
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=123 346/365

 野球部主将からは、これまで⽀えてくれた⼈々に感謝し、⼀⽣懸命頑張りたいと謝辞がありました。

 応援団のもと全校⽣徒でエールを送りました。

 

13:43 | 投票する | 投票数(0

2014/07/09 第96回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛県⼤会応援について  | 

 全国⾼校野球選⼿権⼤会愛媛⼤会が7⽉13⽇に閉幕し、本校野球部は開会式直後の開幕戦で吉⽥⾼校と対戦することにな
 つきましては、下記のとおり開会式に参加して、応援を実施いたしますので、⽣徒の参加について御協⼒くださいます
くお願い申し上げます。

記
1. ⽇時
平成26年7⽉13⽇(⽇)
 11:00 開会式(⾬天順延)
 12:30 第1試合(⾬天順延)

悪天候の場合は、6:30に中⽌が決定されるので、テレビ等で確認してください。本校ホームページにも掲載
順延の場合は14⽇（⽉）で全員参加となります。下記の「3 ⽇程」と同じです。なお、14⽇(⽉)に予定されて
プマッチは15⽇(⽕)に延期となります。

2. 場所
 坊っちゃん球場東側(JR市坪駅側)

3. ⽇程
 10:00 現地集合、点呼、諸注意
 10:15 ⼊場(三塁側)
 11:00 閉会式
 11:40 昼⾷
 12 30 試合、野球応援
  終了後現地解散

4. 持ち物
 弁当、伊予⾼帽⼦、タオル、飲料⽔(多めに⽤意)
 保冷剤や凍らせたペットボトルを持参するなどして、弁当の腐敗防⽌や熱中症対策を各御家庭でも⼗分御配慮く

【参考】お弁当での⾷中毒対策のポイント
1. 前⽇のおかずを詰めるときは、必ず再加熱する。
2. ご飯もおかずも熱いものは素早く冷ましてから詰める。
3. かまぼこやハムなど、そのまま⾷べられる加⼯品にも⽕を通す。
4. ⽣野菜は⼊れないようにする。
5. 酢・しょうが・梅⼲しなど殺菌効果のある⾷材を利⽤する。

5. 備考
 炎天下で⻑時間の応援になることが予想されます。前⽇は早めに就寝して、当⽇は朝⾷をしっかりとるようにさ
い。

 

08:28 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/07/08 野球応援の練習をしました。  | 

 野球応援の練習を⾏いました。
 本⽇予定していたグループマッチはグランドコンディションが不良で順延になりましたが、野球応援練習は予定通り実
た。
 開幕戦ということで、熱のこもった練習となりました。
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17:51 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/07/08 台⾵への対応をお知らせします。  | 

 台⾵が近づいておりますので、お知らせします。

「暴⾵（雪）警報」が発令された場合
 1. 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

2. 暴⾵（雪）警報発令中、登校した場合、原則として帰宅し待機する。
3. 在校時に暴⾵（雪）警報が発令された場合、原則として帰宅し待機する。
4. 「暴⾵警報」以外の諸警報が発令されている場合、安全に⼗分留意して登校する。

 ただし、安全を最優先し、河川の氾濫など登校に危険を感じるような場合や、道路の⼨断など登校
い特別の理由がある場合などは、⾃宅で待機すること。（その場合、電話で学校へ連絡する。）

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。

地震・津波等による⼤災害時の対応
 地震・津波等⼤災害が起こっている場合、⽣徒及び家族の安全確保を第⼀とし、⾃宅等で待機する。
本校公式WebSiteに随時情報を掲⽰する。

（「Q&A」のページより

 

11:40 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/07/07 「家庭クラブ」のページを新設しました。  | 

 「家庭クラブ」のページを新設しました。
 ボランティア活動などいろいろな活動を報告していきますので、ご覧ください。
 

12:28 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/07/03 「はんぎり」講習会が中⽌になりました。  | 

 1年⽣を対象に計画していた、「はんぎり」の講習会が、⾬天のため中⽌となりました。
 「はんぎり」は、地元松前町において地引網漁などで、⼦供達が⼿伝いのために⽊のたらい（はんぎり）に乗って漕い
まるそうです。
 来年は実施できることを期待します。

⾬に濡れたあじさい（本校特別教棟北側にて）

 

