
⼒の像

望の像

⼒と望の像

⻘春の詩
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2016/01/29 【伊予⾼よもやま話】硬い球だけど・・・ソフトボール部  | by:WebMaster

 吸い込まれるような⻘い空から落ちてくる⽩いボールの落下点に素早く移動してキャッチ。ピッチャ
ーのすごい球をジャストミート。地を這う鋭い打球を⽌める。痛烈な打球が体に当たってアザができて
も、仲間を⼼配させない笑顔で「ごめん」。エラーをした選⼿には「ドンマイ」。次は絶対取る気持ち
で「さあこい」。進塁を許さない堅実な送球。チームメイトからの球をがっちり捕球。バッターを打ち
取るナイスピッチ・・・・・。どれができても気分は上々、気持ちは⾼揚、気⼒は充実。⼀つでも多く
のプレーが確実にできるように、⾔葉に出せるようにと練習をしています。
 ⾼校で始めた初⼼者は⾒違えるように上⼿になり、中学で経験のある者はさらに上達しています。伊
予⾼校には、中予で７校、県下でも１７校にしかない⼥⼦のソフトボール部があります。 
 ⾼校卒業後もソフトボールを続け、２０２０年の東京オリンピックで実施種⽬に復活し、そこで活躍
する卒業⽣が誕⽣したらうれしいな。

落ちてくるボール

交錯してけがをしないためのダブルベース
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硬式野球より細いバットで、 硬式野球より⼤きなボールを打ちます
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2016/01/26
【伊予⾼よもやま話】寒い⽇の⾜と⼿・・・剣道部、柔道
部、吹奏楽部

 |
by:WebMaster

 剣道部員、柔道部員は、気温が低く床や畳が痛いほど冷たくても裸⾜で道場に⽴ちます。裂帛の気合
や熱い闘魂を持って。
 吹奏楽部員の1，2年⽣は、3年⽣の模試や補習がある時間帯、⾳が勉強を妨げないようにと、3年⽣の
教室から遠い校舎外で吹くことがあります。寒い⽇の⾦管楽器は冷たいけれど、情熱の炎を持って。

剣道

柔道

トランペット（プール横にて）

ホルン（⾃転⾞置き場にて）
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2016/01/20 【伊予⾼よもやま話】翌檜（あすなろ）  | by:WebMaster

 校⾨を⼊って左側にある庭園の⼀⾓に翌檜（あすなろ）の⽊があります。
 井上靖さんの⼩説『あすなろ物語』や、むつ利之さんの漫画『名⾨︕第三野球部』の主⼈公「檜あす
なろ」においては、明⽇は檜（ひのき）になりたいと考えて努⼒する⽊のことを「あすなろ」と描いて
います。
 現在樹⾼約2mですが、100年ぐらいたつと樹⾼20〜30mに成⻑し直径2mになるようです。何⼗年か過
ぎた後、成⻑したあなた・・・︕⼤きくなった翌檜に会いにきませんか。
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注
 平成4（1992)年、創⽴10周年記念として数⼗年後の成⻑を託して翌檜が植樹されました
が、今の樹⽊は残念ながらそのときのものではありません。
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2016/01/15 【伊予⾼よもやま話】5つの旗と4つのグループ  | by:WebMaster

 伊予⾼校には、5旒のグループ旗があります。写真の旗は、平成27年3⽉に卒業した第30期⽣たちが、
作ってくれたものです。5つのグループは、開校2年⽬に誕⽣しました。『おおとり』第2号に次のように
記されています。

⽩嶺・・・⽩い⼭々のこと。どっしりとしていて相⼿を威圧し、荘厳さを備えたグループ
⻘海・・・⼀⾯に広がる⻘い海のこと。この海の広⼤さ、そして嵐のような激しさを持ったグル
ープ
煌星・・・きらりと輝く星のこと。まさに、優美でかつ華麗に、⼀番輝いているグループ
紅陽・・・真っ⾚に燃える太陽のこと。⼀丸となって炎のように常にメラメラと燃えているグル
ープ
緑雲・・・⻘々と⽣い茂った樹⽊のこと。樹⽊が伸び育つように、⾶躍していくグループ

 平成18（2006）年から4グループの活動になりました。愛媛県の中学3年⽣の減少により伊予⾼の募集
定員も減少し、クラス数が減ったためです。この年は、まず、「緑雲」が休みとなり、以降、「⽩
嶺」、「煌星」、「紅陽」、「⻘海」の順で休みとなるローテーションとなりました。
 平成27（2015）年度で、それぞれ2回ずつ休みとなりました。この10年間で年間総合優勝は「緑雲」
の3回が、運動会の総合優勝は「⻘海」の3回が最多です。

