありましたが、すべての競技・種⽬を終えることができました。
 ⽣徒は⾃分の持てる⼒を存分に発揮しました。
 御観覧くださいました、関係者のみなさま、ありがとうございました。

 

17:44 | 投票する | 投票数(12) | コメント

2014/09/04 運動会は開催中です。  | 

 本⽇は、午前6時過ぎからアクセスが集中し、本校のウェブサイト（ホームページ）が閲覧できない状態になりました。
運動会実施の案内等の更新ができず、ご迷惑をおかけしました。
 本⽇、運動会を開催しております。13︓05から午後の部が始まります。
 

12:34 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/09/03 運動会の準備を⾏いました。  | 

 明⽇の運動会の準備を⾏いました。
 天候が⼼配される中、⽣徒は時間の許す限り、納得のいく演技ができるよう練習をしました。装飾のパネルは明⽇の披
はブルーシートに覆われ、その時を待っています。
 明⽇（9⽉4⽇）の運動会の実施については、当⽇午前6︓45以降にこのページでお知らせする予定です。

 

17:10 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/09/02 運動会予⾏を⾏いました。  | 

 運動会予⾏を実施しました。
 本来なら昨⽇⾏う予定でしたが、⾬のため本⽇に順延になったものです。
 ⼀通りすべての競技・演⽬を実施し、9⽉4⽇（⽊）の本番に向けて、万全の準備が整いました。グループの活動にも熱
す。応援よろしくお願いします。
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19:10 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2014/08/27 PTA奉仕活動の報告を掲載しました。  | 

 8⽉24⽇（⽇）に実施しましたPTA奉仕活動の報告を掲載しました。PDF形式となっています。こちらからご覧ください
 

08:30 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/08/26 グループ別集合が⾏われました。  | 

 7限⽬にグループ別集合を⾏いました。各グループの応援・仮装・装飾の各リーダーが運動会に向けての決意を表明しま
 いよいよ本⽇より全校⼀丸となった運動会準備が始まります。

煌星

⻘海

⽩嶺
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緑雲

 

16:48 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/08/26 第32回運動会について  | 

 第32回運動会をテーマ「縁（えにし）」のもと、平成26年9⽉4⽇（⽊）8時45分より開催いたします（⾬天順延）。4つ
が、競技等を中⼼に多彩なプログラムを繰り広げます。
 

08:32 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/08/25 吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会で四国代表になりました。  | 

 第62回全⽇本吹奏楽コンクール四国⽀部⼤会（四国吹奏楽連盟、朝⽇新聞社主催）⾼校A部⾨が、8⽉24⽇（⽇）⾼知市
⺠⽂化ホールで⾏われました。
 審査の結果、本校吹奏楽部は⾦賞で、⾼知⻄⾼校と共に四国代表に選ばれました。4回連続の全国⼤会出場となります
わゆる「三出制度」でコンクールに参加せず）。
 全国⼤会は、⾼校の部が10⽉26⽇（⽇）に名古屋市で開催されます。

（8⽉26⽇ 写真を追加しま

 

13:34 | 投票する | 投票数(9) | コメ

2014/08/25 2学期始業式を⾏いました。  | 

 本⽇より2学期がスタートしました。
 2学期の始業式を⾏いました。式辞の中で校⻑から、⼈間には「物事に取り組む“熱い”脳」と「客観的に物事を⾒つめる
をもっており、そのバランスが⼤事であるという話がありました。
 2学期は運動会、⽂化祭など⼤きな⾏事が控えています。また、類型選択など将来の進路に関わることも考えなくてはな
共にがんばっていきましょう。
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12:50 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/08/25 教育相談室より  | 

 教育相談室より保護者のみなさんへのお知らせを掲載いたしましたので、こちらからご覧下さい。
 

08:33 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/08/24 PTA奉仕活動が⾏われました。  | 

 8⽉24⽇（⽇）8︓00より、PTAや、野球部、ホッケー部の⽣徒有志など120名でNTT松前社宅跡地の雑草取りをしました
どの作業で敷地の半分ほどを除草することができました。

