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「自分には必ずかなえたい夢がある！」

「まだ夢は見つかってないけど、３年間で夢を探したい！」

「勉強に部活動に、３年間の高校生活を充実させたい！」

「国公立大学・医歯薬看護系・

難関私立大学へ進学したい」

「確かな学力を身につけたい」

「高い意識を持つ仲間と共に

　切磋琢磨していきたい」

そんなキミには…

「勉強だけじゃなく、部活動も

思いっきり頑張りたい」

「部活動を頑張りながら

大学へ進学したい」

「公務員を目指したい」

そんなキミには…

「就職や大学・短大・専門学校

　　などへの進学を考えている」

「社会人として必要な資質や

基礎学力を身につけたい」

「部活動で活躍したい」

そんなキミには…

特進Ⅰクラス

仲間と共に勉強に打ち込む３

年間。熱意あふれる指導陣が、

キミをサポートします。キミ

の夢への最短ルートが見えて

きます！

特進Ⅱクラス

文武両道の高校生活、３年間

を全力で駆け抜けるキミをサ

ポートします。部活動引退後、

各教科の個別指導も充実して

います！

蛍雪クラス

基礎・基本を重視した授業と、

部活動など日々の生活をしっ

かりサポートします。社会人

として必要な力を養います！

特進Ⅰクラスを目指すなら 特進Ⅱクラスを目指すなら 蛍雪クラスを目指すなら

・スーパー学業特待

・学業特待

・学業推薦

といった受験方法があります。

詳しくは、　２ページへ

・特進Ⅱ特待

・部活動特待

・部活動推薦

といった受験方法があります。

詳しくは、　４ページへ

・部活動特待

・部活動推薦

といった受験方法があります。

詳しくは、　　４ページへ

もちろん、 一 般 入 試 での受験もできます。詳しくは、　６ページへ

高山西高等学校では、受験生一人ひとりのニーズに応じた様々な入試方法を提案しています。

高 山 西 高 等 学 校

中　 学　 校
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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３１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３１年１月２２日(火)、２３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学期または後期中間までのもの)
 ※ (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３１年２月２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３１年２月５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３１年２月７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３１年２月１６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

○平成 31年度入試要項○

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３１年１月４日(金)から平成３１年１月１１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３１年１月２２日(火)　午前９時から

平成３１年１月２３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２３日必着 )

特待・推薦入学試験 平成３１年２月２日(土)

合格内定通知

平成３１年２月５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３１年２月５日(火)午前１０時以降郵送

入学確約書提出
平成３１年２月７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３１年２月７日消印有効)

特推学力検査 平成３１年２月１６日(土)

合格発表

平成３１年２月１９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３１年２月１９日(火)午後１時以降郵送

一日入学

（入学手続き）

平成３１年３月７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３１年４月８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

○平成 31年度入試日程○
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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３１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３１年１月２２日(火)、２３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学期または後期中間までのもの)
 ※ (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３１年２月２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３１年２月５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３１年２月７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３１年２月１６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

○平成 31年度入試要項○

部活動部門 〈特進Ⅱ特待 ・部活動特待 ・部活動推薦〉
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○平成 31年度入試日程○

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３１年１月４日 (金 )から平成３１年１月１１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３１年１月２２日(火)　午前９時から

平成３１年１月２３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２３日必着 )

特待・推薦入学試験 平成３１年２月２日 (土 )

合格内定通知

平成３１年２月５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３１年２月５日(火)午前１０時以降郵送

入学確約書提出
平成３１年２月７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３１年２月７日消印有効 )

特推学力検査 平成３１年２月１６日 (土 )

合格発表

平成３１年２月１９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３１年２月１９日(火)午後１時以降郵送

一日入学

（入学手続き）

平成３１年３月７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３１年４月８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３１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３１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３１年２月６日(水)、７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学期または後期中間までのもの)

 ※ (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３１年２月１６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

○平成 31年度入試要項○

一般入試 〈専願 ・併願〉
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○平成 31年度入試日程○

専　　願 併　　願

受験料振込期間

・振込の場合

　平成３１年１月１６日(水)から平成３１年１月２５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３１年２月６日(水)　午前９時から