グループ旗
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2016/01/10
【伊予⾼よもやま話】創作劇かシェイクスピア劇か︖・・・
演劇部

 |
by:WebMaster

 伊予⾼校には、中予に7校、県下でも17校にしかない演劇部があります。
 役者として⾃分と全く違う⼈物を演じるのか、脚本や演出で通常の世と異なる世界に観客を誘うの
か、それとも道具や照明の係として舞台上の⼈たちを輝かせるのか・・・︖
 " To join or not to join the drama club, that is the question. "
 " As you like it. "
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「あの夏の⽇」（⾼⽂祭にて）
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2016/01/08 【伊予⾼よもやま話】1周920m  | by:WebMaster

 広⼤な校地を有する伊予⾼校の四⽅は塀や⽣け垣や川に囲まれています。その外側には舗装された道
路があります。1周の距離は約920m。部活動の⽣徒が何周も⾛って体を鍛えています。
 とあるマラソン経験者が練習のために1周を5分20秒のペースで⾛るそうです。このペースで45周と
少々⾛るとマラソン完⾛です。その記録は、おおよそ4時間ちょっとです。42.195kmを学校の周りで⾛
ってみますか︖

校⾨前スタート
↓

第1コーナー
↓

第2コーナー
↓

第3コーナー
↓

第4コーナー
↓
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再度校⾨前
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2016/01/05
【伊予⾼よもやま話】⾬ニモ⾵ニモ負ケズ、⾃転⾞で通い
ます

 |
by:WebMaster

 伊予⾼校の⽣徒は、その約95%が⾃転⾞を利⽤して通学しています。伊予鉄の駅から学校まで徒歩で
15分強、JRの駅から学校まで徒歩で20分程度の距離です。そのせいか、夏の暑い⽇も冬の寒い⽇も天気
の悪い⽇もペダルをこいでいます。中には、⽚道16kmを無遅刻、無⽋席で登校している⼈もいます。

⾃転⾞置き場
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2015/12/27 【伊予⾼よもやま話】「⽂武⼆道」を歩みし君なれば  | by:WebMaster

 伊予⾼校で「勉強」をするために⼊学した君が、もう⼀つ「がんばること」を持っているとき、君は
「⽂武⼆道」※を歩んでいる。「がんばる」からこそ、レギュラーをとれたときの嬉しさと奪われた悔し
さを知るのだろう、しんどくて眠くて勉強ができない苦しさとやり遂げたときの楽しさを知るのだろ
う、他の⼈に⾃分の想いが伝わらない⾟さとわかり合えたときのやすらぎを知るのだろう。悔しさ、苦
しさ、⾟さはこの道を歩むがゆえに味わう。校内のあの場所に⾏こう。⾜下にある「⽂武⼆道」の⾔
葉。⼈⽣に⼀度しかない⾼校⽣活で、「がんばる」ことを決めたあの⽇を思い起こそう。また、わが⼦
にどんな話をしてやれるのか、⾃分の⼈⽣が終わるときにどんな想いが⼼に残っているのか、そんなこ
とを想像してみようではないか。そうして、下を向いていた君には顔をあげて、前をみて歩いてもらい
たい。私は⽂武⼆道を歩む君を応援します。
 

普通教棟と特別教棟の間にあります。

普通教棟１階にある書
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2015/12/25 【伊予⾼よもやま話】校歌の７つのふしぎ発⾒︕  | by:WebMaster

 本館の階段の踊り場の壁に校歌の歌詞が書かれた額があります。校歌には知る⼈ぞ知る7つの「ふし
ぎ」があります。

1. 作詞は「第⼀期⽣」。昭和58（1983）年に⼊学した1期⽣たちが、夏休みの課題として出された
のが「校歌の詞を作ること」。2学期に、いいとこ取りで歌詞ができたそうです。作曲は⾳楽の阿
部正幸先⽣。

2. 歌詞の中に「⻘春の軌跡」という⽂⾔があります。伊予⾼⽣徒全員が持っている、「⽣活とホー
ムルーム活動のしおり」の名称が『⻘春の軌跡』。

3. 歌詞の中に「鵬のごと天翔ける」とあります。これは「おおとりのごとあまがける」と読みま
す。1年に1回発⾏される⽣徒会誌の名前は、『おおとり』。

4. 普通教棟と本館の間にあるモニュメントは『鵬翔』。鵬（おおとり）が空⾼く、翔けている様⼦
を表した彫刻です。
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5. 1期⽣は、平成27年度中に48歳になります。世の中のいろいろな部署で中核となってばりばり活躍
する年代になっています。