16:12 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/07/02 PTAスポーツ研修の報告  | 
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 6⽉29⽇（⽇）に⾏われました、PTAスポーツ研修の報告をいたします。
 PTAの⾏事予定のページにPTAスポーツ研修のPDFファイルへのリンクを張っていますので、ご覧下さい。
 
 次回のPTA⾏事は、8⽉24⽇（⽇）奉仕活動です。よろしくお願いいたします。
 

08:31 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2014/06/27 救命講習会を実施いたしました。  | 

 教職員を対象に救命講習会を⾏いました。
 ⼼肺蘇⽣法やAEDの使い⽅を松前消防署の⽅から教わりました。
 この講習会はこの時期に毎年⾏っており、教職員は定期的に受講しております。

 ここで、本校のAEDの設置場所をお知らせいたします。
 本校には2か所にAEDを設置しております。

体育館⻄側（普通教棟との境）

職員室東側⼊り⼝前

 

16:43 | 投票する | 投票数(1) | コメ

2014/06/26 消⽕栓講習会を実施しました。  | 

 教職員を対象に消⽕栓の使い⽅の講習及び実習を⾏いました。
 万が⼀の時に教職員全員が消⽕栓を使えるようにするため、毎年この時期に⾏っているものです。今年度赴任をした教
真剣に受講いたしました。

 

16:54 | 投票する | 投票数(1) | コメ
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2014/06/26 学校いじめ防⽌基本⽅針を策定しました。  | 

 本校のいじめ防⽌基本⽅針が策定されましたので、お知らせいたします。
 ⼈権・同和教育のページにありますので、ご覧ください。
 

16:51 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/06/24 「⾼校野球学校紹介」の放送について  | 

 ７⽉１⽇に愛媛朝⽇テレビの番組「スーパーJチャンネルえひめ」の中で本校が紹介されます。
 先⽇、野球部の活動や校内の様⼦を取材に来ました。
 詳しくは愛媛朝⽇テレビのWebSiteをご覧ください
 

10:23 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2014/06/23 夏の⾼校野球愛媛県⼤会の組合せが決定しました。  | 

 6⽉22⽇（⽇）に第96回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会（県⾼野連、朝⽇新聞社主催）抽選会がにぎたつ会館で⾏われ
校は、7⽉13⽇（⽇）の開会式の後、12︓30より吉⽥⾼校と坊っちゃん球場で対戦することが決まりました。
 詳細は愛媛県⾼等学校野球連盟の公式WebSiteをご覧ください。
 

08:14 | 投票する | 投票数(0

2014/06/23 「⺠家の甲⼦園」県⼤会に出場しました。  | 

 6⽉21⽇（⼟）に「⺠家の甲⼦園」全国⾼等学校対抗⺠家町並みフォトコンテスト（主催︓NPO法⼈かがわサンサン倶楽
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）愛媛県⼤会が愛媛県美術館講堂で開催され、
出場しました。
 「⺠家の甲⼦園」とは、全国の⾼等学校（学校単位）に在籍する⾼校⽣（専⾨学校の⽣徒、職業能⼒開発校の訓練⽣も
にして⾏われる、被写体を⺠家や町並みに限定した写真コンテストです。
 今年の愛媛県⼤会には、12校14チームがエントリーしました。審査の結果、第3位となり、8⽉10⽇（⽇）に内⼦座で⾏
会に出場することになりました。

 

08:10 | 投票する | 投票数(0) | コメ

2014/06/20 拓本の実習を⾏いました。  | 

 1年⽣の書道選択者は授業で拓本の実習を⾏っています。
 拓本は、⽯碑に紙を張り付け、⽔で濡らし、表⾯が半乾きの状態になったら、専⽤の墨を紙につけて刻まれている書を
す。
 ⽣徒は要領よく作業をしていました。
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16:44 | 投票する | 投票数(0

2014/06/19 進路課⻑講話  | 

 全校朝礼の時間に進路課⻑講話がありました。
 ワールドカップの話や内閣府の⻘少年の意識調査を引⽤して「希望を持って⽣活を送り」、「⾃分を⽀えてくださって
感謝の気持ちを持って」、進路を切り開いてほしいという話がありました。

 