平成３１年２月７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７日必着 )

一般入試 平成３１年２月１６日(土)

合格発表

平成３１年２月１９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３１年２月１９日（火）午後１時以降郵送

一日入学

（入学手続き）

平成３１年３月７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３１年３月１６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３１年４月８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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学校納入金

特　待　生

国からの就学支援金及び岐阜県私立高等学校授業料軽減補助制度による還付額

各種奨学補助金制度

※兄弟姉妹で在籍の場合、兄姉を対象に月額８，７００円を給付します。

　ただし兄姉が特待生の場合、Ｃ段階特待生のみ対象となります。

※上記は、あくまで実質負担額であり、実際の納入金月額とは若干異なりますのでご了承下さい。

※これらの制度の詳細については、各担当にお問い合わせ下さい。

校納金 (月額 )
授業料 ２６，０００円

施設設備費・冷暖房費等 １３，５００円

諸会費 (月額 ) 旅行積立・育友会費等 ９，８００円程度

※ 合 計 月 額 ４９，３００円程度

高等学校等就学支援金

年収９１０万円程度以上 受給対象外

年収５９０万円程度～９１０万円程度 年額　１１８，８００円　保護者に還付

年収３５０万円程度～５９０万円程度 年額　１７８，２００円　保護者に還付

年収２５０万円程度～３５０万円程度 年額　２３７，６００円　保護者に還付

年収２５０万円未満程度 年額　２９７，０００円　保護者に還付

岐阜県私立高等学校等
授業料軽減補助金

年収９１０万円程度以上 受給対象外

年収５９０万円程度～９１０万円程度 受給対象外

年収３５０万円程度～５９０万円程度 年額　３４，２００円　保護者に還付

年収２５０万円程度～３５０万円程度 年額　５１，３００円　保護者に還付

年収２５０万円未満程度 年額　　９，０００円　保護者に還付

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円を給付

Ａ段階特待生（学業・部活動） 月額　２６，０００円を給付

Ｂ段階特待生（学業・部活動） 月額　１３，０００円を給付

Ｃ段階特待生（学業・部活動） 年額　５０，０００円を給付

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
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必需品等諸費用

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

☆長期休業中勉強合宿（乗鞍青少年交流の家・大学の宿泊施設）　　 　　　　

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

☆長期休業中補習（本校）

☆タブレット教材費用（iPad mini・リクルート社提供スタディーサプリ・パケット通信料含む）　
　・５教科を中心に学年や学力に応じて約 3,000 講座の視聴が可能
　・特進Ⅰクラス（１～３年生）、特進Ⅱクラス（３年生）を対象にタブレットを貸与
　　※年間 40,000 円