 

14:27 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/08/24 同窓会総会が開催されました。  | 

 8⽉23⽇（⼟）19︓00より国際ホテルで同窓会総会が開かれ、旧教職員を含め120名ほどの同窓⽣が参加しました。

 

14:24 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/08/22 運動会の準備  | 

 3年⽣による運動会の準備により、徐々に「形」が⾒え始めています。来週からは1・2年⽣も加わります。みんなで良い
ていきましょう。
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18:01 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/08/19 運動会の準備  | 

 運動会の準備で各グループが本格的に活動を始めました。と⾔っても今週は3年⽣に限定しています。来週から1・2年も
に向けて下準備をしているところです。補習が終了してから下校までの約2時間、⼀⽣懸命取り組んでいます。

 

17:12 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/08/18 運動会に向けて準備開始です。  | 

 本⽇から夏期後期補習が始まりました。
 平⾏して運動会の準備の開始です。全校集会を開き、準備に関する諸注意を確認しました。
 本校の運動会は9⽉4⽇（⽊）に予定しています。
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12:57 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/08/15 ⽉曜から後期補習が始まります。  | 

 ⽣徒のみなさんは夏休みを有意義に過ごせていますか。
 8⽉18⽇（⽉）から後期補習が始まります。また、3限終了後、運動会関係の全校集会も予定されています。締め切りの
す。
 体調を整えて、気分も新たに登校してください。元気な姿を待っています。
 

09:24 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/08/13 「愛顔の⾼校⽣献⾎推進会議」に参加しました。  | 

 8⽉12⽇（⽕）に本校⻘少年⾚⼗字部が「愛顔（えがお）の⾼校⽣献⾎推進会議」に参加しました。これは、「献⾎」に
演や新しくなった⼤街道献⾎ルームの⾒学を⾏い、⾃⾝を含めた同年代の若者がどのようにしたら「献⾎」をしてもらえ
た、⾃⾝が「献⾎」について何ができるのか等を考えるイベントです。愛媛県内の⾼校⽣約30名が集まりました。
 ⽣徒たちは「献⾎のキャッチコピーを作ろう︕」というテーマで同年代の⾼校⽣等に向けて、献⾎に協⼒してもらうに
呼びかけたらよいかを議論し、献⾎啓発のキャッチコピーを作りました。

 

15:53 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/08/12 3年⽣は学習に頑張っています。  | 

 本校では⻑期休業や、⼟曜⽇・⽇曜⽇に「Keep Up 補習」と称して、教室開放を⾏っています。
 本⽇もたくさんの3年⽣が登校し、それぞれの⽬標に向って学習に取り組んでいます。

 

16:48 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/08/11 「⺠家の甲⼦園」で特別賞をいただきました。  | 

 8⽉10⽇（⽇）に「⺠家の甲⼦園」第12回全国⾼等学校対抗⺠家町並みフォトコンテスト（主催︓NPO法⼈かがわサンサ
家の甲⼦園実⾏委員会 後援︓⽂部科学省、公益社団法⼈全国⾼等学校⽂化連盟）全国⼤会が内⼦座で開催され、本校写
ました。
 台⾵11号による悪天候のため、残念ながら参加できなかったチームもありましたが、全国から13チームが参加しました
 審査の結果、本校は特別賞をいただきました。
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14:40 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/08/11 「鵬友会」総会が開かれました。  | 

 8⽉10⽇（⽇）全⽇空ホテルにて本校同窓会「鵬友会」総会が開催されました。本校旧教職員を含め40名余りの同窓⽣が
⼤な会となりました。
 

09:06 | 投票する | 投票数(4) | コメ

2014/08/09 「Keep Uｐ 補習」を中⽌します。  | 

 愛媛県中予地⽅に暴⾵警報が発令されています。
 本⽇の「Keep Up 補習」は中⽌とします。⽣徒の皆さんは登校しないようにしてください。部活動に関しても同様です
 詳しくはこちらをご覧ください。
 明⽇に関しても悪天候が予想されます。最新の気象情報に注意してください。
 