09:52 | 投票する | 投票数(0

2014/06/18 いじめ問題対策委員会が開催されました。  | 

 「いじめ問題対策委員会」が本校会議室にて⾏われました。
 この委員会は、学校、保護者、地域、関係機関の代表から組織されています。本校のいじめ問題対策について様々な⽴
いただきました。

 

18:06 | 投票する | 投票数(0

2014/06/17 性教育講演会が⾏われました。  | 

 1年⽣はホームルーム活動の時間に、愛媛医療技術⼤学助産学専攻科准教授・上野恭⼦先⽣をお迎えして、性教育につい
ました。
 「あなたのいのちとからだ誰のもの」という演題で⾏われた講演では、「望まない妊娠をしないための知恵と勇気」、
ついて」のお話、そして、「いのち」の素晴らしさ、尊さについて考えさせえてくれるスライドショーで、「いのち」と
ついて深く学ぶことが出来ました。
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17:21 | 投票する | 投票数(0

2014/06/16 ひまわりの植え付けを⾏いました。  | 

 6⽉15⽇（⽇）に本校の有志34名が、松前町のバイオマス推進事業の⼀環で⾏われている、休耕⽥へのひまわりの植え付
の⽅々とともに⾏いました。

 

17:21 | 投票する | 投票数(0

2014/06/16 新しいページを設けました。  | 

 「教育相談室より」、「保健室より」、「⼈権・同和教育」の3つのページを新たに設けました。
 どうぞ、ご覧ください。
 

15:12 | 投票する | 投票数(0

2014/06/13 今⽇は「IYOの⽇」です。  | 

 本校では毎⽉14⽇を「IYO（いよ=14）の⽇」と定めています。
 ⽣徒と教職員が何かひとつの事を⼀緒に⾏う特別な⽇ということで、正⾨や通⽤⾨、⾃転⾞置き場で教職員全員が⽣徒
交通委員が参加した交通指導、そして、⾏動⽬標を定めて取り組んだりしています。
 今⽉は14⽇が⼟曜⽇のため、本⽇13⽇が「IYOの⽇」となりました。
 今回の⾏動⽬標は「伊予⾼ピカピカ計画 ⽬指せ!!ゴミ拾い14（いよ）個!!」
 さて、みんな実践できたでしょうか。
 

13:11 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/06/12 授業公開が⾏われました。  | 

 授業公開が⾏われ、多くの⽅に本校の教育活動を参観していただきました。
 お忙しい中、ご来校いただきありがとうございました。
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17:43 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/06/11 四国総体・県総体（⽔泳）の壮⾏会が⾏われました。  | 

 全校集会で四国総体に出場する陸上部・ハンドボール部（男⼦）・ホッケー部及び、県総体に出場する⽔泳部の壮⾏会
た。
 それぞれの部の代表が⼤会に臨む決意を述べ、全校⽣徒からは盛⼤なエールが送られました。

 

10:49 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/06/10 授業公開について  | 

 平成26⽇6⽉12⽇（⽊）は保護者の皆様に対して、授業を公開いたします（3限⽬〜6限⽬）。
 当⽇の受付場所は事務室前です。資料等を配布いたしますので、よろしくお願いします。
 授業参観の事前の申し込みは必要ありません。また、授業の途中からのご参観でも結構ですので、是⾮お誘いあわせの
さい。
 

09:47 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/06/09 PTA⾏事予定を掲載しました。  | 

PTAのページに今年度の⾏事予定を掲載いたしましたので、ご利⽤ください。
 

18:04 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/06/09 平成26年度マニフェストのパンフレットが完成しました。  | 

 本校の平成26年度マニフェストのパンフレットが完成いたしました。ダウンロードのページからダウンロードできます
てください。
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11:54 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/06/06 ⼈権・同和教育講演会が開かれました。  | 

 ⼈権・同和教育講演会が本校体育館にて開催されました。
 本年度は、バリアフリーお遍路倶楽部代表⽊城⾹代さんを講師にお迎えし、「震災から学んだ絆〜すべては光る〜」と
お話をいただきました。
 「障害」を持っているご⾃⾝の学⽣時代の先⽣⽅や同級⽣たちにサポートを受けて成⻑できたこと。
 愛媛県はVYS運動の発祥の地であること、正岡⼦規や森盲天外など愛媛県出⾝者に素晴らしい⼈物を輩出しており、そ
恵を学ぶ必要があること。
 阪神・淡路⼤震災の「障害」者の苦労、ご⾃⾝が代表を務めているバリアフリーお遍路倶楽部での出来事などを通じて
を熱く語っていただきました。
 そして、最後に、本校⽣に対して、⼀⼈ひとりが「光る」存在であり、⼀⽣懸命に⽣きて欲しい。⽣きていれば、何と
あるというというメッセージをいただきました。
 ⼀般の⽅にもたくさんお越しいただきました。ありがとうございました。

