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スーパー学業特待 学業特待 学業推薦

出願資格等

◆人物、学業成績共に優秀で
　あり、難関大学進学など目
　的意識が明確であること
◆以下の条件のうち、いずれ
　か１つを満たす者
　①学業成績が地区トップク
　　ラス
　②実用英語技能検定２級以
　　上および実用数学技能検
　　定２級以上を取得
※本校入学後は、特進Ⅰクラ
　スに在籍する

◆以下の条件のうち、いず
　れか１つを満たす者
　①人物、学業成績共に優
　　秀であり、国公立大学
　　進学など目的意識が明
　　確であること
　②実用英語技能検定準２
　　級以上および実用数学
　　技能検定３級以上を取得
※本校入学後は、特進Ⅰク
　ラスに在籍する

◆以下の条件のうち、いず
　れか１つを満たす者
　①人物、学業成績共に優
　　秀であり、大学進学な
　　ど目的意識が明確であ
　　ること
　②実用英語技能検定３級
　　以上および実用数学技
　　能検定３級以上を取得
※本校入学後は、特進Ⅰク
　ラスに在籍する

要　　件
◆平成３０年３月中学校を卒業見込みの者で、出身中学校長の推薦する者
◆合格した場合、入学を確約できる者

募集人員 若　干　名 若　干　名 ３０名程度

出願手続き

下記の書類を中学校ごとにまとめ、平成３０年１月２３日(火)、２４日(水)に提出
(１) 入学願書(受験料振込証明書を添付、または受験料を現金で)
(２) 志望の動機(本校指定の用紙・８００字以内)
(３) 英検、数検合格証の写し(スーパー学業特待・学業特待・推薦において取得級があ
　　 る場合)
(４) 推薦書
(５) 調査書(公立高校と同一書式、３年次２学期または前期までのもの)
 ※ (１)(２)(３)については本人作成、(４)(５)については中学校作成

受験日時
平成３０年２月３日(土)　受付：午前８時　試験開始：午前９時
　　　　　　　　　　　　場所：高山西高等学校

選抜方法 国語・数学・英語 (記述式各５０分 )、面接 (保護者同伴 )、調査書

合格内定及び

特待段階決定通知

平成３０年２月６日 (火 )　午前１０時
本校において、中学校長に「合格内定通知」を交付
合格内定者は平成３０年２月８日 (木 )　午後４時までに中学校長を経て「入学確約書」
を提出すること

学力検査

平成３０年２月１７日 (土 )
入学確約者全員に学力検査を実施
日時・場所・試験内容については一般入試と同様
合格発表日時、場所についても一般入試と同様

特　　典

◆特待生の一覧による（８ページ参照）
◆特典は特待合格内定者で、期日までに「入学確約書」を
　提出した者に限る
◆各特典において返済の義務はない
※特別の事情 (学業成績・生徒指導上の問題など )がない
　限り３年間保証する

注　　意

◆スーパー学業特待の段階（Ｓ）および学業特待の段階 (Ａ ,
　Ｂ ,Ｃ )については受験結果で判定
◆特待生入学試験に不合格となった場合は、推薦入学の受
　験生としての扱いをする
※特例として、スーパー学業特待の段階（Ｓ）、学業特待の
　段階（Ａ）でない場合の入学辞退を認める
※入学辞退ののち、一般入試再受験の場合は再出願が必要、
　ただし受験料は不要

◆推薦入試に合格した場
　合、辞退は認めない
◆推薦入学試験に不合格
　となった場合は、一般
　入試の受験生としての
　扱いをする
※その場合の受験料は不要

学業部門〈スーパー学業特待・学業特待・学業推薦〉
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スーパー学業特待 学業特待 学業推薦

受験料振込期間

・振込の場合

　平成３０年１月４日(木)から平成３０年１月１２日(金)まで

・現金納入の場合

　出願時まで

※受験料納入方法については各中学校の指示に従う

入学願書受付

平成３０年１月２３日(火)　午前９時から

平成３０年１月２４日(水)　午後４時まで

※飛騨地区外の中学校については、郵送にて提出 (１月２４日必着 )

特待・推薦入学試験 平成３０年２月３日(土)

合格内定通知

平成３０年２月６日(火)　午前１０時

本校において、中学校長に「合格内定通知」を交付

※飛騨地区外の中学校については、平成３０年２月６日(火)午前１０時以降発送

入学確約書提出
平成３０年２月８日(木)　午後４時までに中学校長を経て「入学確約書」を提出

※飛騨地区外の中学校については、郵送にて提出(平成３０年２月８日消印有効)

特推学力検査 平成３０年２月１７日(土)

合格発表

平成３０年２月２０日(火)　午後１時

本校において、中学校長に「合格証」を交付

※飛騨地区外の中学校については、平成３０年２月２０日(火)午後１時以降発送

一日入学

（入学手続き）

平成３０年３月８日(木)　午後１時

・保護者同伴の上、入学金を納入し、制服の採寸等入学準備を行う

・進路希望調査を実施し、クラス編成の参考とする

入　学　式

平成３０年４月９日(月)　午前９時

本校において行う

※必ず保護者同伴にて出席のこと
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特進Ⅱ特待 部活動特待 部活動推薦

出願資格等

◆勉強と部活動との両立に対
　する意識が高く、以下の条
　件のうち、いずれか１つを
　満たす者
　①人物、学業成績共に優秀
　　であり、国公立大学進学
　　など目的意識が明確であ
　　ること
　②実用英語技能検定準２級
　　以上および実用数学技能
　　検定３級以上を取得
※本校入学後は、特進Ⅱクラ
　スに在籍する

◆人物が優れ、次の種目に優
　れた技能を有し、本校部顧
　問が事前に勧誘した生徒
・吹奏楽(男女)
・剣道(男女)
・バスケットボール(男女)
・バドミントン（男女）
・卓球（男女）
・陸上（男女）
・ハンドボール(男子)
・硬式野球(男子)
・サッカー（男子）
・バレーボール（女子）
※本校入学後は、特進Ⅱクラ
　スまたは蛍雪クラスに在籍
　する

◆人物が優れ、次の種目に優
　れた技能を有すること
・吹奏楽(男女)
・剣道(男女)
・バスケットボール(男女)
・アーチェリー(男女)
・バドミントン(男女)
・陸上(男女)
・卓球(男女)
・ソフトテニス(男女)
・レスリング(男女)
・ハンドボール(男子)
・硬式野球(男子)
・サッカー(男子)
・バレーボール(女子)
※その他の部活動については
　中学校を通して問い合わせ
※本校入学後は、特進Ⅱクラス
　または蛍雪クラスに在籍する

要　　件
◆平成３０年３月中学校を卒業見込みの者で、出身中学校長の推薦する者
◆合格した場合、入学を確約できる者

募集人員 若干名 若干名 ３０名程度

出願手続き

下記の書類を中学校ごとにまとめ、平成３０年１月２３日(火)、２４日(水)に提出
(１)入学願書(受験料振込証明書を添付、または受験料を現金で)
(２)志望の動機(本校指定の用紙・８００字以内)
(３)英検、数検合格証の写し(特進Ⅱ特待において取得級がある場合)
(４)推薦書
(５)調査書(公立高校と同一書式、３年次２学期または前期までのもの)
 ※ (１)(２)(３)については本人作成、(４)(５)については中学校作成

受験日時
平成３０年２月３日(土)　受付：午前８時　試験開始：午前９時
　　　　　　　　　　　　場所：高山西高等学校

選抜方法

国語・数学・英語(記述式各
５０分)、面接(保護者同伴)、
調査書

５０分８００字以内の作文試験、面接（保護者同伴）、調査書
※３つのテーマのうち、どれか１つを当日示す
・将来の夢について
・中学校で身につけたこと
・高山西高等学校の生徒として、３年間をどのように過ご
　したいか。

合格内定及び

特待段階決定通知

平成３０年２月６日(火)　午前１０時
本校において、中学校長に「合格内定通知」を交付
合格内定者は平成３０年２月８日(木)　午後４時までに中学校長を経て「入学確約書」を
提出すること

学力検査

平成３０年２月１７日(土)
入学確約者全員に学力検査を実施
日時・場所・試験内容については一般入試と同様
合格発表日時、場所についても一般入試と同様

特　　典

◆特待生の一覧による（８ページ参照）
◆特典は特待合格内定者で、期日までに「入学確約書」を
　提出した者に限る
◆各特典において返済の義務はない
※特別の事情(学業成績・生徒指導上の問題など)がない限
　り３年間保証する

注　　意

◆特進Ⅱ特待の段階(Ａ,Ｂ,
　Ｃ )については受験結果で
　判定
◆特待生入学試験に不合格と
　なった場合は、推薦入学の
　受験生としての扱いをする
※特例として、特進Ⅱ特待の
　段階（Ａ）でない場合の入
　学辞退を認める
※入学辞退ののち、一般入試
　再受験の場合は再出願が必
　要、ただし受験料は不要

◆特待入試に合格した場合、
　辞退は認めない

◆推薦入試に合格した場合、
　辞退は認めない
◆推薦入学試験に不合格となっ
　た場合は、一般入試の受験
　生としての扱いをする
※その場合の受験料は不要
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特進Ⅱ特待 部活動特待 部活動推薦

受験料振込期間

・振込の場合

　平成３０年１月４日 (木 )から平成３０年１月１２日 (金 )まで

・現金納入の場合

　出願時まで

※受験料納入方法については各中学校の指示に従う

入学願書受付

平成３０年１月２３日(火)　午前９時から

平成３０年１月２４日(水)　午後４時まで

※飛騨地区外の中学校については、郵送にて提出 (１月２４日必着 )

特待・推薦入学試験 平成３０年２月３日 (土 )

合格内定通知

平成３０年２月６日 (火 )　午前１０時

本校において、中学校長に「合格内定通知」を交付

※飛騨地区外の中学校については、平成３０年２月６日(火)午前１０時以降発送

入学確約書提出
平成３０年２月８日(木)　午後４時までに中学校長を経て「入学確約書」を提出

※飛騨地区外の中学校については、郵送にて提出 ( 平成３０年２月８日消印有効 )

特推学力検査 平成３０年２月１７日 (土 )

合格発表

平成３０年２月２０日 (火 )　午後１時

本校において、中学校長に「合格証」を交付

※飛騨地区外の中学校については、平成３０年２月２０日(火)午後１時以降発送

一日入学

（入学手続き）

平成３０年３月８日 (木 )　午後１時

・保護者同伴の上、入学金を納入し、制服の採寸等入学準備を行う

・進路希望調査を実施し、クラス編成の参考とする

入　学　式

平成３０年４月９日 (月 )　午前９時

本校において行う

※必ず保護者同伴にて出席のこと
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専　　願 併　　願

出願資格等

◆平成３０年３月中学校卒業見込みの

　者および、過年度卒業した者で、本

　校を専願とする者

◆平成３０年３月中学校卒業見込みの

　者および、過年度卒業した者で、本

　校以外の高校も受験する者

募集人員 １５０名程度

出願手続き

下記の書類を中学校ごとにまとめ、平成３０年２月７日(水)、８日(木)に提出

(１) 入学願書(受験料振込証明書を添付、または受験料を現金で)

(２) 調査書(公立高校と同一書式、３年次２学期または前期までのもの)

 ※ (１)については本人作成、(２)については中学校作成

受験日時

平成３０年２月１７日(土)

受　　付：午前８時(体育館において)

試験開始：午前９時

試験会場：高山西高等学校または、中山中学校

　　　　　※試験会場は事前に中学校を通じて連絡

　　　　　※飛騨地区外の中学校は高山西高等学校

選抜方法 国語、理科、英語(リスニングを含む)、数学、社会(各教科マーク式　５０分)、調査書



9

専　　願 併　　願

受験料振込期間

・振込の場合

　平成３０年１月１７日(水)から平成３０年１月２６日(金)まで

・現金納入の場合

　出願時まで

※受験料納入方法については各中学校の指示に従う

入学願書受付

平成３０年２月７日(水)　午前９時から

平成３０年２月８日(木)　午後４時まで

※飛騨地区外の中学校については、郵送にて提出 (２月８日必着 )

一般入試 平成３０年２月１７日(土)

