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【⾃転⾞交通マナー】２⽉の「IYOの⽇」

100件

| by:WebMaster

取り組み
⽣徒会

平成28年度 2⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 漢字テストで満点を⽬指そう︕
2. 交通安全テストに挑戦し、交通意識を⾼めよう︕︕

家庭クラブ
教育相談室より
保健室より

今⽉のIYOの⽇は、今年度最後の漢字テストです。今までの漢字テストの結果はどうで
したか︖過去の結果は変えられません。しっかりと勉強して有終の美を飾りましょう。⽬
指せ全員満点︕

⼈権・同和教育
ICT教育

また、皆さんは交通ルールをきちんと守っていますか︖⾃分が正しいと思っていても、
実は法令違反を犯している場合もあります。交通安全テストを通して正しいルールを理解
し⼀⼈⼀⼈が必ず守りましょう。

アクティブ・ラーニング
⾃転⾞交通マナー
奨学⾦案内
⼊学を希望する⽅へ
Q&A、お問い合わせ、ダウンロード
WebMasterのお部屋

編集

お知らせ

現在、ありません。
※※ 注意 ※※

編集

同窓会事務局や、伊予⾼校事務を名
乗り、卒業⽣に同窓会名簿の住所等を
確認する電話がかかっています。同窓
会事務局から電話で個⼈に名簿の内容
を確認することはございません。本校
同窓会事務局や伊予⾼事務とは無関係
なものですので、くれぐれもご注意く
ださい。

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除

11:11 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

編集

リンク

検索

リンク追加 リンク編集

2017/01/17

【⾃転⾞交通マナー】１⽉の「IYOの⽇」

| by:WebMaster

pickup
いじめ防⽌基本⽅針
⾮常変災時の対応
発信︕⾼校⽣記者（愛媛新聞）
愛媛県教育委員会⾼校教育課 学校の魅⼒化の取組
伊予⾼校
旧 伊予⾼等学校ホームページ

平成28年度 1⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. クラスのいい所を14個⾒つけよう︕
2. ⾃転⾞の施錠とヘルメットのあご紐の⻑さを確認しよう︕
3学期も始まり。現在のクラスメートと過ごす時間もわずかになりました。クラスのいい
所を⾒つけて残りの期間をより充実させていきましょう。
ところで、⾃転⾞の施錠やヘルメットのあご紐について普段から意識していますか︖盗
難や事故にあってからでは取り返しがつきません。IYOの⽇を機会に、意識する習慣をつ
けましょう︕︕

伊予⾼校同窓会
愛媛県
愛媛県
愛媛県教育委員会
愛媛スクールネット
地域
松前町
伊予市
その他
⼤学⼊試センター
国⽴情報学研究所
（伊予⾼⽇誌より転載）
ご案内

編集

※県⽴学校、中等教育学校の魅⼒ある
活動を集めました。こちらのページを
ご覧ください。

編集 | 削除

2016/12/14

14:13 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】⾃転⾞安全講習会

| by:WebMaster

12⽉6⽇に1年⽣対象に⾃転⾞安全講習を⽯原⾃動⾞教習所にて⾏いました。
※このWebSiteは⼀部のコンテンツの
閲覧にAdobe Readerが必要です。

※このWebSiteは国⽴情報学研究所が
次世代情報共有基盤システムとして

開発したNetCommons2を利⽤して
います。

編集
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本⽇までの来訪者
講習の様⼦はPDF形式ファイルでまとめています。下のファイル名をクリックするとダ
ウンロードされます。
12⽉6⽇に⾃転⾞安全講習が⾏われました.pdf

編集 | 削除

2016/11/14

12:49 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】１１⽉の「IYOの⽇」

| by:WebMaster

平成28年度 11⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 声を1.4倍⼤きくしてあいさつしよう︕
2. ヘルメットのあご紐をきっちりと締めよう︕
最近授業の前後の挨拶や、朝の挨拶の元気がないように感じます。⼈間なのでしんどい
⽇もあるでしょう、けれどそんな時こそ少しだけ⼤きな声を出してみませんか︖何かが変
わるかもしれません。また、前回ヘルメットのあご紐を交通委員にチェックしてもらいま
したが、また緩んできている⼈が⾒られます。ヘルメットのあご紐を再度チェックします
ので皆で締めよう︕

伊予⾼⽇誌より転載

編集 | 削除

2016/11/10

12:45 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】サイクリング体験事
業

| by:WebMaster

ファイルはPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
11⽉3⽇にサイクリング体験事業を⾏いました.pdf

編集 | 削除

2016/11/07

14:55 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】交通安全と交通マナーアッ
プに努めましょう

|
by:WebMaster

交通安全と交通マナーアップに関するｐｄｆ形式ファイルです。御覧ください。
交通安全と交通マナーアップに努めましょう1.pdf
交通安全と交通マナーアップに努めましょう2.pdf