08:28 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/08/07 第27回伊予⾼校芸術発表会の開催について（御案内）  | 

 第27回伊予⾼校芸術発表会「アイレックスコンサート」を下記のとおり開催することになりました。
 御多⽤とは存じますが、御来場を賜り御指導くださいますよう御案内申し上げます。
 

記

1. ⽇時 平成26年9⽉28⽇（⽇）17︓30〜 （開場17︓00）
2. 場所 ひめぎんホール メインホール

 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
なお、お⼀⼈様5枚までとさせていただきますので、御了承下さい。なお、⼊場整理券が無くても、御鑑賞できます

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

 

14:26 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/08/06 「アイレックス座談会」を⾏いました。  | 

 本校では毎年この時期に卒業⽣を招き、3年⽣の希望者を対象に座談会を⾏っています。主に、⾼校在学中の勉強法や、
⽅法、進学後の⽣活や⼤学の紹介について⾃由に話し合っています。
 今年も3⽉に卒業した29期⽣の先輩⽅が本校を訪れ、3年⽣と熱⼼な話し合いを⾏いました。

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jopcfuc4r-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E9%B5%AC%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%80%8D%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%8C%E9%96%8B%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jopcfuc4r-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=jopcfuc4r-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E9%B5%AC%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%80%8D%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%8C%E9%96%8B%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jovkixd0r-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%8CKeep U%EF%BD%90 %E8%A3%9C%E7%BF%92%E3%80%8D%E3%82%92%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jovkixd0r-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=jovkixd0r-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%8CKeep U%EF%BD%90 %E8%A3%9C%E7%BF%92%E3%80%8D%E3%82%92%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82'), '_blank');
http://www.jma.go.jp/jp/warn/342_table.html
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?page_id=23#
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo717wy0r-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E7%AC%AC27%E5%9B%9E%E4%BC%8A%E4%BA%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E5%BE%A1%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo717wy0r-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=jo717wy0r-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E7%AC%AC27%E5%9B%9E%E4%BC%8A%E4%BA%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E5%BE%A1%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89'), '_blank');
https://www.google.co.jp/maps/search/%E3%81%B2%E3%82%81%E3%81%8E%E3%82%93/@33.842791,132.77182,16z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%95%E3%83%AB%EF%BC%AD%EF%BC%A1%EF%BC%B3%EF%BC%A1%EF%BC%AB%EF%BC%A9/@33.789716,132.716075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x7e922d5f035a57e1
http://emifull.jp/
http://www.ecf.or.jp/himegin_hall/index.html
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=johh2i8qa-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%BA%A7%E8%AB%87%E4%BC%9A%E3%80%8D%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=johh2i8qa-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=johh2i8qa-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%BA%A7%E8%AB%87%E4%BC%9A%E3%80%8D%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');


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=123 339/365

 

17:02 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/08/05 吹奏楽コンクール県⼤会で⾦賞・県代表に選ばれました。  | 

 全⽇本吹奏楽コンクール愛媛県⼤会（主催︓愛媛県吹奏楽連盟、朝⽇新聞社）⾼校A部⾨が8⽉4⽇（⽉）松⼭市⺠会館で
校吹奏楽部が出場しました。
 審査の結果、⾦賞・県代表に選ばれ、8⽉24⽇（⽇）に⾼知市・⾼知県⺠⽂化ホールで⾏われる四国⼤会に出場すること
た。
 

09:20 | 投票する | 投票数(5) | コメ

2014/08/01 ⾼校説明会が終わりました。  | 

 7⽉28⽇（⽉）より⾏っておりました、本校の⾼校説明会が本⽇で無事終了いたしました。猛暑の中、約600⼈の中学⽣
なさまの参加をいただきました。ありがとうございました。
 

17:02 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/07/31 全国書道展で本校⽣徒の作品が表彰されます。  | 