 

16:27 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/06/04 「消費者の⽇」記念集会に吹奏楽部が出演しました。  | 

 5⽉31⽇（⼟）に「消費者の⽇」記念集会（主催︓愛媛県）がエミフルMASAKIで開かれ、本校吹奏楽部がオープニング
演奏を披露しました。

 

 

11:57 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/06/04 学校案内が完成しました。  | 

 平成26年度の本校の学校案内が完成いたしました。ダウンロードのページからダウンロードできますので、ご活⽤くだ
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11:54 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/06/03 県総体の結果について  | 

 県総体の結果の追加です。

陸上
男⼦ やり投 52m45 第3位

 ハンドボール（男⼦）と共に、6⽉13⽇（⾦）より四国各県で⾏われる「四国⾼校総体」に出場することとなります。応
お願いします。
 

18:57 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2014/06/03 1年進路集会が⾏われました。  | 

 1年⽣は総合的な学習の時間に進路集会を⾏いました。
 ⼊学して2ヶ⽉経ち、学校にも慣れてきた頃です。学校⽣活や学習⽅法など様々な場⾯で悩みを持つようになっています
を振り返り、今後の⽣活に活かしてほしいと意図して企画しました。
 国語、数学、外国語の先⽣から、授業などを通して感じた、今必要な勉強⽅法を伝えていただきました。

（国語はどう勉強すればよいのだろう）

 
 進路課⻑からは、⾼校⽣になっていく（成⻑していく）歩みをしっかりとして欲しい。そのことが、⾃分の将来をしっ
め、進路を獲得していく⼈間になることにつながっていくという話をいただきました。
 学年進路担当からは、素直であること、⾃ら考え、⾏動する⼈間になってほしいということと、週末から始まる「サタ
ル」（⼟曜補習）や模試の説明がありました。
 

17:44 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/06/02 県総体の結果について  | 

 県総体の結果について、本⽇までに判明しているもので、団体のみ掲載いたします。
 写真は写真部の⽣徒が各会場を回って撮影しました。
 県総体全体の結果ついては、愛媛県⾼等学校体育連盟のWebSiteをご覧ください。

バスケットボール
男⼦

1回戦 63―59 新居浜⾼専
2回戦 55―89 ⼤洲

⼥⼦
1回戦 56―79 川之江
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バレーボール
男⼦

1回戦 0―2 松⼭中央

⼥⼦
1回戦 0―2 伊予農

卓球
男⼦

1回戦 3―0 ⼤洲
2回戦 0―3 今治北

ソフトテニス
男⼦

1回戦 1―2 内⼦
⼥⼦

1回戦 0―3 ⼤洲
テニス

男⼦
1回戦 2―1 松⼭商
2回戦 0―2 今治⻄

⼥⼦
1回戦 0―3 松⼭南

ハンドボール
男⼦

1回戦 28―14 松⼭城南
2回戦 41―19 今治⼯
準決勝 21―26 新⽥

⼥⼦
1回戦 16―12 松⼭南
2回戦 16―20 新居浜東

サッカー
男⼦

1回戦 0―0（PK4―2） ⼤洲
2回戦 0―2 済美

ソフトボール
⼥⼦

1回戦 17―1 川之⽯
2回戦 1―8 今治明徳

柔道
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男⼦
1回戦 1―4 ⼋幡浜

剣道
男⼦

1回戦 0―4 今治北

⼥⼦
1回戦 0―5 南宇和

 
 応援に駆けつけてくださいました、保護者のみなさま、関係者のみなさまに深く感謝いたします。ありがとうございま

15:48 | 投票する | 投票数(3) | コメ

2014/05/30 県総体開会式が⾏われました。  | 

 県総体開会式が13︓30より愛媛県武道館で⾏われました。
 ⼊場⾏進では、南予、東予、中予の順に⼊場していき、本校は最後の⾏進となりました。
 殿（しんがり）にふさわしい堂々とした⾏進でした。
 