合格発表

平成３０年２月２０日(火)　午後１時

本校において、中学校長に「合格証」を交付

※飛騨地区外の中学校については、平成３０年２月２０日（火）午後１時以降発送

一日入学

（入学手続き）

平成３０年３月８日(木)午後１時

・保護者同伴の上、入学金を納入し、

　制服の採寸等入学準備を行う

・進路希望調査を実施し、クラス編成

　の参考とする

平成３０年３月１７日(土)午前９時

・保護者同伴の上、入学金を納入し、

　制服の採寸等入学準備を行う

・進路希望調査を実施し、クラス編成

　の参考とする

入　学　式

平成３０年４月９日(月)　午前９時

本校において行う

※必ず保護者同伴にて出席のこと
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種　　類 金　額（条件） 返済の義務 担　当

新谷育英資金(中学校にて申請)月額８，０００円 なし 奨学金担当者

岐阜県選奨生
月額３０，０００円または４７，０００円から選択 (自宅通学生 )

あり 奨学金担当者
月額３５，０００円または５２，０００円から選択 (下宿生 )

岐阜県子育て支援奨学金
第３子以降に入学支度金７５，０００円および月額３０，０００円 (自宅通学生 )

あり 奨学金担当者
第３子以降に入学支度金７５，０００円および月額３５，０００円 (下宿生 )

修学バックアップ貸付金
月額３０，０００円 (自宅通学生 )

あり 奨学金担当者
月額３５，０００円 (下宿生 )

交通遺児育英奨学金
入学一時金２０万円、４０万円、６０万円から選択および
月額２０，０００円または３０，０００円または４０，０００円から選択

あり 奨学金担当者

高山西高等学校奨学基金 月額上限２６，０００円 あり 事務部

高等学校等就学支援金（＊１）

年収 590 万円～ 910 万円程度　　月額上限　９，９００円

なし 事務部
年収 350 万円～ 590 万円程度　　月額上限１４，８５０円

年収 250 万円～ 350 万円程度　　月額上限１９，８００円

年収 250 万円未満程度　　      月額上限２４，７５０円

岐阜県高等学校等授業料
軽減補助金（＊２）

年収 350 万円～ 590 万円程度　　年額上限３４，２００円

なし 事務部年収 250 万円～ 350 万円程度　　年額上限５１，３００円

年収 250 万円未満程度　　      年額上限　９，０００円

校納金
（月額）

　　 両親合わせて 年収 910 万円
程度以上

年収 590 万円～
910 万円程度

年収 350 万円～
590 万円程度

年収 250 万円～
350 万円程度

年収 250 万円 
未満程度

授業料
授業料２６，０００円のところ、国からの就学支援金(＊１)・岐阜県からの授業料
軽減補助金支給(＊２)により

実質納付額 26,000 円 16,100 円 8,300 円 1,925 円 500 円

施設設備費・
冷暖房費

13,500 円 13,500 円 13,500 円 13,500 円 13,500 円

諸会費
(月額)

旅行積立・
育友会費等

9,800 円程度 9,800 円程度 9,800 円程度 9,800 円程度 9,800 円程度

※合計月額（＊３） 49,300 円程度 39,400 円程度 31,600 円程度 25,225 円程度 23,800 円程度

特待生に対する 

奨学金給付

スーパー学業特待生
入学時　１３０，０００円（一時金）  　

月額　３９，５００円を上限として給付

Ａ段階特待生 月額　２６，０００円を上限として給付

Ｂ段階特待生 月額　１３，０００円を上限として給付

Ｃ段階特待生 年額　５０，０００円の給付　　　　　
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実施時期 対象学年クラス 実　施　時　期 教　材　費

夏 休 み １年生特進Ⅰクラス　　　
７月下旬 （７日間） 約１，５００円

８月下旬 （７日間） 約１，５００円

２年生特進Ⅰクラス　　　　
３年生特進Ⅰ ・ 特進Ⅱクラス

８月中旬 （６日間） 約１，５００円

冬 休 み
１年生 ・ ２年生特進Ⅰクラス １２月下旬 （６日間） 約１，５００円

３年生特進Ⅰ ・ 特進Ⅱクラス １月上旬 （６日間） 約１，５００円

品　　　　目 男　子　金　額 女　子　金　額 備　　　　　　　考

制  　      服

６１，８５０円
＊全て購入の場合

７０，１５０円
＊全て購入の場合

　ブレザー
　ズボン （冬 ・ 夏）
　スカート （冬 ・ 夏） ・ タイツ
　カッターシャツ （長袖 ・ 半袖）
　ネクタイ ・ リボン ・ ベスト
　冬用コート

通　　 学　　 鞄 １０，３００円 １０，３００円 　本校指定のもの

革　　      靴 ７，５５０円 ６，５００円 　本校指定のもの

体　  操　　 服 １３，９５０円 １３，９５０円
　ジャージ上下 ・ ハーフパンツ
　半袖シャツ

体 育 館 シ ュ ー ズ ３，２００円 ３，２００円 　本校指定のもの

上 履 き ス リ ッ パ １，４００円 １，４００円 　本校指定のもの

教科書 ・ 副教材 約２７，０００円 約２７，０００円 ＊クラスや選択科目により若干金額が異なります

合　　　計 約１２６，０００円 約１３３，０００円

実施時期 対象学年クラス 実　施　時　期 費　用 ( 教材費 ・ 食費含む )

夏 休 み
２年生特進Ⅰクラス　　　　

３年生特進Ⅰ ・ 特進Ⅱクラス

７月下旬 （７日間） 約１７，０００円

８月下旬 （７日間） 約１７，０００円

１年生特進Ⅰクラス　　　 ８月中旬 （６日間） 約１７，０００円

冬 休 み ３年生特進Ⅰ ・ 特進Ⅱクラス １２月下旬 （６日間） 約１２，０００円

春 休 み １年生 ・ ２年生特進Ⅰクラス ３月下旬 （６日間） 約１７，０００円
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普　通　科

特進Ⅰクラス 特進Ⅱクラス 蛍雪クラス

クラス数 ２クラス (Ｆ・Ｇ ) ３クラス (Ｈ・Ｉ・Ｊ ) ２クラス (Ａ・Ｂ )

特　　色

◆国立大学・医学部・難関私立
　大学合格に向け、入試に対応
　できる力を徹底指導する
◆７・８限、放課後は補習授業・
　通信衛星授業を行う
◆長期休暇中は勉強合宿・補習
　授業を行う

◆文武両道を目標とし、学業と
　部活動の両立を図る
◆国公立・私立４年制大学、短
　期大学、看護医療系専門学校、
　公務員就職等を志望し、部活
　動においても活躍できる人材
　を育成する
◆７・８限、放課後は部活動を
　行う

◆就職、大学・短期大学・専門
　学校進学を志望し、実用英語・
　情報処理・茶道などの実践的
　な学業を通して、社会人とし
　てのあり方を育成する
◆７・８限、放課後は部活動を
　行う

卒業条件 実用英語技能検定３級以上 実用英語技能検定４級以上およ
び、その他の実務検定４級以上







一生懸命な生徒を大切にする「環境」が
あります。生徒の「なりたい！」という
思いに、どこまでも親身に寄りそう「教
師」がいます。共に笑い、涙し、時には本
気で叱り激励する、家族のような「愛
情」があります。そんな高山西高校の
「事実」は、部活動や進路において、確か
な実績となって毎年現れています。こ
れからの人生において、とても大切な
高校生活。３年間の差は、３年後にはっ
きりと現れる。イメージではなく、本当
に価値あるものを見極める目で、真剣
に高校を選ぶ。高山西高校は、生徒の夢
を最大限サポートし、その夢を実現す
ることを「高校の存在価値」だと考えて
います。この「事実」に裏打ちされた「夢
かなえる！」という確かなメッセージ。
キミの夢実現への第一歩が、高山西高
校にはあります。

検索高山西高等学校

「生徒」が自慢の学校です

お問合せ  〒506-0059 高山市下林町353番地  TEL 0577-32-2590　
　　　　  URL http://www.takanishi.ed.jp

キミの「夢」を聞かせてください

高山西高校で見つける新しい自分
その先にある「未来」の自分

◆ オープンスクール
　 　8月17日㈭・18日㈮　
◆ 一日体験入学
　 　10月21日㈯
◆ 特待・推薦入試
　 　2月3日㈯
◆ 一般入試
　 　2月17日㈯

に向き合ってきた
と
い
う
事
実

夢



文武両道の進学校として、生徒の

夢かなえる！を可    能にする4つの特徴夢かなえる！を可    能にする4つの特徴

「夢かなえる！」を全力で応援します！
Achieve fulfillment of your dream.

　生徒の目標に合わせ、全日制・普通科に３種類のクラス
を用意し、生徒一人一人が目標を確実に達成することがで
きる、「夢かなえる！」環境を整えています。

◎特進Ⅰクラス
　国公立大学・医歯薬系大学・難関私立大学進学を目指します。厳
しさを増す大学受験に対応し、精選されたカリキュラムとポイン
トを押さえた授業によって、塾に頼らなくても合格できる学力と

「夢かなえる力！」を身につけます。

◎特進Ⅱクラス
　大学進学と部活動の両立を目指します。精選されたカリキュラ
ムによる大学受験を見据えた授業と、熱い指導陣や仲間との熱の
こもった部活動によって、勉強と部活動の双方で目標を達成し、

「夢かなえる力！」を身につけます。

◎蛍雪クラス
　就職や短期大学・専門学校への進学を目指します。基礎・基本の
内容を重視したカリキュラムと、部活動や学校行事を通して、社会
人として必要な基礎学力や資質を身につけ、「夢かなえる力！」を
身につけます。

進路に応じたクラス分け
　社会に出たときに必要とされる基本的な英語力や情報
処理能力、職業観・人生観を身につけるプログラムを用意
しています。

◎アクティブ・ラーニング
　生徒の能動的な学習参加を取り入れたアクティブ・ラーニング
を積極的に導入しています。自分でテーマを設定し、調査・研究を
行う『探究飛騨』の授業や校内ディベート大会を実施することに
よって、生徒の問題解決能力を養成します。これから大きな変化
を迎える大学入試で求められる能力にも対応しています。

◎情報メディア教育
　本校のメディアルームや情報室には、生徒が使用できる数十台
のパソコンがあります。情報の授業はもちろん、学校行事や進路
研究などの際にも利用することができます。必要に応じて、どの
教室にもWi-Fi環境を作ることが可能です。

◎キャリア教育
　校内外の進路ガイダンスへの参加、「研修医と語る会」や「ふれ
あい看護体験」への参加、働く人の仕事観・人生観を学ぶ「親父ゼ
ミナール」の開催、企業実習（蛍雪）の実施、全国で活躍中の先輩と
語る会など、１年次から自分の将来を考える機会を提供します。

これからの社会で
必要とされる力の習得

　クラスメートとのコミュニケーションを深めつつ、協力
して学校行事を創り上げていく充実感を通して、どんな時
でも支え合う「仲間」を得ることができます。

　高山西高校には、環境ウォークや研修旅行など、たくさんの楽しい
学校行事がありますが、とくに盛り上がるのが６月の西高祭と９月
の体育祭です。各クラスが工夫を凝らして創り上げたパフォーマン
スを披露する西高祭。そして、３つの団が闘争心を前面に押し出し、
全力で戦う体育祭。この２つの学校行事では仲間のいろいろな面を
見ることもでき、仲間との絆が深まるきっかけにもなります。
　どの学校行事も、仲間と笑い合ったり励まし合ったりしながら創
り上げていくことで、忘れられない一生の思い出になります。

豊富な学校行事
　自国の文化への理解を深めるとともに、英語運用能力を
高め、海外の人々との交流を通して視野を広げる機会を設
けています。

◎英語教育
　英語検定取得に向けた対策、英語の実力試験であるG-TECや
TOＥＦＬの受験、英語スピーチコンテストへの参加、校内英語スピー
チコンテストの実施、英語ディベートへの取り組みなど、充実した
英語教育を行っています。

◎韓国研修旅行と海外語学研修・海外留学制度
　研修旅行を海外で行い、現地高校との交流を通して多様な価値観
を学び、グローバルな視野を身につけます。また、本校はInterna-
tional School of the Americas（アメリカ合衆国テキサス州）と
姉妹校提携を結び、約２週間の短期交換留学を行っています。英語
圏での１年間の留学も推奨しており、現地での単位取得を認めてい
るため、３年間で卒業に必要な単位を取得することも可能です。

グローバル教育

在校生からのコメント

３年Ｇ組
森下 凌太郎くん
松倉中学校出身

とにかく、
みんな本気で
一生懸命！！

◎ぎふグローバル人材育成モデル校に指定
　地元飛騨を探究し、世界に発信できる生徒を育成します。また、
2015年度、文科省よりスーパーグローバルハイスクール・アソ
シエイト校に指定されました。



文武両道の進学校として、生徒の

夢かなえる！を可    能にする4つの特徴夢かなえる！を可    能にする4つの特徴

「夢かなえる！」を全力で応援します！
Achieve fulfillment of your dream.