 第43回全国⾼校書道展（四国⼤学主催）で本校書道部の⽣徒の作品が個⼈賞では最⾼位に当たる「学⻑賞」に選ばれま
本校も団体として「優秀校賞」に選ばれました。
 審査結果はこのページをご覧ください。
 作品は四国⼤学書道⽂化館１階ギャラリーに展⽰されています。また、8⽉3⽇（⽇）には四国⼤学にて表彰式が⾏われ
 

12:58 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/07/31 「いばらき総⽂2014」書道部⾨で特別賞となりました。  | 

 第38回全国⾼等学校総合⽂化祭（いばらき総⽂2014）道部⾨で本校⽣徒の作品が特別賞に選ばれました。結果はこのペ
ださい。

交流会での様⼦です。

 

09:27 | 投票する | 投票数(1) | コメ
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2014/07/30 1年学年集会を⾏いました。  | 

 1年⽣は補習終了後、学年集会を開催しました。
 1年⽣は⾼校⽣として初めての⻑い休みを迎えます。有意義に⻑期休業を過ごし、8⽉18⽇（⽉）より始まる後期補習、
（⽉）より始まる2学期を迎えられるようにすることが⽬的です。
 学年主任より、「いのちを⼤切にすること」、「“気が緩んでいた”を⾔い訳にしない」、「課題に早く取り掛かろう」、
則正しい⽣活を送ろう」という話がありました。

 

12:44 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/07/29 「いばらき総⽂2014」に参加しています。  | 

 第38回全国⾼等学校総合⽂化祭（いばらき総⽂2014）に本校の書道部の⽣徒が参加しています。
 『⼀筆⼊魂︕』…全国の⾼校⽣が⼀筆ごとに魂をこめて書きあげた⼒作を鑑賞し、交流会などを通じて多くのことを学
ました。

全国の⼒作が展⽰されました

本校⽣徒の作品です

 

15:21 | 投票する | 投票数(5) | コメ
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2014/07/28 ⾼校⾒学会を⾏いました。  | 

 ⾼校⾒学会を実施しました。本⽇は140名余りの中学⽣や保護者のみなさんが来校し、本校の教育活動についての説明を
施設や部活動の⾒学をしました。
 ⾒学会は8⽉1⽇（⾦）まで続きます。

 

17:05 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/07/20 ⾼校野球第2回戦が⾏われました。  | 

 ⾼校野球第2回戦が、坊っちゃんスタジアムにおいて9︓00より⾏われ、今治⻄⾼校に0-7（7回コールド）で惜しくも敗
 選⼿たちは勝利を⽬指し、⼀⽣懸命頑張りました。全校⽣徒での応援も⼒がこもったものになりました。

 たくさんの関係者の⽅々にも応援していただきました。感謝いたします。今後ともよろしくお願いします。
 

12:15 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2014/07/20 7⽉20⽇の野球応援について  | 

 本⽇の野球応援は、予定通り実施されますので、8︓00に坊っちゃんスタジアム東側に集合してください。
 

06:38 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/07/18 第1学期終業式を⾏いました。  | 

 本⽇で平成26年度第1学期が終了します。
 終業式の前に表彰式及び全国⼤会に出場する書道部・写真部、全⽇本吹奏楽コンクール愛媛県⼤会に出場する吹奏楽部
び演奏会を⾏いました。
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 終業式では、式辞で校⻑が1学期を振り返ったうえで、本校の重点努⼒⽬標のキーワードでもある「定着」の⼤事さにつ
した。

 来週からは7⽉いっぱい全学年夏季補習、8⽉に⼊ると3年⽣は特別補習があります。忙しい中ですが、夏休みだからこそ
を⾒つけ、取り組んで欲しいと思います。
 

13:59 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/07/17 全国⼤会出場の部の横断幕を掲げました。  | 

 第38回全国⾼等学校総合⽂化祭（いばらき総⽂2014）に出場する書道部、第12回「⺠家の甲⼦園」全国⾼等学校対抗⺠
トコンテスト（⺠家の甲⼦園）に出場する写真部の横断幕を校⾨正⾯の本館に掲げました。

 

