
 

 

 

今月号は、普通科の３年生が作成しました。 

〇 インターンシップ       
11月９日～13日（工業科５日間 普通科３日間）の期間に本校

の２年生95名が各事業所に行き、就業体験を行いました。各学科

の数名にインタビューをしました。 

【インタビューした生徒の行った事業所】 

①ネッツトヨタ愛媛株式会社Ｊ.Ｓｐｏｔ宇和島                                        

②四国電力宇和島営業所   ③宇和島市役所 吉田支所 

〇頑張ったこと       〇後輩へのアドバイス 

・遅れずに行く       ・メモは必ずとる 

・相手の目を見て話を聞く   ・たくさん質問する 

・元気な声で挨拶する    ・失礼な言動をしない 

・積極的に仕事を手伝う   ・意思表示をきちんとする 

・言葉遣いに気を付ける    

〇担任の先生から見たインターンシップを行っている生徒 

 いつもより緊張をもって仕事ができており、学校では教えられ

ない細かな気遣いやコミュニケーション力が鍛えられている、普

段の学習だけでなく、このような就業体験を行うことは非常に大

切だと感じました。 

 

 

 

 

 

 

○ クラスマッチ             
12月８日にクラスマッチが行われました。種目はバスケットボ

ール、サッカー、バドミントンで、競技によっては他学年同士の

試合もありました。 

体育館では午前中にバドミントン、バスケットボールの予選が

行われました。サッカーは第１・２グラウンドで行われました。

バドミントンは３年女子水野・宇都宮ペア、３年男子松本・川邉

ペア、サッカーは１Ｇ１・２ＥＡ・３ＭＡ、バスケットボールは

女子３Ｇ２Ｂ、２ＭＡ、３Ｇが見事優勝を果たしました。特に、

３年生にとっては最後のクラスマッチとなったのでとても気合の

入ったいい試合となりました。お疲れさま！！！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 消費者教育講座       〇 人権・同和教育講演会                     〇 安全通学委員会発表       
12月４日(金) 

に、愛媛県消費 

生活センターの 

方に高校生向け 

消費者教育講座 

をリモートで開 

いていただきま 

した。若者の消 

費者被害、その 

解決方法について、詳しくお話を聞きました。例

えば、若者がターゲットになりやすい悪質商法に

は、キャッチセールス、ＳＮＳでの未納料金請求

などがありました。その詳しい内容についてクイ

ズ等を用いて考え、楽しく消費者教育講座を受け

ることができました。実際に私たちと同じ年代の

人が被害に遭っているということを学び、真剣に

考えるきっかけとなりました。 

同和問題について 

【君たちはどう考え、どう生きるか】 
先日、行なわれた講演会では「たんぽぽ読書

会」の３人に来ていただき、同和問題についてお

話を伺いました。江戸時代からの差別が今も続い

ていることや、間違った情報が流れていることを

知り、同和教育講演会で学んだ正しい知識を身に

付けて差別を減らしていきたいと思いました。講

演後は、

人権委員

と意見交

換を行い

人権につ

いての考

えを深め

ました。 

全校集会で発表を行いました。 

『大地の花束』という動画を見て、ヘル

メットを着用する重要性を学びました。事

故で命を失わないためにも日頃から交通マ

ナーを守り、自分の命は自分で守るという

意識を持って生活しましょう。愛媛県のヘ

ルメット着用条例が交通安全への祈りを込

めて制定されたことを忘れてはいけません。 

 

 

〇 検定         〇 校内コロナ対策                     〇 運転免許教習       
≪取得できる検定≫ 
漢字・英語・ニュース・数学検定 

電卓・そろばん検定（1級まで） 

パソコン：速度・文書・情報処理（１級まで） 

簿記（２級まで） 

危険物取扱者 

食物調理技術・保育検定 

その他各部活動での検定や審査 

≪メリット≫ 
履歴書に書ける 

勉強のきっかけになる 

 

 

本校で行われているコロナ対策を紹介し

ます。 

・マスクの着用 

・一定の距離を保つ 

・こまめな手洗いうがいや消毒 

・定期的な換気 

・規則正しい生活で免疫力up☝ 
自分がかからないためだけでなく、相手

を思いやることを心がけ、声を掛け合い対

策しよう‼ 

< 教 習 に 行 く 時 期 > 

１班は11月上旬から、２班は12月下旬から、

３班は２月下旬 他の学校よりも早い。 

<学科試験の例題>（〇✖問題） 

(1) 雨が降っていなければ 

ワイパーが故障していて 

も走行してよい。 

(2) 交差点の中を走行中に 

信号が青から黄色に変わ 

った場合、そのまま通行 

することができる。 

(3) 歩行者用の信号が赤であったが子供が急

に道路を横断してきたので、一時停止した 

(1)✖ (2)〇 (3)〇   
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〇 部活動特集                                

各部の戦績              部活動インタビュー                       
ハンドボール部 新人大会県ベスト８ 

一 回 戦 吉田25‐21松山商業（前半11‐9、後半14‐12） 

準々決勝 吉田19‐31新田（前半6‐15、後半13‐16）                              
男子バレーボール部 春高バレー県大会 県ベスト８ 