　生徒の目標に合わせ、全日制・普通科に３種類のクラス
を用意し、生徒一人一人が目標を確実に達成することがで
きる、「夢かなえる！」環境を整えています。

◎特進Ⅰクラス
　国公立大学・医歯薬系大学・難関私立大学進学を目指します。厳
しさを増す大学受験に対応し、精選されたカリキュラムとポイン
トを押さえた授業によって、塾に頼らなくても合格できる学力と

「夢かなえる力！」を身につけます。

◎特進Ⅱクラス
　大学進学と部活動の両立を目指します。精選されたカリキュラ
ムによる大学受験を見据えた授業と、熱い指導陣や仲間との熱の
こもった部活動によって、勉強と部活動の双方で目標を達成し、

「夢かなえる力！」を身につけます。

◎蛍雪クラス
　就職や短期大学・専門学校への進学を目指します。基礎・基本の
内容を重視したカリキュラムと、部活動や学校行事を通して、社会
人として必要な基礎学力や資質を身につけ、「夢かなえる力！」を
身につけます。

進路に応じたクラス分け
　社会に出たときに必要とされる基本的な英語力や情報
処理能力、職業観・人生観を身につけるプログラムを用意
しています。

◎アクティブ・ラーニング
　生徒の能動的な学習参加を取り入れたアクティブ・ラーニング
を積極的に導入しています。自分でテーマを設定し、調査・研究を
行う『探究飛騨』の授業や校内ディベート大会を実施することに
よって、生徒の問題解決能力を養成します。これから大きな変化
を迎える大学入試で求められる能力にも対応しています。

◎情報メディア教育
　本校のメディアルームや情報室には、生徒が使用できる数十台
のパソコンがあります。情報の授業はもちろん、学校行事や進路
研究などの際にも利用することができます。必要に応じて、どの
教室にもWi-Fi環境を作ることが可能です。

◎キャリア教育
　校内外の進路ガイダンスへの参加、「研修医と語る会」や「ふれ
あい看護体験」への参加、働く人の仕事観・人生観を学ぶ「親父ゼ
ミナール」の開催、企業実習（蛍雪）の実施、全国で活躍中の先輩と
語る会など、１年次から自分の将来を考える機会を提供します。

これからの社会で
必要とされる力の習得

　クラスメートとのコミュニケーションを深めつつ、協力
して学校行事を創り上げていく充実感を通して、どんな時
でも支え合う「仲間」を得ることができます。

　高山西高校には、環境ウォークや研修旅行など、たくさんの楽しい
学校行事がありますが、とくに盛り上がるのが６月の西高祭と９月
の体育祭です。各クラスが工夫を凝らして創り上げたパフォーマン
スを披露する西高祭。そして、３つの団が闘争心を前面に押し出し、
全力で戦う体育祭。この２つの学校行事では仲間のいろいろな面を
見ることもでき、仲間との絆が深まるきっかけにもなります。
　どの学校行事も、仲間と笑い合ったり励まし合ったりしながら創
り上げていくことで、忘れられない一生の思い出になります。

豊富な学校行事
　自国の文化への理解を深めるとともに、英語運用能力を
高め、海外の人々との交流を通して視野を広げる機会を設
けています。

◎英語教育
　英語検定取得に向けた対策、英語の実力試験であるG-TECや
TOＥＦＬの受験、英語スピーチコンテストへの参加、校内英語スピー
チコンテストの実施、英語ディベートへの取り組みなど、充実した
英語教育を行っています。

◎韓国研修旅行と海外語学研修・海外留学制度
　研修旅行を海外で行い、現地高校との交流を通して多様な価値観
を学び、グローバルな視野を身につけます。また、本校はInterna-
tional School of the Americas（アメリカ合衆国テキサス州）と
姉妹校提携を結び、約２週間の短期交換留学を行っています。英語
圏での１年間の留学も推奨しており、現地での単位取得を認めてい
るため、３年間で卒業に必要な単位を取得することも可能です。

グローバル教育

在校生からのコメント

３年Ｇ組
森下 凌太郎くん
松倉中学校出身

とにかく、
みんな本気で
一生懸命！！

◎ぎふグローバル人材育成モデル校に指定
　地元飛騨を探究し、世界に発信できる生徒を育成します。また、
2015年度、文科省よりスーパーグローバルハイスクール・アソ
シエイト校に指定されました。



手厚い進路指導に加え、熱意あふれる指導陣の分かりやすい
授業と徹底した個別指導、３年後の受験を見据えたカリキュ
ラム編成等によって大学受験を突破するために必要な学力
を養成します。キミの夢への挑戦が、入学と同時に始まるの
です。

通常授業以外にも、生徒の能力を伸ばすサポート体制が整え
られています。右記はその代表的なものです。

１時限９０分の進学補習で授業内容をさらに進展させ
ます。また、丁寧な指導で塾の分までしっかりと教えき
ります。

特進Ⅰクラスの生徒全員に貸与されるタブレットで、約
3000ものリクルートスタディサプリの講義動画を自由
に見ることができます。

長期休業中の特別進学補習や「国立乗鞍青少年交流の家」
での勉強合宿など、学習に専念できる環境を整えていま
す。意識の高い仲間と切磋琢磨することで、お互いの絆も
深まります。

テキサス州姉妹校での語学研修、英語スピーチコンテス
ト、英語ディベート、英検対策、各種ボランティア活動、各
クラスでのレクリエーションなど、生徒の興味・関心に応
じたさまざまな取り組みを行っています。

◎国公立四年制大学
・東京大学　　・京都大学　　・北海道大学　・東北大学
・名古屋大学　・大阪大学　　・九州大学　　・国際教養大学
・筑波大学　　・お茶の水女子大学　　　・首都大学東京　
・東京医科歯科大学　・東京外国語大学　・東京学芸大学
・東京工業大学　　　・東京農工大学　　・一橋大学
・横浜国立大学　　　・浜松医科大学　　・愛知教育大学
・名古屋工業大学　　・岐阜大学　　　　・岐阜県立看護大学
・岐阜薬科大学　　　・金沢大学　　　　・大阪外国語大学
・神戸大学　　　　　・防衛大学校　　　・防衛医科大学校　他
◎私立四年制大学
・早稲田大学　　・慶應義塾大学　・自治医科大学　・上智大学
・東京理科大学　・明治大学　　　・青山学院大学
・立教大学　　　・中央大学　　　・法政大学　　・学習院大学
・国際基督教大学　・東京女子医科大学　　・愛知医科大学
・南山大学　　　　・藤田保健衛生大学　　・関西学院大学
・関西大学　・同志社大学　・立命館大学　・京都薬科大学　他

特
進
Ⅰ
ク
ラ
ス
の
１
週
間（
例
）

※放課後・土曜日は補習

1
月

授　業（1時限　45分）

総合 スタディサプリ等
LHR

火 水 木 金

2
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これまでの主な合格先

● 放課後や土曜日に行われる進学補習

● タブレットを利用した講義動画の視聴

● 長期休業中の特別進学補習や勉強合宿

● 生徒の興味・関心に応える課外メニュー

入学と同時に始まる夢への「挑戦」

サポート体制

2017年春
名古屋大学（医・医）に１名、岐阜大学（医・医）に３名、
慶應義塾大学（医・医）にも１名が合格しました！

特進Ⅰクラス
Advanced ClassⅠ

国公立大学・医歯薬系大学・難関私立大学への合格を目指します。

名古屋大学医学部医学科
平成28年度 3年G組

安藤 大貴 さん
（日枝中学校出身）

　「ここでなら本気で勉学に励むことができる」と考え、私は高山
西高校への進学を決めました。勉学に打ち込む日々は充実したも
のでしたが、すべてが順調に進んだわけではありません。日々の努
力が結果に結びつかず、弱気になってしまうこともありました。しか
し、親身になって私の進路を考えてくださる担任の先生や励まし合
える仲間の存在のおかげで、最後まで自分の目標に向かって努力
することができました。西高校で努力した3年間があったからこそ、
名古屋大学医学部医学科に合格できたのだと実感しています。

“本気”で勉学に励むなら
特進Ⅰクラス

岐阜大学医学部医学科
平成28年度 3年G組

宇田 果乃子 さん
（松倉中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は、学習環境が整っているから
です。大学受験に対応した授業や進学補習が充実しているだけで
なく、乗鞍青少年交流の家での勉強合宿もあって、仲間と切磋琢
磨しながら学力を高めることが出来ました。もちろん大変なことも
ありましたが、手厚くサポートしてくださる先生や一緒に頑張る仲
間の存在に励まされ、最後まで自分の目標に向かって努力を積み
重ねた結果、第一志望の大学に合格することができました。この西
高校での3年間を自信に変え、理想の医師を目指して頑張ります！

充実の学習環境！
切磋琢磨できる
仲間！

岐阜大学医学部看護学科
平成28年度 3年F組

松岡 千智 さん
（松倉中学校出身）

　特進Ⅰクラスの生活は、決して楽とは言えませんが、先生方の指
導を素直に聞き、着実に実行していけば、一歩一歩確実に夢に近づ
いていくことができます。私は、西高校の授業を通して、分からな
かったことが分かるようになる楽しさ、努力した結果が成果となっ
て現れる喜びを体験しました。切磋琢磨し合える仲間に支えられ、
現状に満足せず、常に向上心を持って努力することの大切さも教
えてもらいました。自分の取り組み方次第で、険しい道も楽しく歩
いて行けるのだと気付くことができたのは西高校のおかげです。

分からなかったことが
分かるようになる
楽しさ

同志社大学経済学部経済学科
平成28年度 3年G組

水﨑 いろは さん
（丹生川中学校出身）

　高山西高校での自分の夢をかなえるための勉強は、私の高校生
活を人生の中で最も充実した3年間にしてくれました。入学当初、
私は文系科目が苦手で、理系に進む予定だったのですが、西高校
の先生方の授業は非常に面白く、とくに日本史と倫理に興味を持
つようになりました。おかげで将来の夢の選択肢も広がり、今では
経済に興味を持つようになりました。文理選択の際、親身になって
相談に乗ってくださった先生と両親には本当に感謝しています。
西高校は夢をかなえるだけでなく、夢を広げてくれる学校です！

自分の夢を広げてくれた
高山西高校の
授業

横浜国立大学経営学部経営学科
平成28年度 3年G組

上口 航生 さん
（古川中学校出身）

　特進Ⅰクラスというと、勉強ばかりしている真面目な人しかいな
いのではないかと思われがちですが、個性豊かな仲間がたくさん
います。僕は生徒会で文化委員長を二期経験し、西高祭の実行委
員長も務めさせていただきました。やり遂げた後の達成感は、言葉
では言い表せない特別なものでした。また、北海道への研修旅行
やアメリカ語学研修、外国人留学生のホームステイの受け入れな
ど、高山西高校でしかできないことを、たくさん経験させていただ
きました。これらの思い出は、僕にとってかけがえのない財産です。

個性豊かな仲間と過ごす
かけがえのない
3年間

早稲田大学教育学部教育学科
平成28年度 3年G組

川上 亮輔 さん
（日枝中学校出身）

　この3年間の高山西高校での生活は、非常に充実したものでし
た。それは、学業はもちろん、それ以外にも様々なことに挑戦する
ことができたからです。「探究飛騨」の活動や英語ディベート、生徒
会活動など、それぞれの活動から学ぶことはとても多く、これらの
経験を通して、この先の人生でも通用する自らの強みを磨くこと
ができたと思っています。私はこの3年間を通じて「無駄な努力な
ど何一つない」ということを知りました。生徒の努力を認め、支え
てくれる西高校の先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。

自分の強みを磨くことができる
内容豊かな
高校生活



手厚い進路指導に加え、熱意あふれる指導陣の分かりやすい
授業と徹底した個別指導、３年後の受験を見据えたカリキュ
ラム編成等によって大学受験を突破するために必要な学力
を養成します。キミの夢への挑戦が、入学と同時に始まるの
です。

