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※※ 注意 ※※

 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
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2018/08/27 【⽣徒会】「えひめ⾼校⽣次世代⼈材育成塾」に参加しました。  | by:WebMaster

 ８⽉２２⽇（⽔）にえひめ⻘少年ふれあいセンターで⾏われた「⽇本の次世代リーダー養成塾」成果普及研修会「え
ひめ⾼校⽣次世代⼈材育成塾」に、⽣徒会から２名が参加しました。
 「⽇本の次世代リーダー養成塾」の活動報告やワークショップを通して、県内各地の⾼校⽣たちとコミュニケーシ
ョンを取ることで、普段とは違った考え⽅や意⾒にふれることができました。

 グループ代表として発表する様⼦

 
グループのメンバーと話し合う様⼦
 
 

16:58 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2017/08/21 【⽣徒会】伊予彩まつりに参加  | by:WebMaster

 7⽉29⽇（⼟）・30⽇（⽇）に⾏われた、「伊予彩まつり」にボランティアスタッフとして参加しました。
 クリックしていただくと、詳細をご覧になれます。
 【⽣徒会】伊予彩まつり.pdf
 

20:37 | 投票する | 投票数(6) | コメント(0)

2017/08/21 【⽣徒会】はんぎりH-1グランプリ出場  | by:WebMaster

 8⽉5⽇（⼟）に松前町の塩⾕海岸で⾏われた、「はんぎりH-1グランプリ」に参加しました。
 クリックしていただくと、詳細をご覧になれます。
 【⽣徒会】はんぎりH-1グランプリ出場.pdf
 

20:31 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

2016/08/26 【⽣徒会】町づくりミーティングに参加しました。  | by:WebMaster

 住⺠が主体的に地域づくりに取り組んでいく取組「町づくりミーティング〜まさきのいいとこみつけ隊〜」に参加
しました。⾼校⽣、⼤学⽣から、地域で様々な活動をしている⽅々と、ワークショップの形式で、松前町のいいとこ
ろを⾒つけ、活性化の⽅策はないかと考えました。
 この会は、今年度中に４回開かれますが、今回はその第１回⽬でした。松前町唯⼀の⾼校の代表として、有意義で
楽しい活動ができました。

ワークショップ形式で意⾒を出しています。「チームはんぎり」での活動。

さあ、いよいよ「チームはんぎり」の意⾒発表です。

学校紹介 学科・コース ⾏事予定(⽉別・年間) 部活動 進路情報 取り組み ⼊学を希望する⽅へ
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10:31 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

2016/04/26 【⽣徒会】義農祭⾏燈作り  | by:WebMaster

 4⽉21⽇、松前町役場にて花⾏燈の制作ボランティアをしました。使⽤済みペットボトルを使って約２００個の⾏燈
ができあがりました。これは昨年伊予⾼⽣が松前町のために考え、採⽤されたアイディアで、4⽉23⽇での義農祭で使
われます。当⽇も楽しみにしています。

 

13:56 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2016/04/20 【⽣徒会】⽣徒総会・⽣徒会役員⽴会演説会が⾏われました。  | by:WebMaster

 ⽣徒総会が開催され、昨年度の活動報告や会計決算、今年度の⾏事予定や予算について審議が⾏われました。各種
委員会からの活動報告、グループ編成や役員の発表もありました。

 ⽣徒から様々な要望が提案されました。

 この後、⽣徒会⻑および副会⻑選挙のための⽴会演説会が⾏われ、候補者はそれぞれ⾃分の考えを述べました。

 主権者教育の⼀環で松前町選挙管理委員会からお借りした投票箱を使⽤した投票となりました。⾃分たちの代表を
選ぶ選挙の⼤切さを学ぶ機会となりました。

http://www.pref.ehime.jp/shokai/uta2.html
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=3306
https://new-iyo-h.esnet.ed.jp/home
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo1ppvfpr-57#_57
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E7%BE%A9%E8%BE%B2%E7%A5%AD%E8%A1%8C%E7%87%88%E4%BD%9C%E3%82%8A https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo1ppvfpr-57#_57'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo1ppvfpr-57')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E7%BE%A9%E8%BE%B2%E7%A5%AD%E8%A1%8C%E7%87%88%E4%BD%9C%E3%82%8A'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojdvktuc-57#_57
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E7%94%9F%E5%BE%92%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%83%BB%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E5%BD%B9%E5%93%A1%E7%AB%8B%E4%BC%9A%E6%BC%94%E8%AA%AC%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://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojdvktuc-57#_57'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jojdvktuc-57')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E7%94%9F%E5%BE%92%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%83%BB%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E5%BD%B9%E5%93%A1%E7%AB%8B%E4%BC%9A%E6%BC%94%E8%AA%AC%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');