13:48 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/07/15 グループマッチを実施しました。  | 

 1週間遅れとなりましたが、グループマッチを実施しました。
 連⽇の⾬の後で、⼤変蒸し暑い中でしたが、⽣徒たちは元気に競技に取り組みました。
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ドッジボール（1年男⼦）

ドッジボール（2年⼥⼦）

サッカー（2年男⼦）

フットサル（2年⼥⼦）

バスケットボール（3年男⼦）

ハンドボール（3年⼥⼦）

 

15:51 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/07/14 ⾼校野球第1回戦に勝利しました。  | 
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 第96回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会の第1回戦で本校野球部が吉⽥⾼校に8-0（7回コールド）で勝利を収めることが
た。
 12時から⾏われた開会式では出場校の最後に堂々とした⼊場⾏進を⾏いました。

 途中で⾬が降るなど悪天候でしたが、選⼿は⼀⽣懸命、⽩球を追いました。

 全校⽣徒が参加した応援も「全⼒投球」でした。

 次の試合は7⽉20⽇（⽇）今治⻄⾼校との予定です。
 

17:45 | 投票する | 投票数(18) | コメント

2014/07/14 本⽇の集合時間について  | 

 ⾼校野球の開始が1時間遅れることになりましたので、集合時間を11︓00とします。
 集合場所は坊っちゃん球場東側です。
 

08:39 | 投票する | 投票数(16) | コメント

2014/07/14 今⽇の⾼校野球について  | 

 本⽇の⾼校野球は⽇程を１時間遅らせ実施するとの知らせがありました。
 詳細は後程連絡いたします。
 

06:58 | 投票する | 投票数(27) | コメント

2014/07/13 明⽇（7⽉14⽇（⽉））の⽇程について（確認）  | 

 順延となりました⾼校野球が7⽉14⽇（⽉）に実施される場合は、以前連絡した通り、午前10時に坊っちゃん球場東側に
ださい。本校に登校する必要はありません。
 14⽇が中⽌となった場合は、⽉曜⽇の授業とグループマッチの両⽅の⽤意をして登校してください。
 なお、14⽇午前6時30分から午前7時30分ごろの間に本校公式WebSite（ホームページ）にて⾼校野球の実施の有無をお
すので、ご覧ください。
 

12:07 | 投票する | 投票数(19) | コメント

2014/07/13  | 
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⾼校野球は順延となりました。

 本⽇予定していました、第96回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会の開会式及び本校の第1回戦は延期となりました。7⽉
順延の予定です。
 今後の⽇程等、詳しい内容は、本校WebSiteでもお知らせいたしますので、よろしくお願いします。
 

06:38 | 投票する | 投票数(25) | コメント

2014/07/11 奉仕活動を実施しました。  | 

 奉仕活動を実施しました。
 これは、「郷⼟を美しくする清掃」の⼀環として、またクリーン愛媛運動清掃美化活動（7⽉強調⽉間）として毎年実施
のです。
 1年⽣は国道沿いの除草やゴミ拾い、2・3年は校内やその周辺の除草を中⼼とする清掃活動を⾏いました。

 短時間の作業でしたが、たくさんのゴミを集めることができました。

 

15:49 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/07/10 津波想定避難訓練を実施しました。  | 

 津波想定避難を⾏いました。
 東⽇本⼤震災での様々な出来事を教訓に、本校では毎年この時期に⾏っています。例年、校舎の屋上に上がる経路を確
実際に訓練を⾏っているのですが、今年は悪天候のため、体育館で津波に関するDVDを鑑賞して、津波に対する⼼構えを
ました。

 

19:33 | 投票する | 投票数(2

2014/07/10 野球部壮⾏会を⾏いました。  | 

 7⽉13⽇（⽇）に始まる第96回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会の壮⾏会を⾏いました。
 校⻑からは、開会式直後の開幕試合という我々もなかなか経験したことのないことが経験できることは⼤変うれしいこ
れまでの厳しい練習の成果を発揮してほしい。我々も共に応援したい、というあいさつがありました。
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