通常授業以外にも、生徒の能力を伸ばすサポート体制が整え
られています。右記はその代表的なものです。

１時限９０分の進学補習で授業内容をさらに進展させ
ます。また、丁寧な指導で塾の分までしっかりと教えき
ります。

特進Ⅰクラスの生徒全員に貸与されるタブレットで、約
3000ものリクルートスタディサプリの講義動画を自由
に見ることができます。

長期休業中の特別進学補習や「国立乗鞍青少年交流の家」
での勉強合宿など、学習に専念できる環境を整えていま
す。意識の高い仲間と切磋琢磨することで、お互いの絆も
深まります。

テキサス州姉妹校での語学研修、英語スピーチコンテス
ト、英語ディベート、英検対策、各種ボランティア活動、各
クラスでのレクリエーションなど、生徒の興味・関心に応
じたさまざまな取り組みを行っています。

◎国公立四年制大学
・東京大学　　・京都大学　　・北海道大学　・東北大学
・名古屋大学　・大阪大学　　・九州大学　　・国際教養大学
・筑波大学　　・お茶の水女子大学　　　・首都大学東京　
・東京医科歯科大学　・東京外国語大学　・東京学芸大学
・東京工業大学　　　・東京農工大学　　・一橋大学
・横浜国立大学　　　・浜松医科大学　　・愛知教育大学
・名古屋工業大学　　・岐阜大学　　　　・岐阜県立看護大学
・岐阜薬科大学　　　・金沢大学　　　　・大阪外国語大学
・神戸大学　　　　　・防衛大学校　　　・防衛医科大学校　他
◎私立四年制大学
・早稲田大学　　・慶應義塾大学　・自治医科大学　・上智大学
・東京理科大学　・明治大学　　　・青山学院大学
・立教大学　　　・中央大学　　　・法政大学　　・学習院大学
・国際基督教大学　・東京女子医科大学　　・愛知医科大学
・南山大学　　　　・藤田保健衛生大学　　・関西学院大学
・関西大学　・同志社大学　・立命館大学　・京都薬科大学　他
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● 生徒の興味・関心に応える課外メニュー

入学と同時に始まる夢への「挑戦」
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名古屋大学（医・医）に１名、岐阜大学（医・医）に３名、
慶應義塾大学（医・医）にも１名が合格しました！

特進Ⅰクラス
Advanced ClassⅠ

国公立大学・医歯薬系大学・難関私立大学への合格を目指します。

名古屋大学医学部医学科
平成28年度 3年G組

安藤 大貴 さん
（日枝中学校出身）

　「ここでなら本気で勉学に励むことができる」と考え、私は高山
西高校への進学を決めました。勉学に打ち込む日々は充実したも
のでしたが、すべてが順調に進んだわけではありません。日々の努
力が結果に結びつかず、弱気になってしまうこともありました。しか
し、親身になって私の進路を考えてくださる担任の先生や励まし合
える仲間の存在のおかげで、最後まで自分の目標に向かって努力
することができました。西高校で努力した3年間があったからこそ、
名古屋大学医学部医学科に合格できたのだと実感しています。

“本気”で勉学に励むなら
特進Ⅰクラス

岐阜大学医学部医学科
平成28年度 3年G組

宇田 果乃子 さん
（松倉中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は、学習環境が整っているから
です。大学受験に対応した授業や進学補習が充実しているだけで
なく、乗鞍青少年交流の家での勉強合宿もあって、仲間と切磋琢
磨しながら学力を高めることが出来ました。もちろん大変なことも
ありましたが、手厚くサポートしてくださる先生や一緒に頑張る仲
間の存在に励まされ、最後まで自分の目標に向かって努力を積み
重ねた結果、第一志望の大学に合格することができました。この西
高校での3年間を自信に変え、理想の医師を目指して頑張ります！

充実の学習環境！
切磋琢磨できる
仲間！

岐阜大学医学部看護学科
平成28年度 3年F組

松岡 千智 さん
（松倉中学校出身）

　特進Ⅰクラスの生活は、決して楽とは言えませんが、先生方の指
導を素直に聞き、着実に実行していけば、一歩一歩確実に夢に近づ
いていくことができます。私は、西高校の授業を通して、分からな
かったことが分かるようになる楽しさ、努力した結果が成果となっ
て現れる喜びを体験しました。切磋琢磨し合える仲間に支えられ、
現状に満足せず、常に向上心を持って努力することの大切さも教
えてもらいました。自分の取り組み方次第で、険しい道も楽しく歩
いて行けるのだと気付くことができたのは西高校のおかげです。
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分かるようになる
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同志社大学経済学部経済学科
平成28年度 3年G組

水﨑 いろは さん
（丹生川中学校出身）

　高山西高校での自分の夢をかなえるための勉強は、私の高校生
活を人生の中で最も充実した3年間にしてくれました。入学当初、
私は文系科目が苦手で、理系に進む予定だったのですが、西高校
の先生方の授業は非常に面白く、とくに日本史と倫理に興味を持
つようになりました。おかげで将来の夢の選択肢も広がり、今では
経済に興味を持つようになりました。文理選択の際、親身になって
相談に乗ってくださった先生と両親には本当に感謝しています。
西高校は夢をかなえるだけでなく、夢を広げてくれる学校です！

自分の夢を広げてくれた
高山西高校の
授業

横浜国立大学経営学部経営学科
平成28年度 3年G組

上口 航生 さん
（古川中学校出身）

　特進Ⅰクラスというと、勉強ばかりしている真面目な人しかいな
いのではないかと思われがちですが、個性豊かな仲間がたくさん
います。僕は生徒会で文化委員長を二期経験し、西高祭の実行委
員長も務めさせていただきました。やり遂げた後の達成感は、言葉
では言い表せない特別なものでした。また、北海道への研修旅行
やアメリカ語学研修、外国人留学生のホームステイの受け入れな
ど、高山西高校でしかできないことを、たくさん経験させていただ
きました。これらの思い出は、僕にとってかけがえのない財産です。

個性豊かな仲間と過ごす
かけがえのない
3年間

早稲田大学教育学部教育学科
平成28年度 3年G組

川上 亮輔 さん
（日枝中学校出身）

　この3年間の高山西高校での生活は、非常に充実したものでし
た。それは、学業はもちろん、それ以外にも様々なことに挑戦する
ことができたからです。「探究飛騨」の活動や英語ディベート、生徒
会活動など、それぞれの活動から学ぶことはとても多く、これらの
経験を通して、この先の人生でも通用する自らの強みを磨くこと
ができたと思っています。私はこの3年間を通じて「無駄な努力な
ど何一つない」ということを知りました。生徒の努力を認め、支え
てくれる西高校の先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。

自分の強みを磨くことができる
内容豊かな
高校生活



授業においては、精選されたカリキュラムと個性豊かな指導
陣の分かりやすい授業があります。部活動においては、全国
大会を視野に入れ、高い目標をかかげて行われる中身の濃い
トレーニングがあります。こういった環境のなかで一生懸命
努力することで、夢をかなえる「力」と「自信」が育まれていき
ます。

部活動と勉強を両立する特進Ⅱクラスの生徒のために、高山
西高校ではさまざまなサポート体制を整えています。右記は
その代表的なものです。

「夢をかなえたい！」と頑張る生徒を応援するのはもち
ろん、「夢をみつけたい！」と悩む生徒も応援していま
す。進路ガイダンスをはじめ、多くのチャンスが用意さ
れています。

１時限９０分の進学補習により、進学に必要な内容を細
かく学んでいきます。また、徹底した個別指導で的確に学
力を伸ばすことができます。

大学進学を目指す3年生に貸与されるタブレットで、約
3000ものリクルートスタディサプリの講義動画を自由
に見ることができるため、効率よく受験に必要な学力を
身につけることができます。

諸検定の取得や公務員を志望する生徒向けの指導も行っ
ています。試験対策や面接指導などを行い、確かな合格力
を養うことで、毎年多くの先輩が合格を勝ち取ります。

● 自分の進路を模索できる充実したプログラム

● 部活動引退後すぐに進学補習を開始

● ３年次からタブレットで講義動画を視聴

● 諸検定・公務員試験対策

文武両道の生活が育む「力」と「自信」

サポート体制

部活動の中心メンバーとして活躍しながら大学進学など
幅広い進路を目指します。

富山大学人間発達科学部発達教育学科
平成28年度 3年J組

横山 耕太 さん
（丹生川中学校出身）

　特進Ⅱクラスには、夢をかなえるために努力している人がたくさ
んいます。夕方、部活が終わり、疲れて教室に戻ってくると、一生懸
命に勉強に取り組んでいる仲間の姿がありました。受験のときも、
進路の決まった仲間が、まだ決まっていない仲間を励まし、支える
姿がありました。また、進路や成績の悩みについて耳を傾けてくだ
さる先生方もいらっしゃいます。僕が孤独な受験期を乗り越えられ
たのは、担任の先生がずっと背中を押してくれたからです。夢を追
う生徒とそれを支える先生が集う場所。それが西高校です。

かなえたい夢がある！
認め合い
支え合う仲間

　入学して2～3ヵ月は、新しい環境に慣れるのに精一杯でしたが、
担任の先生や仲間の支えもあり、少しずつ日々の生活に手応えを
感じるようになりました。また、忙しい生活のおかげで、一日の時間
の使い方も上手くなりました。その結果、硬式野球部マネージャー
の仕事をきちんとこなしながら、授業内容を復習して理解を深め、
成績を上げることもできました。今、私が自分の夢をかなえるため
に頑張れているのは、この西高校の生活があったからだと思いま
す。西高校で学んだことを活かし、これからも頑張ります！

部活動と勉強の両立の“鍵”は
時間の使い方に
あり！

立命館大学文学部人文学科
平成28年度 3年I組

水橋 陽也 さん
（朝日中学校出身）

　硬式野球部の厳しい練習と大学進学の勉強の両立に取り組ん
できた私は、指導してくださる先生や応援してくれる家族、そして、
一緒に目標に向かって頑張る仲間に支えられてここまで来ました。
その過程で私が学んだことは、どんな困難も、それは自分がより
大きく成長するための通過点なのだということです。高山西高校
を選択し、この道を歩んできたことに、今の自分は誇りを持ってい
ます。この3年間があったからこそ、次のステージに自信を持って
進むことができる。この思いを胸に、これからも精進していきます！

自分の選択は正しかった！
3年間で得た
誇りと自信

日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科
平成28年度 3年J組

平田 菜々美 さん
（久々野中学校出身）

　「夢かなえる！」という言葉に惹かれ、高山西高校に入学した私は、
卓球で東海大会に出場するために、仲間と声を掛け合いながら頑
張ってきました。とくに、目標を達成するために最後まで頑張り抜く
大切さを学べたことは、自分を大きく成長させてくれたように思い
ます。また、部活動を引退した後から、看護大学の受験勉強を本格
的に始めたのですが、先生方の放課後補習や個別指導は本当に分
かりやすく、大学受験に必要な学力を効率よく身につけることがで
きました。本当に高山西高校を選んで良かったです！

部活動と勉強の夢を追い
選んで良かった
高山西高校

上越教育大学学校教育学部初等教育学科
平成28年度 3年J組

岩佐 康汰 さん
（古川中学校出身）

　僕の西高校での3年間は、部活動と勉強、そして生徒会活動の
3つがそのほとんどを占めていました。忙しい毎日ではありました
が、「国公立大学に合格して教師になる！」という夢をかなえるため
には必要な3年間だったと思います。なぜなら、この西高校での生
活が、学ぶことの面白さ、あきらめずに努力することの大切さ、周
囲のために頑張ることの尊さを僕に教えてくれたからです。高校
選択では悩みましたが、大学合格発表の日、自分の受験番号を見
つけた瞬間、自分の選択は間違っていなかったと確信しました。

忙しい毎日はやがて
夢をかなえる
力に変わる

岐阜県警察 警察官B
平成28年度 3年J組

下畑 京香 さん
（松倉中学校出身）

　私には、中学2年生の頃から「警察官になりたい」という夢が
あったので、その夢をかなえるために高山西高校に入学しました。
部活動ではアーチェリー部に所属しましたが、警察官になるために
小学校から習っている柔道も続けました。忙しい日々ではありまし
たが、公務員補習では、たくさんの先生方が理解できるまで丁寧
に教えてくださり、着実に力をつけていくことができました。同じ
ように頑張っている仲間やいつも応援してくれる家族にも支えら
れ、私は岐阜県警察に合格することができたのだと思います。