 

08:42 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2016/04/14 【⽣徒会】本⽇は今年度最初の「IYOの⽇」です。  | by:WebMaster

4⽉の『IYOの⽇』

1. 今⽉は4⽉14⽇（⽊）が『IYOの⽇』です。充実した1⽇となるように努めましょう。
2. 教職員が正⾨・通⽤⾨そして⾃転⾞置き場に⽴ちます。朝から気持ちのよいあいさつを交わしましょう。
3. 3ヶ所での交通指導を⾏います。交通委員も参加します。
4. 平成28年度 4⽉の「IYOの⽇」⾏動⽬標

 Shake handsとは、「握⼿をする」という意味です。新しいクラスメイトと交流を深めて、今感じている新学期の不
安を少し軽減させよう︕
 今⽇のIYOの⽇を皆さんが楽しいIYO⾼ライフを送るきっかけにして下さい︕

 

16:40 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2015/11/30 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議での発表を終えて その5  | by:WebMaster

1. 私たちのチームについて
 私たちのチームは、伊予⾼・伊予農・松前中・北伊予中・岡⽥中の男⼦２名・⼥⼦６名からなるチームでし
た。最初はぎこちない雰囲気でしたが、次第に打ち解けてきて、みんな⾃分の意⾒を積極的に述べることがで
きていました。

2. テーマと、それに決めた理由について
 私たちのテーマは「⼣⽇」についてです。このテーマにした理由は、私たちのチーム名のコンセプトが「⼣
⽇のきれいな松前に住む海⺠の⼦」であったことと、せっかく海に⾯した町で⼣⽇もきれいなのに全然有名じ
ゃないので、これを機にアピールする良い機会だと思ったからです。

3. 私たちの提案について
 私たちの提案は、塩屋海岸の⼣⽇の写真を募集してコンテストを開催したり、海岸がきれいに⾒えるように
海岸清掃を⾏い、オブジェやベンチを設置したりすることです。コンテストを開くことで、松前町の⼣⽇が美
しいことを県内に広め、多くの⼈にそれを⾒てもらいたいと思っています。ベンチを設置することで、⽼若男
⼥問わず様々な⽅に海岸に来てもらい、憩いの場として楽しんでもらいたいと思います。
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4. 発表を終えての感想
 発表するときはとても緊張しましたが、発表を終えると少し寂しくも感じました。このグループで⼀
つのテーマを決めて、解決案を出し、松前町に提案するという体験はとても貴重なものとなりました。
この経験を今後活かしていくことができればと思います。

【２年⼥⼦】
 私は発表を終えて達成感に満ちあふれています。また、こんなにも松前町のことを真剣に考える機会
はなかったので、とても貴重な経験をさせていただいたなとも感じています。私は松⼭市⺠なので松前
町について詳しくないのですが、会議の回を重ねるごとに、松前町の魅⼒を知ることができ、松前町が
好きになりました。他の班の発表を聞くと、誰も思いつかないようなすてきなアイディアを出してい
て、実際に採⽤されれば松前町はもっと素晴らしい町になるのではないかと思います。もし、またこの
会議の続編が⾏われる機会があれば参加したいです。

 【１年⼥⼦】
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2015/11/27 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議での発表を終えて その4  | by:WebMaster

1. 私たちのチームについて
 私たち「MIKIO」は、集まった松前中・伊予⾼・北伊予中・伊予農・岡⽥中のそれぞれ頭⽂字を取ってチー
ム名にしました。伊予⾼校からは３⼈。私たちのチームは、最初年齢差やはじめて会うという緊張感であまり
発⾔をすることができませんでした。でも、会議を重ねるにつれ肩の⼒が抜けるように、学校関係なしで皆⼀
⼈⼀⼈が発⾔していきました。そして、⼀つのことに対し協⼒して考える中で、親交を深めていきました。