一 回 戦 吉田２－０松山中央（25-22、25-10） 

準々決勝 吉田０－２小松（16-25、14-25）   

卓球部 県新人大会県ベスト16 

一回戦 吉田3-1松山中央  二回戦 吉田1-3松山北 

ラグビー部 花園予選ベスト８ 

一回戦 松山商業・野村・吉田の合同チームで予選突破 

野球部 秋季県大会県ベスト８ 

各部員全員が日頃の練習の成果を十分に発揮し、粘り強く、

冷静沈着に試合に取り組めました。自分たちができることを考

え、そして挑む、果敢に立ち向かっていく選手たちは本当によ

く頑張りました。 

 

男子バレー部に直撃インタビュー！！！ 
主将にインタビュー 顧問にインタビュー 
Ｑ部員の人数は？  Ｑ部活動の雰囲気は？ 

Ａ25名       Ａ初心者が多く、皆向上心    
Ｑ平均身長は？    を持っている。 
Ａ約１６６㎝    Ｑ練習中に怒ったことは？ 

Ｑ練習メニューは？ Ａ怒ると叱るは違う。意思 
Ａパス→スリーマン  表示の声や挨拶、返事ができないときには注意する。 

→スパイク練習  Ｑ部活動を通して嬉しかったこと 

Ｑこれからの目標は？Ａそれまでにできなかったことができて成長が見えた時 
Ａベスト４に入って Ｑ春高バレーの感想 

四国大会出場   Ａ負けたけど収穫が多く練習してきたことが通用しやれ 

ばできることを見せることができた大会だった。 

ハンドボール部南予新人大会優勝 県新人大会出場 ベスト８!! ～県選抜予選出場～ 

南予新人が行われ、宇南を倒し県新人大会出場を決めた。県新人では、松商

に勝利しベスト８となり、12月22日にある県選抜予選への切符をつかんだ。 
岩城主将インタビュー 
Q．南予新人で優勝した時の気持ち 

A．３年ぶりに優勝できてうれしかった。県大会に行けて安心した。 
Q．南予新人で大変だったこと 
A．緊張しており、思ったようなプレーができず苦戦した。 

Q．これまでの練習を県新人で発揮できたか 
A．課題だったディフェンスを頑張った。また、練習を重ね 

たフォーメーションに取り組んだ。 

Q．県選抜への意気込み 
A．ディフェンスを強化して、最後まで諦めずに頑張りたい。 

 

〇 新企画                                  

吉高生の放課後ウォッチ        先生インタビュー➀      先生インタビュー②    
私たちは、これで上下関係を学んだ！！ 

３年生から乗り込む帰りのバス。テスト期間

は部活動が無い部が多

く普段の倍の人数にな

ります。乗り切れず、

次のバスを待つことは

もう恒例行事！！ 

～吉田の車窓から～ 

その日の天気によっ

て、毎日違う景色を見る

ことができる！ 

知永峠でバスの中から

見る海はすごく綺麗！ 

 

 

吉高の近くにある“ふじや”のソフトクリーム

はとても美味しい😊💖 

学校終わりに自分へのご褒美にいかかですか？ 

         安宅 理 校長先生 
         あたちゃん 昭和37年3月30日 

         担当教科 地歴公民科・日本史 

        趣味 吉田高校の歴史を調べる 

        好きな食べ物 唐揚げ♡ 

Ｑ 吉高のイメージと魅力は？ 

100年以上の長い歴史がある 

地域の人たちに大事にされている 

生徒のみんなが優しく、素直で元気！ 

Ｑ 好きな場所・時間は？ 

校内から見える桜（春）すごく綺麗！ 

緊張感のある朝の静かな学校 

部活をしている生徒を見る時間 

Ｑ 最後に一言 

大変なこともあるけれど必ずいいことがありま

す！３年生には、卒業しても吉高のことを応援し

ていてほしいし、大好きでいてほしいです。 

       増田 奈桜 先生 

         ますだ なお 

担当教科 地理歴史科 

          趣味 ドライブ、書道 

好きな食べ物 餃子    

Ｑ．吉高のイメージと魅力は？ 

Ａ．元気で明るくフレッシュ、普通科も工 

業科も両方ある 

Ｑ．吉高の好きな場所・時間は？ 

Ａ．正門の花壇・昼休みに生徒が賑やかな 

ところ 

Ｑ．最後に一言！ 

Ａ．いつまでも明るく元気に過ごしてくだ 

さい。 

 

〇 １・２学期を振り返って                          〇 編集後記(出版委員)  

 誰かにインタビューをしたり、記事にま

とめるのは初めてで難しかったです。今回

担当してみて、自分があまり知らなかった

部活動について、知ることができました。

また、この活動を通して、吉田高校全体の

ことをより多く知ることができて良かった

と思います。私たち３年生で作る吉高スマ

イル通信は最初で最後になりますが、これ

からも月に１回の発行を楽しみにしてくだ

さい。最後まで読んでいただきありがとう

ございました。 

       (出版委員 黒河、梶邑) 

 

「精神
こ こ ろ

を修め、知と技を練る吉田高校」 

愛 媛 県 立 吉 田 高 等 学 校  
〒799-3794 宇和島市吉田町北小路甲10番地 
TEL 0895-52-0565  FAX 0895-52-4616 
https://ehm-yoshida-h.esnet.ed.jp/   

体 育 祭 
応援の練習を一番頑張

り、応援の部で優勝を取る

ことができた。 

遠 足 
友達と周る動物園が新

鮮でとても楽しかった。 
終始修学旅行気分だった‼ 

文 化 祭 
クラスの出し物で劇を

し、練習時間が短かった中

でみんなと協力し、成功さ

せることができました。 