公務員補習も充実！
生徒の夢かなえる
環境
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１
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間（
例
）

※放課後・土曜日は部活動
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授　業（1時限　45分）

総合 活 動部
LHR

火 水 木 金

2
3
4
5
6
7
8

08：45

16：50

特進Ⅱクラス
Advanced ClassⅡ

◎国公立四年制大学
・京都大学　・大阪大学　　　・北海道大学　　・山形大学
・筑波大学　・首都大学東京　・横浜国立大学　・山梨大学
・信州大学　・新潟大学　　　・上越教育大学　・富山大学
・金沢大学　・岐阜大学　　　・愛知教育大学　・愛知県立大学
・愛知県立芸術大学　・名古屋工業大学　・滋賀大学
・京都教育大学　　　・大阪教育大学　　・神戸市外国語大学
・防衛大学校　　　　・防衛医科大学校　他
◎私立四年制大学
・早稲田大学　・東京理科大学　・明治大学　・青山学院大学
・中央大学　　・法政大学　　　・駒沢大学　・北里大学
・成蹊大学　　・芝浦工業大学　・津田塾大学　・日本体育大学
・國學院大学　・愛知学院大学　・日本赤十字豊田看護大学
・日本福祉大学　　・藤田保健衛生大学　・岐阜聖徳学園大学
・京都外国語大学　・関西外語大学　　　・関西大学
・立命館大学　・龍谷大学　・京都女子大学　・近畿大学　他
◎その他
・税務大学校　・愛知県職員・　岐阜県職員　・岐阜県警
・財務省　・警視庁　・東京消防庁
・ＪＡ飛騨厚生連看護専門学校　・下呂看護専門学校　他

これまでの主な合格先

上越教育大学学校教育学部初等教育学科
平成28年度 3年J組

小瀬 結菜 さん
（中山中学校出身）



授業においては、精選されたカリキュラムと個性豊かな指導
陣の分かりやすい授業があります。部活動においては、全国
大会を視野に入れ、高い目標をかかげて行われる中身の濃い
トレーニングがあります。こういった環境のなかで一生懸命
努力することで、夢をかなえる「力」と「自信」が育まれていき
ます。

部活動と勉強を両立する特進Ⅱクラスの生徒のために、高山
西高校ではさまざまなサポート体制を整えています。右記は
その代表的なものです。

「夢をかなえたい！」と頑張る生徒を応援するのはもち
ろん、「夢をみつけたい！」と悩む生徒も応援していま
す。進路ガイダンスをはじめ、多くのチャンスが用意さ
れています。

１時限９０分の進学補習により、進学に必要な内容を細
かく学んでいきます。また、徹底した個別指導で的確に学
力を伸ばすことができます。

大学進学を目指す3年生に貸与されるタブレットで、約
3000ものリクルートスタディサプリの講義動画を自由
に見ることができるため、効率よく受験に必要な学力を
身につけることができます。

諸検定の取得や公務員を志望する生徒向けの指導も行っ
ています。試験対策や面接指導などを行い、確かな合格力
を養うことで、毎年多くの先輩が合格を勝ち取ります。

● 自分の進路を模索できる充実したプログラム

● 部活動引退後すぐに進学補習を開始

● ３年次からタブレットで講義動画を視聴

● 諸検定・公務員試験対策

文武両道の生活が育む「力」と「自信」

サポート体制

部活動の中心メンバーとして活躍しながら大学進学など
幅広い進路を目指します。

富山大学人間発達科学部発達教育学科
平成28年度 3年J組

横山 耕太 さん
（丹生川中学校出身）

　特進Ⅱクラスには、夢をかなえるために努力している人がたくさ
んいます。夕方、部活が終わり、疲れて教室に戻ってくると、一生懸
命に勉強に取り組んでいる仲間の姿がありました。受験のときも、
進路の決まった仲間が、まだ決まっていない仲間を励まし、支える
姿がありました。また、進路や成績の悩みについて耳を傾けてくだ
さる先生方もいらっしゃいます。僕が孤独な受験期を乗り越えられ
たのは、担任の先生がずっと背中を押してくれたからです。夢を追
う生徒とそれを支える先生が集う場所。それが西高校です。

かなえたい夢がある！
認め合い
支え合う仲間

　入学して2～3ヵ月は、新しい環境に慣れるのに精一杯でしたが、
担任の先生や仲間の支えもあり、少しずつ日々の生活に手応えを
感じるようになりました。また、忙しい生活のおかげで、一日の時間
の使い方も上手くなりました。その結果、硬式野球部マネージャー
の仕事をきちんとこなしながら、授業内容を復習して理解を深め、
成績を上げることもできました。今、私が自分の夢をかなえるため
に頑張れているのは、この西高校の生活があったからだと思いま
す。西高校で学んだことを活かし、これからも頑張ります！

部活動と勉強の両立の“鍵”は
時間の使い方に
あり！

立命館大学文学部人文学科
平成28年度 3年I組

水橋 陽也 さん
（朝日中学校出身）

　硬式野球部の厳しい練習と大学進学の勉強の両立に取り組ん
できた私は、指導してくださる先生や応援してくれる家族、そして、
一緒に目標に向かって頑張る仲間に支えられてここまで来ました。
その過程で私が学んだことは、どんな困難も、それは自分がより
大きく成長するための通過点なのだということです。高山西高校
を選択し、この道を歩んできたことに、今の自分は誇りを持ってい
ます。この3年間があったからこそ、次のステージに自信を持って
進むことができる。この思いを胸に、これからも精進していきます！

自分の選択は正しかった！
3年間で得た
誇りと自信

日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科
平成28年度 3年J組

平田 菜々美 さん
（久々野中学校出身）

　「夢かなえる！」という言葉に惹かれ、高山西高校に入学した私は、
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かりやすく、大学受験に必要な学力を効率よく身につけることがで
きました。本当に高山西高校を選んで良かったです！
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（古川中学校出身）

　僕の西高校での3年間は、部活動と勉強、そして生徒会活動の
3つがそのほとんどを占めていました。忙しい毎日ではありました
が、「国公立大学に合格して教師になる！」という夢をかなえるため
には必要な3年間だったと思います。なぜなら、この西高校での生
活が、学ぶことの面白さ、あきらめずに努力することの大切さ、周
囲のために頑張ることの尊さを僕に教えてくれたからです。高校
選択では悩みましたが、大学合格発表の日、自分の受験番号を見
つけた瞬間、自分の選択は間違っていなかったと確信しました。

忙しい毎日はやがて
夢をかなえる
力に変わる

岐阜県警察 警察官B
平成28年度 3年J組

下畑 京香 さん
（松倉中学校出身）

　私には、中学2年生の頃から「警察官になりたい」という夢が
あったので、その夢をかなえるために高山西高校に入学しました。
部活動ではアーチェリー部に所属しましたが、警察官になるために
小学校から習っている柔道も続けました。忙しい日々ではありまし
たが、公務員補習では、たくさんの先生方が理解できるまで丁寧
に教えてくださり、着実に力をつけていくことができました。同じ
ように頑張っている仲間やいつも応援してくれる家族にも支えら
れ、私は岐阜県警察に合格することができたのだと思います。
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・愛知県立芸術大学　・名古屋工業大学　・滋賀大学
・京都教育大学　　　・大阪教育大学　　・神戸市外国語大学
・防衛大学校　　　　・防衛医科大学校　他
◎私立四年制大学
・早稲田大学　・東京理科大学　・明治大学　・青山学院大学
・中央大学　　・法政大学　　　・駒沢大学　・北里大学
・成蹊大学　　・芝浦工業大学　・津田塾大学　・日本体育大学
・國學院大学　・愛知学院大学　・日本赤十字豊田看護大学
・日本福祉大学　　・藤田保健衛生大学　・岐阜聖徳学園大学
・京都外国語大学　・関西外語大学　　　・関西大学
・立命館大学　・龍谷大学　・京都女子大学　・近畿大学　他
◎その他
・税務大学校　・愛知県職員・　岐阜県職員　・岐阜県警
・財務省　・警視庁　・東京消防庁
・ＪＡ飛騨厚生連看護専門学校　・下呂看護専門学校　他

これまでの主な合格先

上越教育大学学校教育学部初等教育学科
平成28年度 3年J組

小瀬 結菜 さん
（中山中学校出身）



全国を目指す部活動の中心となって活躍するとともに、学校
行事の主役として学校全体を盛り上げます。そういった活動
の中で得られる行動力や忍耐力、コミュニケーション能力、
そして、頑張るときはとことん頑張る、楽しむときは思いき
り楽しむといった規律ある高校生活の中で身につけた生活
態度が、社会人としての「資質」や夢を実現する力を創り出し
ていきます。

社会で求められる人材となり、自らの夢を実現していくため
の力を身につけるために、高山西高校では以下のようなサ
ポート体制を整えています。右記はその代表的なものです。

社会で必要とされる確かな基礎学力を身につける授業
を行っています。中学校の範囲の学び直し、英検や情報
処理検定などの諸検定取得対策や公務員試験対策も
行っています。

1年生で企業見学、２年生で企業実習を行います。地元の
企業で実際に働くことを通して、自分の適性を知り、職業
観や人生観を考える機会を設けています。

本校の指導陣が行う面接練習の他に、地元企業の人事担
当者の方々による面接練習を行っています。人事担当者
の方々に直接指導してもらうことで、より実戦的に就職
試験にむけての「合格力」を養います。多くの先輩が内定
を勝ち取っています。

現代の情報社会に必要なスキル習得のため、情報処理や
ネットワークの授業を導入しています。また、茶道を通し
て社会人としてのマナーを学びます。

● 基礎力重視の授業と諸検定・公務員試験対策

● 企業実習（インターンシップ）

● 就職試験を想定した面接練習

● 情報処理・ネットワーク・茶道の授業を導入

高校生活で身につける社会人としての「資質」

サポート体制

部活動の中心メンバーとして活躍しながら就職や大学・
専門学校への進学を目指す。

中部労災看護専門学校看護学科
平成28年度 3年B組

山下 裕弓 さん
（中山中学校出身）

　高山西高校に入学したとき、私は高校卒業と同時に就職しよう
と考えていました。しかし、高校2年生のときに「看護師になりた
い」という夢ができ、看護の専門学校を目指すようになりました。
途中で進路を変えたので、最初はとても不安でしたが、担任の先
生がいろいろ相談に乗ってくださったり、各教科の先生方が受験
に必要なことを丁寧に教えてくださったりしたおかげで、無事に合
格を勝ち取り、夢への第一歩を踏み出すことができました。指導し
てくださった先生や励まし合った仲間に心から感謝しています。

私の進路相談に対して
真剣に向き合って
くれた先生

飛騨信用組合
平成28年度 3年A組

下嶌 和美 さん
（中山中学校出身）

　私は中学の頃、勉強に対して自信がありませんでした。しかし、
西高校で一生懸命に取り組んだ結果、3年間クラス上位の成績を
保つことができました。また、書道部でも先生のアドバイスを参考
にしながら真面目に取り組んだ結果、3年生では奨励賞や市長賞と
いった賞をいただけるようになりました。これらのことから、私は一
生懸命に取り組むことの大切さを学び、支えてくださる方々への感
謝の気持ちが深まったように思います。これからも西高校で得たこ
とを忘れず、今度は私が周囲の支えとなれるように頑張ります！

一生懸命に取り組むことで
発見できた
自分の可能性

有限会社 飛騨亭 花扇
平成28年度 3年B組

長澤 小春 さん
（松倉中学校出身）

　「西高校のウインドアンサンブル部で演奏がしたい」という思い
で入学した私は、3年間、部活動と勉強に明け暮れる毎日を過ごし
ました。そこにはお互いに高め合える仲間や熱心に指導してくだ
さる先生がいて、毎日学ぶことがあり、いつも新鮮な気持ちで生
活することができました。忙しい毎日ではありましたが、この充実
した日々があったからこそ自分は大きく成長することができ、納得
のいく進路を見つけられたのだと思います。最後まで見届けてく
れた先生に感謝しています。西高校に入って本当に良かったです。