2. テーマと、それに決めた理由について。
 松前町の特産品の⼀つである⻨味噌は、とても美味しいものではあるものの、知名度はそれほど⾼くなく、
まだまだ⼈々に浸透していないように感じました。また、松前町の祭である義農祭は参加者が少なく、特に岡
⽥・北伊予地区からの参加者が少ないということが分かりました。そこで、「⻨味噌活性化プロジェクト」と
名付け、⻨味噌を使った料理を広くアピールするとともに、それを通して義農祭をさらに活性化させるための
⽅策を考えることにしました。

3. 私たちの提案について。
 松前町の特産品の⼀つである⻨味噌を活性化させるための提案は、義農祭で⾼校⽣が⻨味噌づくしのブース
を作るということです。そこでは、⻨味噌を使って作ったクッキーや煎餅などを売ったり、⻨味噌料理の紹介
をしたいと考えました。また、岡⽥・北伊予地区に住んでいる⼈の参加⼈数を増やすために、義農祭の開催時
刻を遅めたり、各学校で祭についてのチラシを配布することも考えました。以上の⼆点により、少しでも多く
の⼈に⻨味噌の魅⼒を知ってもらい、その調理法を広め、また義農祭の楽しさを知ってもらいたいと考えまし
た。

4. 発表を終えての感想
 私は作兵衛⼦供会議に参加してみて、最初は不安でいっぱいでした。学校も学年も違うメンバーで班を作っ
たのですが、回を重ねるごとに仲も深まりました。この会議は松前町を未来に繋ぐだけでなく、参加者の⼼を
繋いでくれたように感じます。また、⾃分が住んでいる松前町のよさに気づき、今まで以上に好きになり、誇
りを持てるようになりました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

【２年⼥⼦】
 私は⼈⾒知りなので、他校の⽣徒や、同じ学校の先輩がいる中でやっていけるのかな、と不安でした。しか
し、先輩たちが優しく話しかけてくださったので、私も⼼を開くことができました。他校の⽣徒たちも最初に
⽐べて⾃分たちの意⾒を⾔い合うことができるようになりました。そして発表当⽇、町⻑さんや企業の社⻑さ
んといった⼈の前での発表は緊張しました。でもチームのみんなが協⼒して、最後までうまくいきました。多
くの⼈の前で発表した経験をこれからの⼈⽣に活かしていきたいです。

【１年⼥⼦】
 今回の企画を通して、⾃分たちで調べたり、他の班のプレゼンテーションを聞いて松前町にはまだまだ私の
知らない魅⼒がたくさん隠されていると感じました。そして、今までよりもさらに松前町のことを知りたいと
思いました。今までとは違った⾓度で松前町を⾒ることで、毎⽇の登下校の景⾊も違って⾒えるようになった
気がします。松前町のことが今まで以上に好きになりました。とても良い経験ができ、企画してくださった
⽅々にとても感謝しています。
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【１年⼥⼦】
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2015/11/25 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議での発表を終えて その3  | by:WebMaster

1. 私たちのチームについて。
 私たちのチームＫＫＫは、感動・決意・希望の頭⽂字を取りました。敏功先⽣から教えていただいた成功へ
の呪⽂「カンカラコモデケア」の中から感動と決意をとり、また将来の松前町のことを考えて希望を⼊れまし
た。

2. テーマと、それに決めた理由について
 私たちは松前町の珍味を有名にするために、まず県の中⾼⽣に知ってもらおうと、美味しくて安い珍味を作
ってもらう計画を⽴てました。珍味というと⼤⼈のおつまみというイメージがあり、中⾼⽣にとっては値段が
⾼いなどの問題もありました。しかし、松前のつまみは美味しく、何よりそれが松前の魅⼒的なポイントだと
思い、このテーマに決定しました。

3. 私たちの提案について
 松前町の珍味を有名にするために、いくつかのワークショップを開催することを⼀つ⽬の提案としてあげま
した。また、お⾦のあまりない中⾼⽣をターゲットにするために、中⾼⽣が買いやすい値段で珍味を開発する
ことも提案しました。中⾼⽣が開発・協⼒した珍味として売り出すことで、松前町の珍味を全国の⼈に知って
もらえるようになると嬉しいです。