（平成３０年度実績）
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主な進学先

　クラス編成は、合格後の入学手続き(一日入学 )の折に進路希望を確認し、本人に最も適したクラスを決定します。

受験段階で、特進Ⅰクラス・特進Ⅱクラス・蛍雪クラスごとに生徒を募集するわけではありません。

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

学 校 概 要

進路別クラス編成

　◆国公立４年制大学
　　北海道大学　　　　北海道教育大学　　帯広畜産大学　　　北見工業大学　　　室蘭工業大学　　　東北大学
　　弘前大学　　　　　秋田大学　　　　　山形大学　　　　　宮城教育大学　　　国際教養大学　　　秋田県立大学
　　茨城大学　　　　　筑波大学　　　　　東京大学　　　　　東京工業大学　　　一橋大学　　　　　お茶の水女子大学
　　東京医科歯科大学　東京外国語大学　　東京学芸大学　　　東京芸術大学　　　東京農工大学　　　電気通信大学　
　　横浜国立大学　　　千葉大学　　　　　山梨大学　　　　　宇都宮大学　　　　首都大学東京　　　横浜市立大学
　　都留文科大学　　　浜松医科大学　　　愛知教育大学　　　名古屋大学　　　　名古屋工業大学　　岐阜大学
　　静岡大学　　　　　三重大学　　　　　新潟大学　　　　　上越教育大学　　　富山大学　　　　　金沢大学
　　福井大学　　　　　信州大学　　　　　愛知県立大学　　　名古屋市立大学　　岐阜県立看護大学　静岡県立大学
　　京都大学　　　　　京都教育大学　　　大阪大学　　　　　大阪教育大学　　　神戸大学　　　　　滋賀大学
　　奈良女子大学　　　和歌山大学　　　　大阪府立大学　　　大阪市立大学　　　兵庫県立大学　　　神戸市外国語大学
　　滋賀県立大学　　　広島大学　　　　　岡山大学　　　　　山口大学　　　　　島根大学　　　　　香川大学
　　高知大学　　　　　愛媛大学　　　　　山口県立大学　　　高知県立大学　　　新見公立大学　　　九州大学
　　長崎大学　　　　　佐賀大学　　　　　宮崎大学　　　　　大分大学　　　　　鹿児島大学　　　　琉球大学
　　宮崎県立看護大　　長崎県立大学　　　北九州市立大学　　（防衛大学校）　　　（防衛医科大学校）　（自治医科大学）など

　◆私立４年制大学
　　酪農学園大学　　　青山学院大学　　　国際基督教大学　　学習院大学　　　　東京女子医科大学　北里大学
　　慶應義塾大学　　　國學院大学　　　　国立音楽大学　　　上智大学　　　　　芝浦工業大学　　　専修大学
　　中央大学　　　　　東京農業大学　　　東京理科大学　　　東洋大学　　　　　明治大学　　　　　日本大学
　　日本体育大学　　　津田塾大学　　　　武蔵野音楽大学　　法政大学　　　　　立教大学　　　　　早稲田大学
　　愛知大学　　　　　愛知学院大学　　　愛知工業大学　　　愛知医科大学　　　岐阜医療科学大学　岐阜聖徳学園大学
　　金城学院大学　　　中京大学　　　　　中部大学　　　　　名古屋外国語大学　名古屋芸術大学　　南山大学
　　日本福祉大学　　　日本赤十字豊田看護大学　　　　　　　藤田保健衛生大学　豊田工業大学　　　名城大学
　　関西大学　　　　　関西学院大学　　　同志社大学　　　　立命館大学　　　　京都外国語大学　　関西外国語大学
　　京都産業大学　　　京都女子大学　　　京都薬科大学　　　近畿大学　　　　　同志社女子大学　　龍谷大学　など

　◆短期大学
　　岐阜市立女子短期大学　　高山短期大学　　岐阜聖徳学園短期大学　　中部学院大学短期大学　　藤田保健衛生短期大学
　　名古屋短期大学　など

　◆専門学校
　　岐阜県立衛生専門学校　　　　岐阜県立下呂看護専門学校　　JA 岐阜厚生連看護専門学校　　諏訪赤十字看護専門学校
　　田原市立田原福祉専門学校　　中部労災看護専門学校　　　　藤田保健衛生大学看護専門学校　など

　◆就職先
　　財務省　　　　岐阜県警　　　自衛隊　　東京消防庁　　日本郵便株式会社東海支社　　高山市役所　　　広島市職員
　　東海旅客鉄道株式会社　　　　名古屋鉄道株式会社　　　下呂市役所　　陸上自衛隊　　飛騨信用組合　　高山信用金庫
　　柏木工株式会社　　株式会社ファミリーストアさとう　　株式会社打江精機　　株式会社高山グリーンホテル
　　株式会社ひだホテルプラザ　　岐阜車体工業株式会社　　飛騨農業協同組合　　本陣平野屋　　桜山八幡宮
　　東罐高山株式会社　　株式会社挟土組　　平和メディク株式会社　　日本レヂボン株式会社　　丸新消防株式会社　など







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2日㈯
◆ 一般入試
　 　2月16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。

◎新しい大学入試に対応したカリキュラム
　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』の授業やディベート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100台
余り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環境を作ることができます。