お互いに高め合える仲間と
熱心に指導して
くださる先生

柏木工株式会社
平成28年度 3年A組

重山 諒太 さん
（古川中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は、バスケットボールに打ち込
みたかったからです。目標は、レギュラーを勝ち取り、県でベスト4
以上になること。そのために3年間、全力で取り組んできました。
苦しいときもありましたが、そんなときは一緒に頑張る仲間の姿
に何度も支えられました。仲間だけではありません。先生のご指導
や家族の励ましのおかげで、私は大きく成長できたように思いま
す。春からは社会人として働くことになりますが、これまで学んで
きたことを生かし、充実した日々を送りたいと思います。

夢に向かって努力した日々が
社会に出る
自分の基礎となる

日本郵便株式会社 東海支社
平成28年度 3年B組

早瀨 翼 さん
（日枝中学校出身）

 私はハンドボール部に所属し、全国大会出場を目指して努力して
きました。チーム一丸となって毎日練習し、たくさん遠征にも行か
せていただきました。最後の大会は悔しい結果に終わりましたが、
多くの人々に支えられてハンドボールを続けてこられたことに心
から感謝しています。また、就職試験の際は、先生方にお世話にな
りました。履歴書の書き方から面接でのマナーまで丁寧にご指導
くださったおかげで、希望していた企業に就職することができまし
た。自分が支えられていることを深く感じた3年間でした。

夢を追いかけた3年間
支えてくれた
人々に感謝！

愛知学院大学経済学部経済学科
平成28年度 3年A組

岩倉 大貴 さん
（東山中学校出身）

　高山西高校での3年間、私が大切にしてきたのが「文武両道」で
す。所属していたサッカー部では、自分の技術を向上させるため、
練習から手を抜くことなく取り組み、勉強においても毎回の授業の
復習はもちろん、定期テストに全力で取り組みました。その結果、
想像以上に成績が向上し、私は大学に進学することができました。
私の小論文を何度も添削してくださった先生には本当に感謝して
います。大学に合格できたことを自分の新たなスタートだと思い、
これからは今まで以上に頑張ります！ありがとうございました！

文武両道の生活を通して
勝ち取った
大学進学の夢

蛍雪クラス
Dil igent Study Class

主な就職先
・株式会社ひだホテルプラザ　・株式会社挾土組　
・株式会社神岡セラミック　　・東罐高山株式会社
・平和メディック株式会社　　・株式会社丸杉　・柏木工株式会社
・医療法人社団　共寿会　　　・有限会社　飛騨亭　花扇
・株式会社長瀬土建　　・株式会社打江精機　　・高山米穀協業組合
・濃飛乗合自動車株式会社　・飛騨信用組合　　・飛騨農業協同組合
・社会福祉法人　恵雄会　こころの丘高山
・株式会社高山グリーンホテル　・社会福祉法人　岐阜県福祉事業団
・ピュア高山株式会社　清水屋高山店
・医療法人社団　以仁会　加藤医院　・桜山八幡宮　・カラーズラボ
・日本レジボン株式会社　生産本部　・名古屋鉄道株式会社
・日本郵便株式会社　東海支社　・岐阜車体工業株式会社
・東海旅客鉄道株式会社　東海鉄道事業本部
・株式会社トーエネック　岐阜支店　・大のや醸造
・めいほう高原開発株式会社

［平成28年度］ 就職内定率100％
求人件数 一般就職希望者１名につき 12.7件
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※近年は、四年制大学や短期大学、専門学校（医療・福祉・保育・美容・
　調理など）に進学する生徒も増えています！



全国を目指す部活動の中心となって活躍するとともに、学校
行事の主役として学校全体を盛り上げます。そういった活動
の中で得られる行動力や忍耐力、コミュニケーション能力、
そして、頑張るときはとことん頑張る、楽しむときは思いき
り楽しむといった規律ある高校生活の中で身につけた生活
態度が、社会人としての「資質」や夢を実現する力を創り出し
ていきます。

社会で求められる人材となり、自らの夢を実現していくため
の力を身につけるために、高山西高校では以下のようなサ
ポート体制を整えています。右記はその代表的なものです。

社会で必要とされる確かな基礎学力を身につける授業
を行っています。中学校の範囲の学び直し、英検や情報
処理検定などの諸検定取得対策や公務員試験対策も
行っています。

1年生で企業見学、２年生で企業実習を行います。地元の
企業で実際に働くことを通して、自分の適性を知り、職業
観や人生観を考える機会を設けています。

本校の指導陣が行う面接練習の他に、地元企業の人事担
当者の方々による面接練習を行っています。人事担当者
の方々に直接指導してもらうことで、より実戦的に就職
試験にむけての「合格力」を養います。多くの先輩が内定
を勝ち取っています。

現代の情報社会に必要なスキル習得のため、情報処理や
ネットワークの授業を導入しています。また、茶道を通し
て社会人としてのマナーを学びます。

● 基礎力重視の授業と諸検定・公務員試験対策

● 企業実習（インターンシップ）

● 就職試験を想定した面接練習

● 情報処理・ネットワーク・茶道の授業を導入

高校生活で身につける社会人としての「資質」

サポート体制

部活動の中心メンバーとして活躍しながら就職や大学・
専門学校への進学を目指す。

中部労災看護専門学校看護学科
平成28年度 3年B組

山下 裕弓 さん
（中山中学校出身）

　高山西高校に入学したとき、私は高校卒業と同時に就職しよう
と考えていました。しかし、高校2年生のときに「看護師になりた
い」という夢ができ、看護の専門学校を目指すようになりました。
途中で進路を変えたので、最初はとても不安でしたが、担任の先
生がいろいろ相談に乗ってくださったり、各教科の先生方が受験
に必要なことを丁寧に教えてくださったりしたおかげで、無事に合
格を勝ち取り、夢への第一歩を踏み出すことができました。指導し
てくださった先生や励まし合った仲間に心から感謝しています。

私の進路相談に対して
真剣に向き合って
くれた先生

飛騨信用組合
平成28年度 3年A組

下嶌 和美 さん
（中山中学校出身）

　私は中学の頃、勉強に対して自信がありませんでした。しかし、
西高校で一生懸命に取り組んだ結果、3年間クラス上位の成績を
保つことができました。また、書道部でも先生のアドバイスを参考
にしながら真面目に取り組んだ結果、3年生では奨励賞や市長賞と
いった賞をいただけるようになりました。これらのことから、私は一
生懸命に取り組むことの大切さを学び、支えてくださる方々への感
謝の気持ちが深まったように思います。これからも西高校で得たこ
とを忘れず、今度は私が周囲の支えとなれるように頑張ります！

一生懸命に取り組むことで
発見できた
自分の可能性

有限会社 飛騨亭 花扇
平成28年度 3年B組

長澤 小春 さん
（松倉中学校出身）

　「西高校のウインドアンサンブル部で演奏がしたい」という思い
で入学した私は、3年間、部活動と勉強に明け暮れる毎日を過ごし
ました。そこにはお互いに高め合える仲間や熱心に指導してくだ
さる先生がいて、毎日学ぶことがあり、いつも新鮮な気持ちで生
活することができました。忙しい毎日ではありましたが、この充実
した日々があったからこそ自分は大きく成長することができ、納得
のいく進路を見つけられたのだと思います。最後まで見届けてく
れた先生に感謝しています。西高校に入って本当に良かったです。

お互いに高め合える仲間と
熱心に指導して
くださる先生

柏木工株式会社
平成28年度 3年A組

重山 諒太 さん
（古川中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は、バスケットボールに打ち込
みたかったからです。目標は、レギュラーを勝ち取り、県でベスト4
以上になること。そのために3年間、全力で取り組んできました。
苦しいときもありましたが、そんなときは一緒に頑張る仲間の姿
に何度も支えられました。仲間だけではありません。先生のご指導
や家族の励ましのおかげで、私は大きく成長できたように思いま
す。春からは社会人として働くことになりますが、これまで学んで
きたことを生かし、充実した日々を送りたいと思います。

夢に向かって努力した日々が
社会に出る
自分の基礎となる

日本郵便株式会社 東海支社
平成28年度 3年B組

早瀨 翼 さん
（日枝中学校出身）

 私はハンドボール部に所属し、全国大会出場を目指して努力して
きました。チーム一丸となって毎日練習し、たくさん遠征にも行か
せていただきました。最後の大会は悔しい結果に終わりましたが、
多くの人々に支えられてハンドボールを続けてこられたことに心
から感謝しています。また、就職試験の際は、先生方にお世話にな
りました。履歴書の書き方から面接でのマナーまで丁寧にご指導
くださったおかげで、希望していた企業に就職することができまし
た。自分が支えられていることを深く感じた3年間でした。

夢を追いかけた3年間
支えてくれた
人々に感謝！

愛知学院大学経済学部経済学科
平成28年度 3年A組

岩倉 大貴 さん
（東山中学校出身）

　高山西高校での3年間、私が大切にしてきたのが「文武両道」で
す。所属していたサッカー部では、自分の技術を向上させるため、
練習から手を抜くことなく取り組み、勉強においても毎回の授業の
復習はもちろん、定期テストに全力で取り組みました。その結果、
想像以上に成績が向上し、私は大学に進学することができました。
私の小論文を何度も添削してくださった先生には本当に感謝して
います。大学に合格できたことを自分の新たなスタートだと思い、
これからは今まで以上に頑張ります！ありがとうございました！

文武両道の生活を通して
勝ち取った
大学進学の夢

蛍雪クラス
Dil igent Study Class

主な就職先
・株式会社ひだホテルプラザ　・株式会社挾土組　
・株式会社神岡セラミック　　・東罐高山株式会社
・平和メディック株式会社　　・株式会社丸杉　・柏木工株式会社
・医療法人社団　共寿会　　　・有限会社　飛騨亭　花扇
・株式会社長瀬土建　　・株式会社打江精機　　・高山米穀協業組合
・濃飛乗合自動車株式会社　・飛騨信用組合　　・飛騨農業協同組合
・社会福祉法人　恵雄会　こころの丘高山
・株式会社高山グリーンホテル　・社会福祉法人　岐阜県福祉事業団
・ピュア高山株式会社　清水屋高山店
・医療法人社団　以仁会　加藤医院　・桜山八幡宮　・カラーズラボ
・日本レジボン株式会社　生産本部　・名古屋鉄道株式会社
・日本郵便株式会社　東海支社　・岐阜車体工業株式会社
・東海旅客鉄道株式会社　東海鉄道事業本部
・株式会社トーエネック　岐阜支店　・大のや醸造
・めいほう高原開発株式会社

［平成28年度］ 就職内定率100％
求人件数 一般就職希望者１名につき 12.7件
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※近年は、四年制大学や短期大学、専門学校（医療・福祉・保育・美容・
　調理など）に進学する生徒も増えています！



　今、大学入試が大きく変わろうとしています。「大学入試セン
ター試験」が「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」になるだ
けでなく、今後は各大学の個別学力検査も変わっていくと予想
されます。
　では、そこで求められている学力とはいったい何なのでしょ
うか？それは、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資
質や能力です。そして、それらの資質や能力を養うための学習
法の1つが、このアクティブ・ラーニングです。

　今年度、本校では、従来のサテライン授業の代わりに、タブ
レットで視聴する講義動画（リクルートスタディサプリ）を導入し
ました。タブレットが貸与された特進クラスの受験生たちは、約
3000もの講義動画を自由に視聴することができます。そのた
め、「合格を勝ち取るためには何
が必要か」を自ら考えるようにな
ります。また、学校ではもちろん、
自宅でも視聴できるため、自分
の勉強スタイルに合わせて使用
することができます。

　本校では、20年来ディベートに力を入れており、毎年、校内
ディベート大会を実施しています。とくに、特進Ⅰクラスは英語
ディベートに取り組んでおり、昨年度も岐阜県で優勝して全国

高校生英語ディベート大会に出
場しました。1つの論題を多角的
にとらえ、相手を納得させられる
主張を組み立てていく過程で、
論理的思考力と表現力、プレゼ
ンテーション能力を高めること
ができます。

　地元への理解を深めると同時に、地元の課題を発見し、それ
を解決する方法を模索するという「探究飛騨」の授業も4年目
になります。調査・探究のテーマは、地元に関することなら何で
もOK。自分が興味を持っているテーマを自由に選ぶことがで
きます。また、生徒は、調査・探究の方法やプレゼンテーションの
作成について、慶應義塾大学
の教授や学生のサポートを
受けることができます。自分
のテーマだけでなく、大学生
活や勉強方法などについて
も、大学生に質問することが
できます。