4. 発表を終えての感想
 今回の作兵衛⼦供会議に参加して、松前町の好きなところと改善するべき所を改めて考えることがで
きました。今回の話し合いで松前町をよりよい町にするための意⾒がたくさん出たので、それらの意⾒
がこれからの町作りに活かされたら嬉しいなと感じました。

【２年男⼦】
 今回の作兵衛⼦供会議に参加させていただいて、⾼校⽣として将来必要な⼒を⾝に付けることができ
たと思います。松前町の中⾼⽣が集結して意⾒を出し合いながら話し合いをするという、なかなか体験
することのできないことを味わえました。貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

【１年男⼦】
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2015/11/24 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議での発表を終えて その2  | by:WebMaster

1. 私たちのチームについて
 私たちのチーム名FANKSのコンセプトは、Fun「楽しく」，Active「⾏動」，Nature「⾃然あふれる」，
Kira-kira「輝く」，Smile「笑顔」です。中学⽣も⾼校⽣も⼀体となって活動できる笑顔あふれるチームでし

https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9foxs1h-57#_57
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E4%BD%9C%E5%85%B5%E8%A1%9B%E5%AD%90%E4%BE%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%81%A6%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE3 https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9foxs1h-57#_57'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jo9foxs1h-57')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E4%BD%9C%E5%85%B5%E8%A1%9B%E5%AD%90%E4%BE%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%81%A6%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE3'), '_blank');
https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jocpwyn43-57#_57
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E4%BD%9C%E5%85%B5%E8%A1%9B%E5%AD%90%E4%BE%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%81%A6%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE2 https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jocpwyn43-57#_57'), '_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u='+encodeURIComponent('https://iyo-h.esnet.ed.jp/htdocs/index.php?key=jocpwyn43-57')+'&t='+encodeURIComponent('%E3%80%90%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E3%80%91%E4%BD%9C%E5%85%B5%E8%A1%9B%E5%AD%90%E4%BE%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%81%A6%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE2'), '_blank');


た。

2. テーマと、それに決めた理由について
 私たちの企画は、花をテーマに考えました。松前町は⼤型のショッピングセンターがあるものの、観光スポ
ットがなく、⾏事にも華やかさがないことが問題点だと考えました。花で町を華やかにすることで町を活気づ
けることができたらいいなと思いました。作兵衛は⼀粒のもみだねから⼈々を飢餓から救いました。私たちは
⼀粒の花の種から、明るい松前町を作り上げます︕

3. 私たちの提案について
 まず⼀つ⽬として、植えた花を広報まさきにてアピールし、町⺠の輪へと広げようと思います。収穫した種
を広報まさきにメッセージ付きで添えることで、各家庭でも花を植えてほしいと思っています。⼆つ⽬は花を
テーマにしたイベントの開催です。花を題材に写⽣⼤会や写真・動画のコンテストをし、優秀作品には表彰を
します。このようにして、松前町を活気あふれる花の町として全国にアピールしたいと思います。

4. 発表を終えての感想
 今回このような会議に参加し、⾃分たちで考えたことを⼤⼈に向けて発表するという貴重な体験をす
ることができて良かったです。これからの松前町を今よりもっと良い町にするために、⾃分たちで考
え、⾏動に移していかないといけないと思いました。

【２年男⼦】
 今回の作兵衛⼦供会議に参加させていただいて、僕はとても成⻑できたと実感しています。実は知ら
ない⼈と話すことがとても苦⼿だったのですが、松前町の近隣の中⾼⽣と交わることができてかなり改
善されたと感じています。本番の発表も練習通りにうまくすることができ、達成感がありました。貴重
な体験をさせていただき、ありがとうございました。

【１年男⼦】
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2015/11/17 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議 〜私たちからの提案〜 その1  | by:WebMaster

1. 私たちのチームについて
 私たちのチーム名は「やってやります」です。今回のプロジェクトに、“やってやるぞ”という強い気持ちを込
めたいと思い、このチーム名にしました。
 私たちのチームは、中学⽣・⾼校⽣ともに仲が良く、チームのみんなで完成させたプロジェクトとなりまし
た。