◎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、たくさんの学校行事があります。なかでも6月の
西高祭と9月の体育祭では、学校全体が生徒の熱気につつまれます。
西高祭は、ダンスや劇など、各クラスの個性あふれるパフォーマンス
が非常に魅力的なイベントです。体育祭は、団長を中心に一致団結し
た赤・青・黄の三団が、迫力ある熱い闘いを繰り広げるイベントです。
これらの学校行事では、普段とはまた違った仲間の顔を見ることが
でき、より一層お互いへの理解が深まります。ときに支え合い、とき
に衝突しながら、一つ一つの学校行事を作り上げていくことで、私た
ちは本当の仲間になっていくのです。

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や英
検の受験、英語スピーチコンテストへの参加、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。

◎海外への研修旅行と語学研修・留学制度
　研修（修学）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
International School of the Americas（米国テキサス州）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
牧ヶ野 晴菜さん
荘川中学校出身

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。



難関大の進学に
特化した環境と
多様な活動

大きな達成感！
生徒会活動に
挑戦した日々

勉強するのが
楽しくなる！！
先生の熱い授業

学ぶこと自体が
楽しいと思える
本格的な授業

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から、
自分に合った講義を自由に選んで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
3
4
5
6
7
8

08：45

16：50

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

2018年春 岐阜大学（医・医）に2名が現役合格！
その他、大阪大学や名古屋大学にも現役生が
合格しました！

特進Ⅰクラス
Advanced ClassⅠ

難関国公立大学・医歯薬系大学・難関私立大学への
合格を目指します。

名古屋大学工学部機械・航空宇宙工学科
平成29年度 3年G組

青木 皇燎 さん
（萩原南中学校出身）

　ロケット開発に携わるという夢をかなえるため、私はこの高山西
高校に入学しました。最初は生活リズムの変化にとまどいましたが、
高い目標を持って努力する仲間たちと、進学補習や個別指導など
を通じて私たちの夢を全力で後押ししてくださる先生方の存在は
とても頼もしく、安心して受験勉強に打ち込むことができました。
無事に志望校の合格を勝ち取ることができたのは、クラスの仲間
や先生方、そして家族の支えがあったからです。その恩に報いるた
めにも、大学で航空宇宙工学を学び、夢をかなえたいと思います！

自分の夢を
かなえるための
貴重な３年間

岐阜大学医学部医学科
平成29年度 3年G組

野中 晴斗 さん
（清見中学校出身）

　医師になるという夢をかなえるために、私は高山西高校に入学
しました。入学当初は、文系科目に苦手意識を持っていましたが、
高山西高校の先生は、それぞれ独特の授業スタイルをもってい
らっしゃって、苦手な科目でも楽しみながら学ぶことができました。
とくに地理の授業では、先生がアクティブラーニングを取り入れた
授業をなさっていて、授業の中で知識を定着させることができ、志
望校に合格することができました。私が自分の夢をかなえることが
できたのは、先生方の熱い授業のおかげだったと実感しています。

名古屋大学医学部保健学科看護学専攻
平成29年度 3年G組

小鳥 優香里 さん
（小坂中学校出身）

　私は特進Ⅰクラスでしたが、生徒会活動にも挑戦させていただき
ました。生徒会役員として、西高祭や体育祭といった学校行事の企
画・運営に携わったのですが、高校では中学校よりも幅広く自由に
活動することができるため、学ぶことが多く、大きな達成感を得る
ことができました。また、生徒会活動を通して他クラスの同級生や、
先輩・後輩とのつながりを持つことができ、自分の視野を広げるこ
とができたと思います。自分が興味を持ったことに対して挑戦す
ることができる環境も、特進Ⅰクラスの魅力の一つです。

青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科
平成29年度 3年G組

鈴木 彰珍 さん
（東山中学校出身）

　私は社会や英語が好きでしたが、高山西高校は授業そのものを
本当に楽しみながら学べる学校だと思います。先生は分かるまで
丁寧に教えてくださいますし、受験においては、その豊富な知識や
経験をもとに私たちの道標となってくださいました。本当に感謝し
ています。また、タブレットを導入したフレキシブルな学習も可能
になり、知識と思考力の両方を身に付けることができました。大学
からの課題に取り組む際、ここで学んだことがそのまま生かせるこ
とも多く、改めて高山西高校の教育の質の高さを実感しています。