編集 | 削除
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【⾃転⾞交通マナー】１０⽉の「IYOの⽇」

| by:WebMaster

平成28年度10⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標
1. 8時14分までに登校しよう︕
2. 今⼀度、⾃転⾞の装備を点検しよう︕
様々なことに対して余裕を持って⾏動できていますか︖ 5分前登校指導をしていると、
ギリギリになって慌てて登校してくる⽣徒をよく⾒かけます。急いで登校すると交通事故
に繋がりかねません。余裕を持って8時14分には学校に来ましょう︕また、整備不良の⾃
転⾞に乗っている⽣徒も⾒かけます。ライト、空気圧、ベル、鍵などが万全の状態である
か今⼀度点検しましょう。毎⽇乗る⾃転⾞です。⼤切にしよう︕

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除

2016/10/14

10:23 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

全校集会（交通安全について）を⾏いました。

|
by:WebMaster

【⼀時保存中】

生活指導課長より、交通安全についての講話がありました。また、先日生徒全員に配布された
松前町交通事故危険箇所マップについての説明がありました。

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除

2016/10/13

13:50

【⾃転⾞交通マナー】松前町交通事故危険個所マ
ップを作りました。

|
by:WebMaster

交通委員会の⽣徒で「松前町交通事故危険個所マップ」を作りました。これは、今年度
本校が指定されている⾃転⾞交通マナー向上対策事業の⼀環です。地図は⽣徒による⼿書
きで、危険個所は現地で写真を撮り具体的に説明⽂を加えました。
本校⽣徒全員に配布し、松前町の⼩中学校や施設にも配布の予定です。

編集 | 削除

2016/09/30

21:39 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】⾃転⾞安全利⽤教室を開
催しました。

|
by:WebMaster

9⽉29⽇に、愛媛県警察本部交通企画課より古⾕剛先⽣、伊予警察署交通課より⽯丸浩
⼦先⽣を講師にお迎えして⾃転⾞安全利⽤教室を開催しました。本⽇は⾬天のため体育館
での実施となりました。
⾃転⾞安全利⽤講話として、交通事故の発⽣状況や、⾃転⾞の安全利⽤、刑事･⺠事上の
責任、ヘルメットの重要性についてお話がありました。
⾃転⾞実技指導として、シミュレーターを利⽤して⾃転⾞の法規⾛⾏を交通委員が実演
しました。

今回の教室を通じて、安全に配慮した⾃転⾞の利⽤の重要性が改めて実感できました。
本校ではこれからも、安全な⾃転⾞の利⽤を進めていきます。
(伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除

2016/09/14
平成28年度

10:31 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】９⽉の「IYOの⽇」

| by:WebMaster

9⽉の｢IYOの⽇｣⾏動⽬標

1. 14⼈以上の⼈と笑顔であいさつしよう︕
2. ⾃転⾞の施錠率を100%にしよう︕
皆さん、笑顔であいさつしていますか︖多くの⼈と笑顔で元気よくあいさつを交わし、
気持ちのよい１⽇を送りましょう︕また、⾃転⾞の鍵はきちんと施錠していますか︖今年
度の伊予⾼校の⽣徒宣⾔の⼀つに施錠率100％があります。今年度が始まって約半年が経
ちましたがなかなか100％になりません。確実に施錠する習慣をつけましょう︕

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除

2016/07/19

17:15 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

【⾃転⾞交通マナー】交通安全講話を実施しま
した。

|
by:WebMaster

交通安全講話は、⾕⼝⾃転⾞商会の⾕⼝盛久先⽣を講師にお迎えして、⾃転⾞に乗る上
で注意しなければならないことや責任についてなど、わかりやすくお話をしていただきま
した。また、同時に⾃転⾞安全点検を業者の⽅にしていただきました。整備が必要な⾃転
⾞には安全点検カードがつけられますので、早急に対処をお願いします。

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除
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【⾃転⾞交通マナー】7⽉の「IYOの⽇」

| by:WebMaster

平成28年度 7月の｢IYOの日｣行動目標
1. 14人の友達にエールを送ろう！
2. 左側一列走行に心がけよう！
友達が「今、頑張っている事」・「これから頑張ろうとしている事」に気付いてあげられています
か！？気付いているなら是非言葉をかけてあげましょう。あなたの言葉が励みになるはずです！
また、並進での登下校がよく見受けられます。道路は公共財です。すべての人が快適に利用する
ために自分はどうすればよいかをしっかりと考えて行動しましょう！

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除

2016/06/15
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【⾃転⾞交通マナー】6⽉の「IYOの⽇」

| by:WebMaster

6⽉14⽇（⽕）はIYOの⽇でした。教職員も全員、⽣徒の登校を⾒守り、気持ちの良いあ
いさつを交わしました。
平成28年度6⽉の「IYOの⽇」⾏動⽬標
1. 漢字テストで全員満点を⽬指そう︕
2. ヘルメットのあご紐をしっかりと締めよう︕
⼩論⽂や履歴書が平仮名ばかりでは読み⼿はどう思うでしょうか︕︖漢字を書く
ことで脳は活性化しますし、書けて損することはありません。頑張りましょう︕
また、新しい環境・クラスにも慣れ、気持ちが緩んでいませんか︖事故が増えて
きています。気持ちと共にあご紐をしっかりと締め、事故にあわないようにしまし
ょう︕

（伊予⾼⽇誌より転載）

編集 | 削除
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