2. テーマと、それに決めた理由について
 私たちの企画は、松前町で⾏われる義農祭の活性化プロジェクトです。
 具体的な案としては、ペットボトルを利⽤した⾏燈を⽤いた前夜祭企画と、松前町の特産品を利⽤した商品
開発です。この2つの企画を提案した理由は、義農祭が形骸化している傾向にあり、若い世代の参加を促したい
と思ったからです。

3. 私たちの提案について
 前夜祭企画では、夜になるときれいな⾵景を作り出す⾏燈を利⽤する事で、もっとたくさんの⼈に義農祭を
知ってもらう事ができるのではないかと考えました。ペットボトルでつくる⾏燈なので予算を低く抑え、誰で
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も簡単につくる事ができるというのも、このプロジェクトを企画する決め⼿となりました。2つ⽬の松前町でつ
くられた⾷材を⽤いた商品開発では、裸⻨とイチゴに着⽬し、タルトを作ろうと考えました。松前町の⾷材を
知ってもらい、松前町への関⼼を深めてもらうのが狙いです。さらに、お財布にも優しい価格を重視し、百円
から⼆百円程度のタルトを販売したいと考えました。この⼆つのプロジェクトによって、義農祭がきっと今以
上に活性化すると思います。

4. 発表を終えての感想
 今回、このような貴重な体験をさせていただいたことに対し、とても感謝しています。15分という発
表時間の中で僕たちが考え出した案が、どれほど聞き⼿に伝わるかという事を重視して、発表練習に取
り組みました。たくさんの⼈とのコミュニケーションを取りながら物事を進めていく中で、⼈間的にも
たくさん成⻑した部分があったと思います。難しい事や悩んだ事もたくさんありましたが、作兵衛⼦供
会議に参加して良かったと思います。

（1年男⼦）
 
 私は松前町に住んでいて、実際の義農祭の参加もしてきました。なので、祭に参加した⽬線からの意
⾒や考えを述べることができました。また、プレゼンテーションの制作を担当したのですが、⼈に分か
りやすく、⾒やすいパワーポイントを作ることを意識しました。このような学⽣の意⾒を町の⽅々に提
案させていただく機会は滅多にないので、とてもいい機会になりました。

（2年⼥⼦）
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2015/11/12 【⽣徒会】11⽉8⽇ 作兵衛⼦供会議成果発表会に参加して  | by:WebMaster

 11⽉8⽇(⽇)に、作兵衛⼦供会議の成果発表会に参加しました。伊予⾼校からは⽣徒会を中⼼に有志を募り、11名が
参加してきました。最初は初めて会う他校⽣や中学⽣とどう接していいか分からず、話し合いも互いに遠慮しながら
なかなか進みませんでした。しかし、コーディネーターの先⽣の助⾔もあり、最後にはどのグループも学年や学校の
壁を越えて協⼒し合いながら発表会を迎える事ができました。
 
  順番はリハーサル前にくじ引きで決めました。

 リハーサルで最終確認を⾏います。
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 最後の修正作業です。発表に向けて緊張感も⾼まります。

 そして発表会が始まります。

 はじめに作兵衛⼦供会議のコーディネーター⼭内敏功先⽣から話をしていただきました。

 いよいよ発表。緊張の中、何とか各グループ終える事ができました。



 終わって全体で写真を⼀枚。

 とても貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。
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2015/11/09 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議成果発表会  | by:WebMaster

 11⽉8⽇(⽇)に、松前町町制60周年記念「作兵衛⼦供会議」の成果発表会が松前町役場で開催されました。6⽉から5
回の会議を重ね、内容をスライドにまとめプレゼンテーションを⾏いました。

 松前町にある、または松前町に関わりの深い中学校、⾼校の⽣徒総勢42名（伊予⾼校11名・伊予農業⾼校12名・松
前中学校6名・岡⽥中学校7名・北伊予中学校6名）が、5つのグループに分かれ、60周年を迎えた松前町を更に発展さ
せるための提案を⾏いました。どのグループの発表もすばらしく、活発な質疑応答もなされ、充実した発表会になっ
たと思います。