大阪大学薬学部薬科学科
平成29年度 3年G組

矢島 典昭 さん
（萩原南中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は、進学に特化した環境がこの
学校にあるからです。自分の進路について親身になって相談に乗っ
てくださる担任の先生、大学入試のポイントや受験生の盲点を意識
した分かりやすい授業、学習に専念できる乗鞍合宿、そして高い目
標を持った仲間がいたからこそ、自分が本当に行きたい大学に進学
できました。また、高山西高校では視野を広げることもできました。
探究飛騨の活動、韓国研修旅行、英語ディベートなどを通して、現代
社会についても自分の考えを深められたことに感謝しています。

岐阜大学医学部医学科
平成29年度 3年G組

望月 こもも さん
（古川中学校出身）

　高山西高校での生活は、非常に充実したものでした。3年間、勉
学に打ち込むことができただけでなく、ここでしかできない経験を
させていただきました。とくに印象的だったのは、探究飛騨の活動
です。地域医療に関心のあった私は、飛騨地域の医療の現状やニー
ズについて調査し理解を深めていく過程で、将来は医師として飛騨
地域の医療に貢献することを決意しました。ここで得たたくさんの
経験すべてが、進路目標の達成につながっている気がします。高山
西高校は、自分の夢と真剣に向き合うことができる学校です。

探究飛騨という
ここにしかない
経験



勉強と部活動
両方で達成した
目標

心強いサポート
支えてくれた
先生に感謝

みんなと一緒に
夢を追いかけた
最高の３年間

知らぬ間に
私を成長させた
文武両道の生活

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。

秋田大学理工学部機械工学科
平成29年度 3年K組（陸上部）

森下 雄介 さん
（古川中学校出身）

　僕が特進Ⅱクラスを選択した理由は、勉強で国公立大学合格、陸
上で東海大会出場という目標があったからです。部活動では、仲間
たちと励まし合って切磋琢磨した結果、2年生で目標を達成し、3年
生では県1位になることができました。勉強では、明確な目標を持
つクラスメイトと一緒に学ぶことで自分の意識が高まり、合格する
まで常に目標に向かって頑張ることができました。僕が、2つの目
標を達成できたのは、一緒に頑張る仲間とそれを支えてくださる
先生方がいたからです。本当に高山西高校を選んでよかったです。

京都教育大学教育学部数学領域専攻
平成29年度 3年J組（男子バスケットボール部）

瀧川 京佑 さん
（松倉中学校出身）

　私は勉強と部活動を両立したいと思い、高山西高校への入学を
決めました。たくさんサポートしていただきましたが、とくに印象に
残っているのは受験のときです。朝早くから夜遅くまで受験対策を
してくださる先生、志望校の情報を教えてくださる先生、「頑張って
いるか」と声をかけてくださる先生など、頼りになる先生方に何度
助けられたか。クラスや部活動の仲間も、私の進路を気にかけ、面
接練習に付き合ってくれました。私が大学に合格できたのは、これ
らの方々の支えのおかげです。本当にありがとうございました。

法政大学スポーツ健康学部スポーツ健康学科
平成29年度 3年K組（硬式野球部）

山田 空 さん
（松倉中学校出身）

　高山西高校における3年間を思い返すと、最初に浮かぶのは、硬
式野球部での練習と勉強の日々です。最初は部活動に追われて勉
強がおろそかになり、とても文武両道を達成できているとは言えま
せんでしたが、将来は野球に携わる仕事がしたいという夢があった
ため、部活動引退後は寝る間を惜しんで勉強することが出来ました。
高山西高校は、夢を見つけるための場所であり、その夢をかなえる
努力を応援してくれる場所だと思います。ここで学んだことを胸に、
私はこれからも、夢をかなえるために走り続けたいと思います。