 
 
 明⽇より各競技の試合があります。応援よろしくお願いします。
 
 

16:03 | 投票する | 投票数(2) | コメ

2014/05/29 県総体参加種⽬および会場について  | 

 5⽉30⽇（⾦）より⾏われる県総体について、本校からの参加種⽬および実施会場を掲載いたします。
 県総体全体の概要については、愛媛県⾼等学校体育連盟のWebSiteをご覧ください。
 
参加種⽬
競技⽇程
会場
試合予定（1回戦）

（2回戦）
の順に掲載しております。

陸上競技
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
県総合運動公園陸上競技場 10︓00 競技開始

バスケットボール
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
男⼦
松⼭⼯⾼(31⽇・1⽇)、伊予市しおさい体育館(2⽇)

1回戦 新居浜⾼専（31⽇14︓30〜）
2回戦 ⼤洲・東温の勝者（1⽇11︓10〜）

⼥⼦
伊予市しおさい体育館(31⽇〜２⽇)

1回戦 川之江(31⽇12︓50〜)
2回戦 内⼦・松東の勝者（1⽇11︓10〜）

バレーボール
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5⽉31⽇〜6⽉2⽇
男⼦
新⽥⾼（31⽇）、松前公園体育館（１〜２⽇）

1回戦 松⼭中央（31⽇第３試合）
2回戦 松⼭⼯・伊予農の勝者（31⽇第５試合）

⼥⼦
東温⾼(３１⽇）、松前公園体育館（１⽇〜２⽇)

1回戦 伊予農（31⽇第４試合）
2回戦 野村・伯⽅の勝者（31⽇第６試合）

卓球
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
男⼦
団体︓砥部町陶街道ゆとり公園体育館（1⽇）

1回戦 ⼤洲（1⽇）
2回戦 今北（1⽇）

個⼈︓砥部町陶街道ゆとり公園体育館（31⽇）
個⼈（シングルス・ダブルス）戦

⼥⼦
個⼈︓砥部町陶街道ゆとり公園体育館（31⽇）
個⼈（シングルス）戦

ソフトテニス
5⽉31⽇〜6⽉1⽇
男⼦
個⼈︓（31⽇〜１⽇） 空港東第四公園庭球場、松⼭中央公園テニスコート
団体︓（１⽇〜２⽇） 松⼭中央公園テニスコート

1回戦 今東（1⽇第2試合）
2回戦 新東・野村の勝者（1⽇第3試合）

⼥⼦
個⼈︓（３１⽇〜１⽇） 空港東第四公園庭球場
団体︓（１⽇〜２⽇） 松⼭中央公園テニスコート

1回戦 ⼤洲（１⽇第４試合）
2回戦 内⼦・新東の勝者（１⽇第３試合）

テニス
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
男⼦
しおさい公園テニスコート

1回戦 松⼭商
2回戦 ⼟居・今治精華・今⻄の勝者

⼥⼦
31⽇︓松⼭中央公園テニスコート、

 1⽇・2⽇︓空港東第四公園庭球場
1回戦 松⼭南
2回戦 川之江・松⼯の勝者

ハンドボール
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
男⼦
松⼭市総合コミュニティセンター体育館（31⽇・2⽇）、

 北条体育館（1⽇）
1回戦 松⼭城南(31⽇、12︓30〜)
2回戦 今⼯・今⻄の勝者（1⽇12︓30〜）

⼥⼦
松⼭市総合コミュニティセンター体育館

1回戦 松⼭南(31⽇、11︓15〜)
2回戦 新東・新商の勝者（1⽇11︓15〜）

サッカー
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
男⼦

31・2⽇︓県総合運動公園球技場
 1⽇︓北条スポーツセンター陸上競技場

1回戦 ⼤洲（３１⽇、１０︓００〜）
2回戦 済美（３１⽇、１５︓００〜）

ソフトボール
5⽉31⽇〜6⽉2⽇
⼥⼦
砥部町陶街道ゆとり公園

1回戦 川之⽯（３１⽇、１１︓１０〜）
2回戦 今治明徳・三島の勝者（１⽇１２︓５０〜）

柔道
5⽉31⽇〜6⽉1⽇
男⼦
団体︓県武道館 主道場(31⽇)