 同じ学校の⽣徒同⼠でグループを作るのではなく、すべての学校の⽣徒でグループを作った⽅が柔軟な発想ができ
るのではないかと、第1回の会議でグループ分けの提案をしたのも本校⽣でした。おかげで、良い話し合いもできまし
たね。
 発表テーマと提案内容は以下の通りです。松前町役場の皆様お願いいたします。

発表１ テーマ︓『義農祭の活性化プロジェクト』
提案︓
前夜祭を開催し、⾏燈アートを作る。
地元農家の裸⻨とイチゴを使って「やってやりますタルト」を作る

発表２ テーマ︓『１粒の種から花満開の町』
提案︓
花の種を季節ごとに町⺠に配布し、種まきをする。
松前町花祭りのイベントを開催する。

発表３ テーマ︓『⻨みそ活性化プロジェクト』
提案︓
義農祭に⾼校⽣が参加し、⻨みそ尽くしのブースを作る。
⻨みそ料理の紹介をしたり、⻨みそを使った新しい料理を作る。

発表４ テーマ︓『松前町の海と⼣⽇プロジェクト』
提案︓
松前町の海と⼣⽇の写真展をエミフルで開く。
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海岸イベント(⼣⽇パッケージの珍味販売とビアガーデン)
海岸にオブジェと簡易ベンチを作る。

発表５ テーマ︓『中⾼⽣珍味開発プロジェクト』
提案︓
パッケージを中⾼⽣のおやつ向けのデザインにする。
中⾼⽣の平均⼩遣いを考えて、１００円以下の珍味を作る。
健康促進を考えたうまい・安い・健康的な中⾼⽣ブランド珍味を作る。
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2015/10/30 【⽣徒会】作兵衛⼦供会議 プレゼンテーション資料の修正作業。  | by:WebMaster

 11⽉8⽇（⽇）に開催される作兵衛⼦供会議全体発表に向けてプレゼンテーション資料の修正作業を⾏っています。
 コンピュータ教室にコーディネーターの先⽣２⼈に来校していただき、アドバイスしていただきながら修正作業に
取り組みました。

 本番では、⾃分たちの考えや意⾒が相⼿に分かりやすく伝わるよう、頑張りたいと思います。
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2015/10/27 【⽣徒会】10⽉17⽇ 作兵衛⼦供会議に参加しました。  | by:WebMaster

 17⽇の⼟曜⽇に、第4回作兵衛⼦供会議が開催され、伊予⾼校からも10⼈が参加しました。
 今回の⼦供会議では、よりよい松前町をつくるための提案書をまとめ、来⽉⾏われる発表会に向けたプレゼンテー
ション資料の作成を⾏いました。
 ⾼校⽣がプロデュースする⼿軽に買える珍味の開発や、義農祭り活性化のための⽅策、特産物を⽤いたお菓⼦の作
成など、各班に分かれて話し合いをし、提案書のまとめを⾏っています。

チームYKMKのコンセプトは「⼣⽇のきれいな町に住む海⼈」。
松前町を⼣⽇のきれいな町として全国にアピールします︕

できたプレゼンテーション資料は、コーディネーターの先⽣にも⾒ていただき、よりよい発表ができる
ように準備しています。

 発表会は11⽉８⽇に⾏われます。それに向けた準備や練習も頑張ります︕
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2015/03/06 クラスマッチに向けて  | by:WebMaster

 ３年⽣も卒業し校舎も静かになり、少しもの寂しく感じるようになりました。４⽉から新１年⽣が⼊学し、現１年
⽣は先輩に、２年⽣は受験⽣になります。新１年⽣の⾒本に慣れるように⼀⼈⼀⼈けじめをつけてがんばりましょ
う。
 さて、３⽉１３⽇にはクラスマッチを⾏います。今⽇は⽣徒会役員全員でタイムテーブルを作成し、準備を急ピッ
チで進めています。このクラスマッチで⽣徒会⾏事は最後になります。皆さんにとって楽しく、そして⼼に残るよう
な⾏事にしていくため頑張るので、皆さんもしっかり楽しんでください。

（N.H T.M A.Y）
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2015/01/20 3学期に⼊って1週間が経ちました。  | by:WebMaster