6. 1期⽣にとって、初めての夏の⾼校野球⼤会で応援の際、校歌がありませんでした。でも、「1期
⽣の歌」があり、歌ったそうです。

7. 校歌を歌うときは、吹奏楽部の⽣伴奏で必ず2番まで歌います。

本館の１階から２階への踊り場にある校歌の歌詞

作詞は「第⼀期⽣」

モニュメント『鵬翔』
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2015/12/23 【伊予⾼よもやま話】本の館があります  | by:WebMaster

 伊予⾼校には、図書「室」ではなくて、図書「館」があります。本がおいてある単独の館です。閲覧
室には閲覧⽤の⼤きな机が16脚、椅⼦が96脚あるので、2クラス分の⽣徒たちが楽々と調べ物ができま
す。新着図書を紹介するコーナーや特集コーナーがあります。
 蔵書は平成27年度中に3万冊を超える予定です。本年度の図書貸し出し⽬標数は、4700冊。⼀⼈が平均
5冊借りることを願っての数です。

図書館

「新着図書」コーナー

「愛媛県の魅⼒を語れますか︖」の特集コーナー
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2015/12/21 【伊予⾼よもやま話】古⽂書が読めます  | by:WebMaster

 下の⽂字を読むことができますか。これは、古⽂書といわれる⽂書の⼀部です。現在、われわれは、
印刷された活字を本や新聞等でみていますが、かつては、⼿書きで流れるような字体で書いてありまし
た。紙等の貴重なものに書かれた当時の⽂字を、現代の多くの⼈は何という字か読めないと思います。
この古⽂書を読めるというのは、特殊な能⼒であります。⼤学で専攻したり、研究会に参加してこの能
⼒を⾝に付けるようです。⾼校から上級学校に進学する際には、問われることのない能⼒です。しか
し、多くの⼈が読めない古⽂書を読み解くことができれば、歴史上の新たな発⾒をすることがありま
す。伊予⾼校には、古⽂書を読むことができ、歴史上の発⾒をしている先⽣がいます。（歴史学会や新
聞紙上を賑わすような⼤発⾒ではありませんが・・・。 でも、その道の通の⼈を唸らせます。）

古⽂書

現代語訳
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2015/12/18 【伊予⾼よもやま話】運動場が広い︕  | by:WebMaster

 伊予⾼校は、県下有数の広い校地を有しています。その⾯積は、47,528m2で、建物敷地が22,589m2、
屋外運動場は24,939m2です。⼤雑把にいえば、運動場は157m×157mぐらいの正⽅形です。運動場の南
側にハンドボールコート2⾯、テニスコート6⾯があり、その他の場所で野球部、ソフトボール部、ホッ
ケー部、サッカー部、陸上競技部が練習をしています。
 陸上競技部だけが練習をする場合であれば、運動場の東⻄に直線で100m⾛や110mハードル⾛のコー
スをとることができます。
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2015/12/16 【伊予⾼よもやま話】作兵衛さん  | by:WebMaster

 伊予⾼校は、松前町にある唯⼀の⾼等学校です。町内には義農神社があります。
 「作兵衛」さんをまつる神社で、「義農作兵衛」の呼び名でよく知られています。

 「作兵衛」さんは、享保の⼤飢饉※の際に、⼀⽃（18リットル）の⻨を種にすべき⻨として残すた
め、⾃分では⾷べないで餓死しました。この⻨種は後に、村⼈によって⼤切にまかれました。
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 明治時代になって、「作兵衛」さんの近隣の⼈たちにより神社が建⽴されることになりました。現
在、毎年、４⽉に義農祭が⾏われています。

※ 享保の⼤飢饉
 ⻄⽇本とくに瀬⼾内海沿岸が凶作であった飢饉。享保17（1732）年の夏、⻑く降り続い
た⾬と害⾍（うんか）による被害のため、⽶はほとんど収穫できず、⻨も少ししか収穫で
きませんでした。
 この飢饉を教訓に、時の将軍徳川吉宗は⽶以外の穀物の栽培を奨励しました。その中
で、⻘⽊昆陽らによるサツマイモの栽培の普及はよく知られています。

作兵衛さん

義農神社
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