1回戦 ⼋幡浜
2回戦 三島・東温の勝者

個⼈︓県武道館 柔道場(1⽇)
男⼥各個⼈戦

剣道
6⽉1⽇
男⼦
県武道館 主道場

1回戦 今治北
2回戦 城南・⼟居・帝京第五の勝者

⼥⼦

https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%96%B0%E7%94%B0%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%89%8D%E5%85%AC%E5%9C%92%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%B1%E6%B8%A9%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%89%8D%E5%85%AC%E5%9C%92%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A0%A5%E9%83%A8%E7%94%BA%E9%99%B6%E8%A1%97%E9%81%93%E3%82%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%85%AC%E5%9C%92%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A0%A5%E9%83%A8%E7%94%BA%E9%99%B6%E8%A1%97%E9%81%93%E3%82%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%85%AC%E5%9C%92%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A0%A5%E9%83%A8%E7%94%BA%E9%99%B6%E8%A1%97%E9%81%93%E3%82%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%85%AC%E5%9C%92%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E6%9D%B1%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%BA%AD%E7%90%83%E5%A0%B4
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E6%9D%B1%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%BA%AD%E7%90%83%E5%A0%B4
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E4%BC%8A%E4%BA%88%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%85%AC%E5%9C%92
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E6%9D%B1%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%BA%AD%E7%90%83%E5%A0%B4
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?ll=33.961625,132.772123
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%85%AC%E5%9C%92%E7%90%83%E6%8A%80%E5%A0%B4
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E5%8C%97%E6%9D%A1%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A0%A5%E9%83%A8%E7%94%BA%E9%99%B6%E8%A1%97%E9%81%93%E3%82%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%85%AC%E5%9C%92
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%AD%A6%E9%81%93%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%AD%A6%E9%81%93%E9%A4%A8
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%AD%A6%E9%81%93%E9%A4%A8
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県武道館 主道場
1回戦 南宇和
2回戦 今北・松東の勝者

 

18:31 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/05/29 県総体壮⾏会が⾏われました。  | 

 全校集会において県総体壮⾏会が⾏われました。
 明⽇からの県総体に向け、男⼦10種⽬104名、⼥⼦10種⽬80名、合計184名の選⼿が、吹奏楽部の演奏に合わせ、体育館
場しました。

  

 
 
 校⻑からは、「これまで培ってきた⾼いレベルの平常⼼を発揮し、持てる⼒をすべて出し切って欲しい。応援している
⾔葉がありました。
 この後、応援団によるエールが⾏われました。

  

 
  

 明⽇からの試合については、この後掲載いたします。
 
 

09:48 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/05/28 平成26年度PTAスポーツ研修の開催について（ご案内）  | 

 ⽇ごろは本校PTA活動にご協⼒いただきありがとうございます。
 恒例のPTAスポーツ研修（ソフトバレーボール⼤会）を下記の通り開催いたします。さわやかな汗を流し、会員相互の親
しいひとときを⼀緒にすごしてみませんか。参加賞等、多数ご⽤意しております。お忙しいとは思いますが、是⾮、ご参
 

記

1. ⽇時 平成26年6⽉29⽇（⽇） 9︓00〜12︓30（8︓30〜 受付）
2. 場所 伊予⾼校体育館
3. 種⽬ ソフトバレーボール（チーム編成等は参加⼈数により決定）
4. 申込み 出⽋のお返事を、お⼦様に配布した⽤紙で6⽉13⽇（⾦）までにホームルーム担任にご提出ください。

 

15:39 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/05/26 教育実習が始まりました。  | 

 本⽇より2週間ないし3週間の教育実習が始まりました。
 全校集会で6⼈の教育実習⽣の紹介がありました。
 実習⽣代表からは、「教職を⽬指すため、⺟校に帰ってきました。⼀⽣懸命頑張りますので、よろしくお願いします。
がありました。

https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C%E6%AD%A6%E9%81%93%E9%A4%A8
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=joa0fela6-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E4%BD%93%E5%A3%AE%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%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=joa0fela6-298#_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=joa0fela6-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E7%9C%8C%E7%B7%8F%E4%BD%93%E5%A3%AE%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%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=jo69g66b8-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6PTA%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo69g66b8-298#_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=jo69g66b8-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6PTA%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89'), '_blank');
https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojhte8xy-298#_298
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AE%9F%E7%BF%92%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojhte8xy-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=jojhte8xy-298')+'&t='+encodeURIComponent('%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AE%9F%E7%BF%92%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82'), '_blank');
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09:45 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/05/22 ケータイ安全教室が開かれました。  | 