アクティブ・ラーニングの導入大学
進学 新しい大学入試への対応

　早くから自分の夢を持ち、その夢を追いかけることは、素晴
らしいことですが、高校3年間で夢が成長していくことも多々
あります。したがって、本校では、現在の社会情勢や自分自身に
ついて深く学び、自分の適性をじっくり考えたり、働くことの意
義について考えたりすることを大切にしています。
　本校では、LHR（学級活動）や進路選択に関わる学校行事、
各教科の授業における指導を通して、生徒たちに自分の生き
方やあり方を模索する機会を提供しています。

　進学先を選ぶ基準やその内容について詳しく調べる方法、
模擬試験の復習の仕方や休日の過ごし方などについて、丁寧
な指導を行います。また、大学生と触れ合う機会を頻繁に設
け、生徒が進学後の具体的なイメージを描けるようにするこ
とで、より満足度の高い進路選択をサポートしています。

　蛍雪クラスでは、外部講師を招いてコミュニケーション能
力アップ講座やマネープラン講座、自己ＰＲの考え方講座な
どを行っています。また、社会人として必要な金融の知識や
カードの仕組みを学ぶ金融講座、社会人として知っておくべ
き税の基礎知識や確定申告書の書き方などを学ぶ租税講座
などもあります。

　外部講師を招いて、大学・短期大学・専門学校・公務員・一
般就職など、生徒1人1人の進路希望に応じた説明会を行っ
ています。生徒の進路意識を高めるだけでなく、自分自身の

「今やるべきこと」を明確にすることができます。

　主に特進Ⅰクラスが参加する、岐阜や名古屋で行われる大
規模な進路ガイダンスには、多くの国公立・私立大学が参加
しているため大学の比較検討ができます。また、受験に関す
る最新情報、勉強のコツなども聞くことができます。

充実したキャリア教育
進路について考える豊富な機会

タブレットで視聴する講義動画 進学を希望する生徒に対する指導

就職を希望する生徒に対する指導

生徒対象進路ガイダンス等（年７回）

校外で行われる進路ガイダンスへの参加

進路ガイダンスの様子

ディベートの実践

「探究飛騨」の導入

進路
選択

西高生の部活動
Club Activities

硬式野球部 50名

・春季大会中濃飛騨地区予選
・全国高等学校野球選手権大会岐阜県大会
・秋季岐阜県高校野球大会中濃飛騨地区予選
・秋季岐阜県高等学校野球大会
・岐阜県高校野球私学大会
・岐阜県高校野球県下選抜大会

　※以上の大会に出場し、着実に力を身につけ
　　てきています！

部員数剣道部 38名

・全国高校総体　男子団体ベスト１６・男女個人ベスト16
・国民体育大会　男子団体４位・女子団体ベスト８
・魁星旗争奪全国剣道大会　ベスト8（男子団体）
・全国選抜高校剣道大会　男子団体ベスト16
・東海高校総体　男子団体優勝・女子団体２位
　　　　　　　　男子個人優勝・女子個人３位
・全国高校総体県予選
　男子団体優勝・女子団体準優勝・男女個人優勝
・東海選抜高校剣道大会
　男子団体準優勝・女子団体３位
・全国選抜高校剣道大会県予選
　男子団体優勝・女子団体準優勝
・県新人戦　男女団体優勝　男女個人優勝

部員数アーチェリー部 26名

・全国高校総体（24年連続出場）
　男子個人２位・団体３位
　女子個人３位（2回）・団体２位
・国民体育大会
　女子個人２位・団体4位
・全国高校選抜
　男子個人３位・女子個人2位
・東海高校総体
　男子団体優勝・男女個人優勝
　女子団体準優勝
・県高校総体　男女個人・団体優勝

部員数

バスケットボール部〈男子〉
〈女子〉 56名

・全国高校総体　出場（女子）
・東海高校総体　出場（男子） ベスト８（女子）
・東海新人大会　ベスト８（女子）
・全国高校総体県予選
　準優勝（女子）・第３位（男子）
・全国高校選抜バスケットボール大会岐阜県予選
　準優勝（女子）・第３位（男子）
・岐阜県新人バスケット大会地区予選
　優勝（男･女）
・岐阜県新人バスケット大会
　準優勝（女子）・第４位（男子）
・地区総体　優勝（男子）（女子19年連続）

部員数

卓球部 24名

・東海卓球選手権　出場
・中部日本卓球選手権大会　出場
・岐阜県高校総体飛騨地区予選
　団体・シングル・ダブルス優勝（男子・女子）
・岐阜県高校総体　３位（男子）準優勝（女子）
・東海高校総体　出場（男子・女子）
・岐阜県新人大会　３位（男子・女子）
・東海新人大会　出場（男子・女子）
・地区総体　優勝（男子・女子）
・岐阜県高校生卓球大会　団体優勝（女子）

部員数ソフトテニス部 34名

・地区総体　準優勝（男・女）

・地区新人戦　優勝（女子）

・県新人戦　出場（女子個人ベスト１６）

・高校選抜室内大会県予選　出場（女子）

・KASHIWAカップ（市民大会）
　準優勝（男子）

部員数サッカー部 30名

・県リーグ２部

・全国サッカー選手権大会県予選　ベスト８

・全国高校総体県予選　ベスト１６

・岐阜県新人大会　ベスト８

・全国高校総体地区予選　優勝

・地区総体　優勝

・地区新人戦　優勝

部員数

バレー部 16名

・全国私学高校大会　出場（4回）

・全国高校総体県予選　ベスト8

・岐阜県新人大会　ベスト８

・全日本高等学校バレーボール選手権大会
　岐阜県代表決定戦（出場）

・東海私立高校バレーボール選手権大会 ５位

・地区総体　優勝

・岐阜県スプリングチャレンジカップ１部　２位

部員数バドミントン部 39名

・国民体育大会 出場　・全国高校総体 出場
・全国選抜大会 出場　・国民私学大会 出場
・全国選抜大会東海予選　女子団体ベスト８
・東海高校総体　女子団体ベスト８
・県高校総体
　女子団体２位・女子シングルス３位・ダブルス２位
・県新人大会
　女子団体２位・女子シングルス優勝・ダブルス２位
・県高校生大会 女子シングルス優勝・女子団体優勝
・地区総体　男女団体優勝
　男女シングルス・ダブルス優勝
・地区新人戦　男女団体優勝
　男女シングルス・ダブルス優勝

部員数

レスリング部 5名

・ジュニアクイーンズカップ
　レスリング選手権大会２位
・JOC ジュニアオリンピックカップ
　レスリング選手権大会３位
・全国高校総体　出場（女子）
・2016年度 アジアカデットレスリング競技大会優勝
・全日本女子オープンレスリング選手権大会　3位
・全国選抜大会　出場（男子）

部員数陸上部 43名

・全国高校総体　女子400mH 出場

・東海高校総体　出場

・東海高校新人大会　出場
　男子個人400mH 3位・1500m 5位
　女子個人400mH 2位・400m 4位

・県高校総体
　男子400mH 優勝　女子400mH 優勝

・高山市高校対抗競技会　男女・総合優勝

部員数ウインドアンサンブル部 83名

・全日本高等学校選抜吹奏楽大会　優秀賞

・全日本高等学校吹奏楽大会in横浜　出場（9回）

・東海吹奏楽コンクール　出場（23回）

・中部日本吹奏楽コンクール　本大会優勝

・全国高等学校総合文化祭
　出場（岐阜県代表）（5回）

部員数情報ビジネス部 28名

・全国パソコン技能競技大会
　日本語ワープロ競技・情報処理技能競技３位
　日本語スピード競技　佳良賞
・日本情報処理検定協会
　会長特別賞・会長賞・検定委員長賞
・日本語ワープロ検定　初段取得
・パソコンスピード認定検定　1級取得
・情報処理技能検定（表計算） 1級取得
・情報処理技能検定（データベース）1級取得
・ホームページ作成検定　１級取得
・文書デザイン検定　１級取得
・プレゼンテーション作成検定　１級取得

部員数

美術部 27名

・県高校文化祭　優秀賞

・県高校総合文化祭　優秀賞・奨励賞

・高山市美術展　市展賞　市長賞
　高山市文化協会長賞・市展運営委員会賞

・国際ソロプチミストアートコンテスト
　全国大会出品

・地区高校美術展　優秀賞

部員数茶華道部 19名

・華道家元池坊　職位取得

・学校華道インターネット花展
　中日新聞社賞・入選

・茶道裏千家許状（初級）取得

・茶道裏千家淡交会飛騨支部主催の
　各種お茶会への参加

部員数書道部 25名

・岐阜県美術展　優秀賞
・四国大学全国高校書道展　特選
・全日本高校・大学書道展　準優勝
・飛騨市美術展　奨励賞
・岐阜女子大学全国書道展　大学賞　優秀賞
・岐阜県高等学校総合文化祭　優秀賞
・全国高等学校書道コンクール
　全日本高等学校書道教育研究大賞　優秀賞
・県高校書道展　入選
・高山市美術展　高山市文化協会長賞・佳作
・地区高校書道展　奨励賞

部員数

西高生は、文武両道を貫くため、同じ目標を持った
仲間と切磋琢磨し、部活動で培った精神力や集中力
を生かし、夢に向かって努力を続けています。

新しい時代を見すえた学校改革
― 変化の波に押し流されるのではなく、変化の波を乗りこなせる、
　 しなやかで、たくましい人材を育成する。 それが高山西高校の目指す教育です。 ―

ハンドボール部 21名

・全国高等学校総合体育大会　ベスト１６
・東海高等学校総合体育大会　優勝
・岐阜県高等学校総合体育大会　優勝（8回）
・国民体育大会
　少年男子の部（岐阜選抜）　優勝
・全国高校選抜大会　ベスト8
・東海高校選手権大会　優勝
・岐阜県新人大会　優勝（6回）
・岐阜県選抜選手権大会　優勝（5回）
・地区総体　優勝（13年連続）

部員数
〈男子〉



　今、大学入試が大きく変わろうとしています。「大学入試セン
ター試験」が「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」になるだ
けでなく、今後は各大学の個別学力検査も変わっていくと予想
されます。
　では、そこで求められている学力とはいったい何なのでしょ
うか？それは、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資
質や能力です。そして、それらの資質や能力を養うための学習
法の1つが、このアクティブ・ラーニングです。

　今年度、本校では、従来のサテライン授業の代わりに、タブ
レットで視聴する講義動画（リクルートスタディサプリ）を導入し
ました。タブレットが貸与された特進クラスの受験生たちは、約
3000もの講義動画を自由に視聴することができます。そのた
め、「合格を勝ち取るためには何
が必要か」を自ら考えるようにな
ります。また、学校ではもちろん、
自宅でも視聴できるため、自分
の勉強スタイルに合わせて使用
することができます。

　本校では、20年来ディベートに力を入れており、毎年、校内
ディベート大会を実施しています。とくに、特進Ⅰクラスは英語
ディベートに取り組んでおり、昨年度も岐阜県で優勝して全国

高校生英語ディベート大会に出
場しました。1つの論題を多角的
にとらえ、相手を納得させられる
主張を組み立てていく過程で、
論理的思考力と表現力、プレゼ
ンテーション能力を高めること
ができます。

　地元への理解を深めると同時に、地元の課題を発見し、それ
を解決する方法を模索するという「探究飛騨」の授業も4年目
になります。調査・探究のテーマは、地元に関することなら何で
もOK。自分が興味を持っているテーマを自由に選ぶことがで
きます。また、生徒は、調査・探究の方法やプレゼンテーションの
作成について、慶應義塾大学
の教授や学生のサポートを
受けることができます。自分
のテーマだけでなく、大学生
活や勉強方法などについて
も、大学生に質問することが
できます。

アクティブ・ラーニングの導入大学
進学 新しい大学入試への対応

　早くから自分の夢を持ち、その夢を追いかけることは、素晴
らしいことですが、高校3年間で夢が成長していくことも多々
あります。したがって、本校では、現在の社会情勢や自分自身に
ついて深く学び、自分の適性をじっくり考えたり、働くことの意
義について考えたりすることを大切にしています。
　本校では、LHR（学級活動）や進路選択に関わる学校行事、
各教科の授業における指導を通して、生徒たちに自分の生き
方やあり方を模索する機会を提供しています。