愛知県立大学外国語学部英米語学科
平成29年度 3年K組（ウインドアンサンブル部）

恩田 梨央 さん
（日枝中学校出身）

　私はウインドアンサンブル部の先輩に憧れてこの学校に入りま
した。部活では大会に出たり、様々なイベントに参加したりと、多く
の経験をさせていただきました。最後のお別れコンサートでは様々
な思い出や支えてくださった方々の顔が頭に浮かび、本当に濃い3
年間だったと実感しました。勉強との両立は簡単ではありませんで
したが、同じクラスで頑張っている友達と過ごす日々はとても楽し
かったです。この高山西高校で、多くの仲間や先生に支えられなが
ら、夢への第一歩を踏み出せて本当によかったと感謝しています。
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※放課後・土曜日は部活動

1
月

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 勉強と部活動
両立を支え合う
同志の存在
大阪大学理学部物理学科
平成29年度 3年K組（ウインドアンサンブル部）

松井 秋水 さん
（郡上市立白鳥中学校出身）

　私は高山西高校に入学し、中学2年生から憧れていたウインドア
ンサンブル部に入部しました。部活動では、全員で大きな目標に向
かって努力し、仲間と切磋琢磨することを通して、人間的に成長で
きたと思います。勉強では、クラスの仲間の頑張る姿を見て、自ら
を奮い立たせました。同じ悩みを共有する仲間だからこそ、お互い
に刺激し合えたのだと思います。とくに部活動引退後はクラスが一
丸となって受験勉強に励んでいるようで心強かったです。夢の実
現に燃える同志が集まることが、高山西高校の魅力だと思います。

高山西高校での
経験すべてが
財産です！！

　高校入学後に夢を見つけた私は、自分はスタートが遅れている
のではないかと不安な気持ちになりました。しかし、先生方は、私た
ちの様々な疑問にとことん付き合ってくださるだけでなく、生徒の
頑張りを認めて熱い言葉をかけてくれました。おかげで、私は受験
に必要な力を1つ1つ着実に身に付けていくことができました。志
望校に合格できたときの喜びは、これまでの苦しかった時間もすべ
て必要なものだったのだと自分に教えてくれました。こんなにも素
敵な環境で高校生活を過ごせたことに、とても感謝しています。

日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科
平成29年度 3年J組（卓球部）

中川 悠 さん
（丹生川中学校出身）



私たちの夢を
応援してくれる
先生

勉強と部活動が
鍛えてくれた
３年間

負けず嫌い
そんなヤツが
一番強い！！

支えてくれた
すべての人々に
ありがとう

部活動で学んだ
礼儀作法と
社会人の基礎

充実した日々
西高校だから
実現できたこと

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・簿記の授業

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。

青山学院大学経営学部経営学科
平成29年度 3年A組（レスリング部）

谷口 空良 さん
（中山中学校出身）

　私が3年間大事にしてきたことは、「どんな小さい勝負事でも必
ず勝つ」ということです。部活動のときだけでなく、普段の学校生
活から私は勝負にこだわってきました。そして、自分の弱いところ
と向き合い、それに打ち克つ努力を積み重ねてきました。その結
果、レスリングの試合でも結果が出せるようになり、世界大会にも
出場することができました。このような生活を支えてくださった、
部活の監督、コーチ、学校の先生、家族、友達などへの感謝の心を
忘れず、これからも自分の夢をかなえるために精進していきます。

JR東海旅客鉄道株式会社
平成29年度 3年B組（陸上部）

陣出 新大 さん
（東山中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は、中学生の頃から頑張ってき
た陸上を続けたいという思いと、幼い頃からの夢だった鉄道会社で
働きたいという思いがあったからです。そのため、私は部活動に取
り組みながら、就職試験に必要な基礎学力を徹底的に固めました。
陸上部ではキャプテンを務めさせていただき、大変な時期もありま
したが、こういった経験を通して精神的にも強くなり、希望の職に就
くこともできました。社会に出てからも、この高山西高校で学んだ
ことを生かし、周囲に貢献できるような人間になりたいと思います。