 始業式を迎えてから約1週間が経ちました。皆さんは、冬休みの課題をすべて出し終わりましたか︖新しい気持ち
で、新しい年を迎えることができたでしょうか。
 さて、今学期は、クラスマッチという⾏事が残っています。私たち⽣徒会では、昨年度の反省をもとに、皆さんの
⼼に残るような⾏事作りをしていきます。その分皆さんも楽しみにしてもらえたら嬉しいです。
 そしてあと少しで3年⽣の卒業式です。3年⽣全員が伊予⾼校⽣であったことに誇りをもてるような式にするため
に、在校⽣全員で協⼒しましょう。

（N.H T.M A.Y）
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2014/12/26 年末に向けての⼤掃除  | by:WebMaster

 今⽇は新年を清々しい気持ちで迎えられるように、⽣徒会室の⼤掃除を⾏いました。壊れた機械類を処分したり、
雑⼱で窓を拭いたりと、⽣徒会役員全員と先⽣⽅が協⼒をしました。
 以前はたくさんの資料が散らばっていたり、ゴミ箱が整理できていなかったりと、とても仕事が出来るような場所
ではありませんでした。
 でも今は、仕事をするための綺麗な場所へと変わりました。
 来年もたくさんの⾏事があり忙しくなります。皆さんにとって思い出に残る⾏事になるように⽣徒会⼀同精⼀杯頑
張るので、来年もよろしくお願いします。

（N.H T.M A.Y）
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2014/12/22 ペットボトルキャップの回収活動を⾏っています。  | by:WebMaster

 ⽣徒の皆さんが集めてくださった、ペットボトルキャップを綺麗に洗いました。このペットボトルキャップは、世
界の貧しい⼈々のために使われます。
 ペットボトルキャップは約４３０個で１０円のワクチン代に換えることが出来ます。
 この活動を通して、地球環境のことを考えたり、リサイクルに⽬を向けたり、⼦どもの命のことについて考えられ
たらいいな、と思っています。
 これからも、皆さん、ご協⼒をよろしくお願いします。

（N.H T.M A.Y）
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2014/12/16 グループマッチを終えて  | by:WebMaster

 先週は、朝早くから準備して下さった先⽣⽅や⽣徒の皆さんのおかげで天候にも恵まれて無事にグループマッチを
⾏うことができました。肌寒い⽇が続いていましたが、とても温かい中でグループマッチができたのは皆さんの願い
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が通じたからかもしれませんね。
 今回のグループマッチは今までとは違い年間の総合優勝が決まるため、いつもよりもさらに皆の⼒が発揮されてい
たと思います。
 グループマッチを通じて、協⼒することの⼤切さを学ぶことができたと思います。これからも伊予⾼校をよりよい
学校にしていくために皆で協⼒していきましょう。

（N.H T.M A.Y）
 

09:29 | 投票する | 投票数(2) | コメント(0)

2014/10/11 ⾚い⽻根共同募⾦にご協⼒ありがとうございました。  | by:WebMaster

 皆さんのご協⼒のおかげで、16,266円集まりました。
 ⾚い⽻根共同募⾦とは、町の⼈の優しい気持ちを集める活動だそうです。
 だからこの活動を通して、伊予⾼等学校の優しい気持ちがあらわれていると思います。
 これからも、積極的に募⾦活動やボランティア活動に参加していきましょう。

（A.Y, N.H, S.R）
 

17:13 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2014/08/29 運動会まで残りわずか  | by:WebMaster

 運動会まで残りわずかになりました。
 ⽣徒会では運動会をスムーズに進めることができるように、選⼿名簿を作成しました。
 パソコンで打ち込み、コピー･製本するまでに時間はかかりましたが、なんとか完成させることができました。
 最近放課後になると、各グループの応援練習の声が聞こえてきます。運動会では、最⾼の演技が⾒られるはずで
す。楽しみにしておいてください︕

作成者 Ｈ．Ｒ Ｒ．Ｓ
 

11:53 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)