 １年⽣はホームルーム活動の時間に「ケータイ安全教室」を⾏いました。
 これは、毎年１年⽣を対象に⾏われている⾮⾏防⽌教室の⼀つです。
 
 今年はスマートフォンの使⽤する際の危険性について、お話をいただきました。
 
 個⼈情報管理の⼤切さ、コミュニケーションツールを使⽤する際は相⼿の⽴場をよく考えて使うこと、⻑時間使⽤する
リズムが乱れてしまうこと、など⾼校⽣が直⾯している問題をわかりやすく説明していただきました。
 
 インターネットを利⽤する際のマナー向上や危険からの回避技術を⾼めることは、情報化された社会で⽣活をする上で
であります。ご家庭でもよく話し合っていただきたいと考えます。
 
 ⽣徒たちも真剣な態度で聞いていました。

  

 
 

18:02 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/05/22 第1回防災避難訓練を実施しました。  | 

⽕災を想定した防災避難訓練を実施しました。
⽣徒も真剣な表情で訓練に参加していました。
 

 
 

09:53 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/05/21 開校記念⾏事を⾏いました。  | 

 開校記念⾏事として、本校では毎年、グループ結団式と簡単な競技を⾏っています。
 今年も学年の枠を超えた形で4つのグループに分け、結団式を⾏いました。
 

https://old-iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo53ylmvu-298#_298
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 その後、学年別グループ対抗リレー、綱引き、グループ対抗リレーを⾏いました。
 

  
  

 
  
 この⾏事は第30代⽣徒会役員の最後の仕事です。
 ⼀連の⾏事が終わった後、⽣徒会役員退任式が⾏われました。
 

 

17:13 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/05/21 開校記念講話が⾏われました。  | 

 本校では開校記念⽇に合わせて、記念講話を⾏っています。ここ近年は本校卒業の教職員が講師となって、様々な⾓度
への思いを語っています。
 本年度も本校卒業の書道教員が「校内の書を巡って」という演題で、本校に所蔵されている書の解説とそこに込められ
思いについて話していただきました。
 

 
 午後からは、開校記念⾏事が⾏われます。
 
 

10:47 | 投票する | 投票数(0) | コメント

2014/05/20 2年⽣進路集会が⾏われました。  | 

 2年⽣は総合的な学習の時間に進路集会を⾏いました。
 修学旅⾏も終わり、今後の⽣活について考えてもらうことを⽬的としています。
 学年主任や進路課⻑、各教科の先⽣が、進路⽬標の設定や学習⽅法についての話をしました。
 ⽣徒たちは熱⼼に⽿を傾け、⾃分たちの意識を⾼めていました。
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17:26 | 投票する | 投票数(1) | コメント

2014/05/20 揮毫をしました。  | 

 本⽇は本校の開校記念⽇です。
 毎年、この⽇に1年⽣と新しく赴任した教職員は砥部焼の湯飲みに絵付け（揮毫）を⾏っています。
 今年も⽤意した下書きを基に真剣に揮毫を⾏いました。
 

 
 

10:17 | 投票する | 投票数(2) | コメント

2014/05/16 修学旅⾏だより（5⽉16⽇）  | 

・北海道班
  最終⽇の朝⾷⾵景です。バイキング形式で、みんなもりもり⾷べています。

 

  
 あいにくの⾬にも負けず、北海道⼤学のキャンパスを⾒学しました。

 

  
 ⽩⽼ポロトコタンで、チセ(アイヌの住宅)に⼊り、歌や踊りを⾒聞きしました。

 

  
・台湾班

  上海浦東空港にて、出国⼿続き中です。 
 ⼤⾏列です。たくさんの⼈が⽇本に向かってます。
 皆、疲れは⾒えますが、⽬⽴った体調不良もなく、順調です。

 

  
無事、松⼭空港に到着いたしました。

 

  
・東京班

 
 スカイツリーと国会議事堂、もんじゃ焼きの予定です。
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 ⽉島でのもんじゃ焼きの様⼦です。
 