　進学先を選ぶ基準やその内容について詳しく調べる方法、
模擬試験の復習の仕方や休日の過ごし方などについて、丁寧
な指導を行います。また、大学生と触れ合う機会を頻繁に設
け、生徒が進学後の具体的なイメージを描けるようにするこ
とで、より満足度の高い進路選択をサポートしています。

　蛍雪クラスでは、外部講師を招いてコミュニケーション能
力アップ講座やマネープラン講座、自己ＰＲの考え方講座な
どを行っています。また、社会人として必要な金融の知識や
カードの仕組みを学ぶ金融講座、社会人として知っておくべ
き税の基礎知識や確定申告書の書き方などを学ぶ租税講座
などもあります。

　外部講師を招いて、大学・短期大学・専門学校・公務員・一
般就職など、生徒1人1人の進路希望に応じた説明会を行っ
ています。生徒の進路意識を高めるだけでなく、自分自身の

「今やるべきこと」を明確にすることができます。

　主に特進Ⅰクラスが参加する、岐阜や名古屋で行われる大
規模な進路ガイダンスには、多くの国公立・私立大学が参加
しているため大学の比較検討ができます。また、受験に関す
る最新情報、勉強のコツなども聞くことができます。

充実したキャリア教育
進路について考える豊富な機会

タブレットで視聴する講義動画 進学を希望する生徒に対する指導

就職を希望する生徒に対する指導

生徒対象進路ガイダンス等（年７回）

校外で行われる進路ガイダンスへの参加

進路ガイダンスの様子

ディベートの実践

「探究飛騨」の導入

進路
選択

西高生の部活動
Club Activities

硬式野球部 50名

・春季大会中濃飛騨地区予選
・全国高等学校野球選手権大会岐阜県大会
・秋季岐阜県高校野球大会中濃飛騨地区予選
・秋季岐阜県高等学校野球大会
・岐阜県高校野球私学大会
・岐阜県高校野球県下選抜大会

　※以上の大会に出場し、着実に力を身につけ
　　てきています！

部員数剣道部 38名

・全国高校総体　男子団体ベスト１６・男女個人ベスト16
・国民体育大会　男子団体４位・女子団体ベスト８
・魁星旗争奪全国剣道大会　ベスト8（男子団体）
・全国選抜高校剣道大会　男子団体ベスト16
・東海高校総体　男子団体優勝・女子団体２位
　　　　　　　　男子個人優勝・女子個人３位
・全国高校総体県予選
　男子団体優勝・女子団体準優勝・男女個人優勝
・東海選抜高校剣道大会
　男子団体準優勝・女子団体３位
・全国選抜高校剣道大会県予選
　男子団体優勝・女子団体準優勝
・県新人戦　男女団体優勝　男女個人優勝

部員数アーチェリー部 26名

・全国高校総体（24年連続出場）
　男子個人２位・団体３位
　女子個人３位（2回）・団体２位
・国民体育大会
　女子個人２位・団体4位
・全国高校選抜
　男子個人３位・女子個人2位
・東海高校総体
　男子団体優勝・男女個人優勝
　女子団体準優勝
・県高校総体　男女個人・団体優勝

部員数

バスケットボール部〈男子〉
〈女子〉 56名

・全国高校総体　出場（女子）
・東海高校総体　出場（男子） ベスト８（女子）
・東海新人大会　ベスト８（女子）
・全国高校総体県予選
　準優勝（女子）・第３位（男子）
・全国高校選抜バスケットボール大会岐阜県予選
　準優勝（女子）・第３位（男子）
・岐阜県新人バスケット大会地区予選
　優勝（男･女）
・岐阜県新人バスケット大会
　準優勝（女子）・第４位（男子）
・地区総体　優勝（男子）（女子19年連続）

部員数

卓球部 24名

・東海卓球選手権　出場
・中部日本卓球選手権大会　出場
・岐阜県高校総体飛騨地区予選
　団体・シングル・ダブルス優勝（男子・女子）
・岐阜県高校総体　３位（男子）準優勝（女子）
・東海高校総体　出場（男子・女子）
・岐阜県新人大会　３位（男子・女子）
・東海新人大会　出場（男子・女子）
・地区総体　優勝（男子・女子）
・岐阜県高校生卓球大会　団体優勝（女子）

部員数ソフトテニス部 34名

・地区総体　準優勝（男・女）

・地区新人戦　優勝（女子）

・県新人戦　出場（女子個人ベスト１６）

・高校選抜室内大会県予選　出場（女子）

・KASHIWAカップ（市民大会）
　準優勝（男子）

部員数サッカー部 30名

・県リーグ２部

・全国サッカー選手権大会県予選　ベスト８

・全国高校総体県予選　ベスト１６

・岐阜県新人大会　ベスト８

・全国高校総体地区予選　優勝

・地区総体　優勝

・地区新人戦　優勝

部員数

バレー部 16名

・全国私学高校大会　出場（4回）

・全国高校総体県予選　ベスト8

・岐阜県新人大会　ベスト８

・全日本高等学校バレーボール選手権大会
　岐阜県代表決定戦（出場）

・東海私立高校バレーボール選手権大会 ５位

・地区総体　優勝

・岐阜県スプリングチャレンジカップ１部　２位

部員数バドミントン部 39名

・国民体育大会 出場　・全国高校総体 出場
・全国選抜大会 出場　・国民私学大会 出場
・全国選抜大会東海予選　女子団体ベスト８
・東海高校総体　女子団体ベスト８
・県高校総体
　女子団体２位・女子シングルス３位・ダブルス２位
・県新人大会
　女子団体２位・女子シングルス優勝・ダブルス２位
・県高校生大会 女子シングルス優勝・女子団体優勝
・地区総体　男女団体優勝
　男女シングルス・ダブルス優勝
・地区新人戦　男女団体優勝
　男女シングルス・ダブルス優勝

部員数

レスリング部 5名

・ジュニアクイーンズカップ
　レスリング選手権大会２位
・JOC ジュニアオリンピックカップ
　レスリング選手権大会３位
・全国高校総体　出場（女子）
・2016年度 アジアカデットレスリング競技大会優勝
・全日本女子オープンレスリング選手権大会　3位
・全国選抜大会　出場（男子）

部員数陸上部 43名

・全国高校総体　女子400mH 出場

・東海高校総体　出場

・東海高校新人大会　出場
　男子個人400mH 3位・1500m 5位
　女子個人400mH 2位・400m 4位

・県高校総体
　男子400mH 優勝　女子400mH 優勝

・高山市高校対抗競技会　男女・総合優勝

部員数ウインドアンサンブル部 83名

・全日本高等学校選抜吹奏楽大会　優秀賞

・全日本高等学校吹奏楽大会in横浜　出場（9回）

・東海吹奏楽コンクール　出場（23回）

・中部日本吹奏楽コンクール　本大会優勝

・全国高等学校総合文化祭
　出場（岐阜県代表）（5回）

部員数情報ビジネス部 28名

・全国パソコン技能競技大会
　日本語ワープロ競技・情報処理技能競技３位
　日本語スピード競技　佳良賞
・日本情報処理検定協会
　会長特別賞・会長賞・検定委員長賞
・日本語ワープロ検定　初段取得
・パソコンスピード認定検定　1級取得
・情報処理技能検定（表計算） 1級取得
・情報処理技能検定（データベース）1級取得
・ホームページ作成検定　１級取得
・文書デザイン検定　１級取得
・プレゼンテーション作成検定　１級取得

部員数

美術部 27名

・県高校文化祭　優秀賞

・県高校総合文化祭　優秀賞・奨励賞

・高山市美術展　市展賞　市長賞
　高山市文化協会長賞・市展運営委員会賞

・国際ソロプチミストアートコンテスト
　全国大会出品

・地区高校美術展　優秀賞

部員数茶華道部 19名

・華道家元池坊　職位取得

・学校華道インターネット花展
　中日新聞社賞・入選

・茶道裏千家許状（初級）取得

・茶道裏千家淡交会飛騨支部主催の
　各種お茶会への参加

部員数書道部 25名

・岐阜県美術展　優秀賞
・四国大学全国高校書道展　特選
・全日本高校・大学書道展　準優勝
・飛騨市美術展　奨励賞
・岐阜女子大学全国書道展　大学賞　優秀賞
・岐阜県高等学校総合文化祭　優秀賞
・全国高等学校書道コンクール
　全日本高等学校書道教育研究大賞　優秀賞
・県高校書道展　入選
・高山市美術展　高山市文化協会長賞・佳作
・地区高校書道展　奨励賞

部員数

西高生は、文武両道を貫くため、同じ目標を持った
仲間と切磋琢磨し、部活動で培った精神力や集中力
を生かし、夢に向かって努力を続けています。

新しい時代を見すえた学校改革
― 変化の波に押し流されるのではなく、変化の波を乗りこなせる、
　 しなやかで、たくましい人材を育成する。 それが高山西高校の目指す教育です。 ―

ハンドボール部 21名

・全国高等学校総合体育大会　ベスト１６
・東海高等学校総合体育大会　優勝
・岐阜県高等学校総合体育大会　優勝（8回）
・国民体育大会
　少年男子の部（岐阜選抜）　優勝
・全国高校選抜大会　ベスト8
・東海高校選手権大会　優勝
・岐阜県新人大会　優勝（6回）
・岐阜県選抜選手権大会　優勝（5回）
・地区総体　優勝（13年連続）

部員数
〈男子〉



高山西高校には、１年を通じてさまざまな行事があります。

● 入学式
● １年生乗鞍研修
● スポーツテスト

4
April May June July August September October November December January February March

● 環境ウォーク（遠足）
● 進路ガイダンス（全校）
● 創立記念講演会

5
● 西高祭
● ウインドアンサンブル部
　定期演奏会
● 保護者対象
　進路ガイダンス
● 企業実習（蛍雪）
● 前期中間考査

6
● 企業実習発表会（蛍雪）
● 三者懇談
● 夏季休業
● 夏期勉強合宿（2・3年）
● 夏季補習（1年）

7
● 夏季休業
● 夏期勉強合宿
● 中学生オープンスクール
● 「探究飛騨」リサーチ

8
● 体育祭
● バス遠足（1・3年）
● 市内班別研修（2年）
● 前期期末考査

9
● マラソン大会
● 中学生体験入学

10
● 後期中間考査
● シンガポール留学生来校

11
● シンガポール留学生来校
● 冬季休業
● 冬期勉強合宿
● 冬期補習

12
● 冬季休業
● センター試験出発式
● 校内ディベート大会（決勝）
● 校内英語
　 スピーチコンテスト
● 海外語学研修

1
● 学年末考査
● 企業見学（蛍雪）
● 親父ゼミナール
● ３年生を送る会

2
● 卒業式
● 研修旅行
● 春季休業
● 春期勉強合宿
● 就職ガイダンス（蛍雪）
● 高校生地元企業説明会
● 「探求飛騨」研究発表会

3

西高生の年間行事

School Life Event Calendar
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一生懸命な生徒を大切にする「環境」が
あります。生徒の「なりたい！」という
思いに、どこまでも親身に寄りそう「教
師」がいます。共に笑い、涙し、時には本
気で叱り激励する、家族のような「愛
情」があります。そんな高山西高校の
「事実」は、部活動や進路において、確か
な実績となって毎年現れています。こ
れからの人生において、とても大切な
高校生活。３年間の差は、３年後にはっ
きりと現れる。イメージではなく、本当
に価値あるものを見極める目で、真剣
に高校を選ぶ。高山西高校は、生徒の夢
を最大限サポートし、その夢を実現す
ることを「高校の存在価値」だと考えて
います。この「事実」に裏打ちされた「夢
かなえる！」という確かなメッセージ。
キミの夢実現への第一歩が、高山西高
校にはあります。

検索高山西高等学校

「生徒」が自慢の学校です

お問合せ  〒506-0059 高山市下林町353番地  TEL 0577-32-2590　
　　　　  URL http://www.takanishi.ed.jp

キミの「夢」を聞かせてください

高山西高校で見つける新しい自分
その先にある「未来」の自分

◆ オープンスクール
　 　8月17日㈭・18日㈮　
◆ 一日体験入学
　 　10月21日㈯
◆ 特待・推薦入試
　 　2月3日㈯
◆ 一般入試
　 　2月17日㈯

に向き合ってきた
と
い
う
事
実

夢