2014/07/24 グループマッチを運営してみて  | by:WebMaster

 7⽉14⽇は、前⽇の⾬により開催が危ぶまれましたが、朝早くから⽣徒会役員や多くの部活動⽣徒が準備を⼿伝って
くださり、無事開催することができました。
 31代⽣徒会として、初めての⼤きな学校⾏事でしたが、梅⾬の⾬や野球応援の⽇程変更などにより、準備も曖昧な
まま開催され、各々⼾惑っていました。しかし、役員⼀⼈⼀⼈が分からないなりに⾏動して、裏⽅を⽀えることがで
きました。ひとつ、伊予⾼⽣の胸にいい思い出を作る⽀えになれたと思います。
 これから夏の⽇差しも強まり、運動会などの学校⾏事もあります。学校全体で盛り上げていきたいです。

（MK, YY, AY, TM）
 

10:24 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2014/07/10 野球応援です。  | by:WebMaster

 7⽉13⽇に⾏われる第96回全国⾼等学校野球選⼿権愛媛⼤会のパネル作成を⾏いました。
 選⼿の名前が書かれた計40枚のパネルを作成し、すべて完成しました。
 ⽣徒会全員が⼀丸となって、よりいっそう良い応援ができるよう、万全の準備をして臨みたいと思います。伊予⾼
野球部の応援をよろしくお願いします。

（OM, OS, IA, SK）
 

19:39 | 投票する | 投票数(7) | コメント(0)

2014/07/04 もうすぐグループマッチです︕︕  | by:WebMaster

 第１学期期末考査が終わりました。考査結果も順番に返ってきているところだと思います。
 さて、もうすぐグループマッチです。今週も⽣徒会ではグループマッチに向けての準備をしました。ルールやタイ
ムテーブルの作成と、冊⼦の印刷、製本を⾏いました。
 ルールを守って、思い出に残る楽しいグループマッチにしましょう︕

【Ｍ.Ａ，Ｍ.Ｙ，Ｙ.Ｉ，Ｏ.Ｒ】
 

12:06 | 投票する | 投票数(4) | コメント(0)

2014/06/19 1学期末考査の時間割が発表されました。  | by:WebMaster
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 いよいよ1学期末考査の時間割が発表されました。
 今⽇から部活動にも制限がかかります。
 家での時間の使い⽅を⾒直し、しっかりと復習をしてテストに備えていきましょう。
 
 期末考査後にはグループマッチが⾏われます。
 去年実施したことを参考にルール決めを⾏いました。
 みんなで楽しいグループマッチにしましょう!!

（YH, OY, AM, IA）
 

11:23 | 投票する | 投票数(4) | コメント(0)

2014/06/12 グループマッチの話し合い  | by:WebMaster

 6⽉9⽇、1学期グループマッチを成功させるために、⽣徒会で話し合いをしました。
 グループマッチは、⽣徒⼀⼈ひとりがグループを勝利へ導くために、⼼をひとつにして全⼒で取り組む、毎年恒例
の⾏事です。また、新⽣徒会としても最初の⼤きな⾏事です。
 3年⽣がいなくなり、2年⽣を中⼼とした新⽣徒会でうまく⾏くかどうか不安ではありますが、いい思い出となるよ
うに⽣徒会⼀同、全⼒でサポートを⾏っていきます。
 これからも伊予⾼校第31代⽣徒会をよろしくお願いします。

（SG,AY,MK,NR）
 

13:08 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

2014/05/21 開校記念⾏事を⾏いました。  | by:WebMaster

 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。

 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。

（伊予⾼⽇誌より転載）
 

17:13 | 投票する | 投票数(3) | コメント(0)

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

 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
年度家庭クラブ役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。
（伊予⾼⽇誌より転載）

 

12:52 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2014/04/24 ⽣徒総会・⽣徒会役員⽴会演説会が⾏われました。  | by:WebMaster

 ⽣徒総会が開催され、昨年度の活動報告や会計決算、今年度の⾏事予定や予算についての審議が⾏われました。
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 各種委員会からの活動報告もありました。

 

 本年度の⽣徒会テーマは「縁（えにし）」と決まりました。またグループ分けも発表されました。
 
 この後、第31代⽣徒会⻑および副会⻑選挙のための⽴会演説会が⾏われ、それぞれの考えを述べました。

 

 ⽣徒も真剣な態度で聞き、投票を⾏っていました。

 

（本校旧ホームページより転載）
 

10:31 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)
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