 
 

08:48 | 投票する | 投票数(14) | コメント

2014/05/15 修学旅⾏だより（5⽉15⽇）  | 

・台湾班
 台湾最終⽇の朝です。午後から上海に渡ります。
 ⽣徒は眠そうな顔をしていましたが、皆元気です。
 写真は、昨⽇武陵⾼校⽣からもらった⼿作りパイナップルケーキと置物です。

  
 台湾101タワーです。中が暗く、⽣徒をうまく撮影できなかったので、建物と眺めのみです。旅⾏は順調です。

 

 
 
・北海道班

  ルスツ⼭頂にゴンドラで、登りました。
 

 
  

 ⼩樽運河で記念撮影をしました。⼩樽は⾵が少し肌寒いですが、班別⾃主研修を元気に⾏っています。
 

  
・東京班

  東京ディズニーリゾートで夢の気分を満喫しています。
 

  

 
 

09:27 | 投票する | 投票数(6) | コメント
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2014/05/14 修学旅⾏だより（5⽉14⽇）  | 

・台湾班
  武陵⾼級中学校にて、

 みんなでパイナップルケーキをつくってます。

 
 
・東京班
 今⽇は⾃主研修、良い天気です。

 
 
・北海道班
 天気にも恵まれ、激流のラフティングを全員が満喫しました。

 
 
 ⽩い恋⼈パークで、⼯場⾒学を⾏い、たくさんの買い物を楽しみました。

 
 
 

 

17:47 | 投票する | 投票数(13) | コメント

2014/05/14 遠⾜を実施しました。  | 

１・３年⽣は遠⾜を実施しました。
  

・1年⽣
  とべ動物園へ⾏き、多くの動物と触れ合いました。

  

  
・3年⽣

  坊っちゃん劇場にて「道後湯の⾥」を鑑賞しました。
  

 
17:38 | 投票する | 投票数(6) | コメント

2014/05/13 修学旅⾏だより（5⽉13⽇）  | 
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・台湾班
 野柳に来てます。絶景です。

 昼の⾵景です。

  
・北海道班
 旭⼭動物園で、元気に⾒学しています。

  
・東京班
 良い天気に恵まれ、元気に活動しています。

 
 >>続きを読む

17:28 | 投票する | 投票数(9) | コメント

2014/05/13 修学旅⾏台湾班無事到着しました。  | 

台湾三徳（サントス）ホテルの⼣⾷⾵景です。
 

 （2014/05/12 (⽉) 19:54（現地）撮影）
 

08:07 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2014/05/12 修学旅⾏台湾班無事出発しました。  | 

本⽇、修学旅⾏台湾班が無事出発いたしました。
 

 
17:12 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/05/09 修学旅⾏結団式が⾏われました。  | 
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2年⽣は5⽉13⽇（⽕）より（台湾班は12⽇（⽉）より）16⽇（⾦）まで修学旅⾏を実施いたします。
 本⽇結団式が⾏われました。

 

  
各旅⾏団の⽇程を掲載しますので、ご参考になさってください。

  
東京班

 
北海道班

 
台湾班

 
旅⾏中の様⼦については随時 WebSite に掲載いたします。

 

16:06 | 投票する | 投票数(3) | コメント

2014/05/09 平成26年3⽉卒業⽣の進路を掲載しました  | 

学校紹介の卒業⽣の進路のページにこの春卒業した⽣徒たちの進路概況を掲載いたしました。
 

10:18 | 投票する | 投票数(5) | コメント

2014/05/07 ⽣徒会役員・家庭クラブ役員認証式がありました。  | 

 全校集会にて、先⽇⾏われた⽣徒会役員選挙で当選した⽣徒会⻑・副会⻑を含む平成26年度⽣徒会役員と、平成26年度
員の認証式がありました。

  
・⽣徒会役員認証式

 

 
  

・家庭クラブ役員認証式
 

 
  

役員の皆さんは、これから1年間よろしくお願いします。
 

12:52 | 投票する | 投票数(4) | コメント

2014/04/12 リニューアルします  | 

みなさまに親しまれてまいりました愛媛県⽴伊予⾼等学校のWebSiteをリニューアルいたしました。
 今後共⼀層のご理解とご協⼒をよろしくおねがいします。

 

15:05 | 投票する | 投票数(2) | コメント
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