高山信用金庫
平成29年度 3年A組（ウインドアンサンブル部）

白川 真夢 さん
（中山中学校出身）

　私が高山西高校に入学した理由は「ウインドアンサンブル部で
演奏したい」と思ったからですが、入学後の進路ガイダンスや先生
方の指導を受け、自分の将来のため、部活動だけでなく勉強に対し
ても一生懸命に取り組んで来ました。「日本一になる」という目標
を掲げる部活動と勉強を両立させるため、多忙な高校生活となり
ましたが、とても充実した毎日でした。私たちのために熱心に指導
してくださった先生方のおかげで大きく成長できたと思います。こ
れからの社会人生活でも、ここで学んだことを活かして頑張ります。

打江精機
平成29年度 3年A組（アーチェリー部）

山下 晃平 さん
（松倉中学校出身）

 私はアーチェリー部に所属し、仲間とともに日々の練習に励んで
きました。顧問の先生のご指導や先輩の助言を取り入れ、2年生で
は全国高校選抜大会に出場することができました。高校から始め
たアーチェリーで全国大会へ出場できたのは、多くの人の支えが
あったからです。また、就職試験に向けて準備する際も、多くの人
に支えてもらいました。履歴書の書き方や面接での振る舞いなど、
すべて基礎から丁寧に教えてくださった先生、本当に感謝していま
す。周囲の支えを実感した3年間でした。ありがとうございました。

修文大学短期大学部幼児教育学科
平成29年度 3年B組（書道部）

垣内 弥紅 さん
（東山中学校出身）

 中学生の頃、私は勉強が苦手で高校の授業についていけるか不
安でした。しかし、高山西高校の先生の授業はとても分かりやすく、
家での復習にもしっかり取り組むことができました。進路相談に対
しても、真剣に向き合ってくださり、私は自分の進むべき道を見つ
けることができました。また、受験本番の面接試験で緊張すること
なく自分の思いを伝えることができたのは、先生が何度も練習に
つき合ってくれたからです。おかげで、志望校に合格することがで
きました。私の夢を応援してくれたこと、本当に感謝しています。

アイシン軽金属株式会社
平成29年度 3年B組（剣道部）

鈴村 将也 さん
（清見中学校出身）

　私が高校生活で一番力を入れていたのは部活動です。剣道部の
練習は厳しく、正直つらいと感じるときもありました。しかし、とも
に切磋琢磨する仲間や指導してくださる先生、いつも私を応援し
てくれる家族のおかげで、3年間やり切ることができました。剣道
を通して身に付けた集中力や忍耐力、礼儀作法や感謝の表し方な
どは、この春から社会人として働く際にも生かせると思います。こ
の3年間で学んだことを忘れず、これからも自分の人間性を高め、
高山西高校の卒業生として胸を張って歩んでいきたいと思います。

蛍雪クラス
Dil igent Study Class

主な就職先
・奥飛騨観光開発株式会社　・株式会社ひだホテルプラザ
・柏木工株式会社　・高山米穀協業組合　　　・飛騨農業協同組合
・高山信用金庫　　・株式会社アクアテック　・東罐高山株式会社
・日本郵便株式会社　東海支社　　・株式会社打江精機
・宗教法人桜山八幡宮　　　　　　・TFC飛騨株式会社
・株式会社高山グリーンホテル　　・丸新消防株式会社
・田辺製薬吉城工場株式会社　・有限会社森山旅館　・株式会社萬代
・ファーレン東岐阜株式会社　・株式会社ビクトリー　
・医療法人社団大誠会　　　　・株式会社ヤマダヤ
・東海旅客鉄道株式会社　　　・名古屋鉄道株式会社
・三菱ふそうトラック・バス株式会社　・アイシン軽金属株式会社
・有限会社昭栄漁業　・株式会社　叙々苑　・岐阜県警
・陸上自衛隊

［平成29年度］ 就職内定率100％
求人件数 一般就職希望者１名につき 17.4件

蛍
雪
ク
ラ
ス
の
１
週
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例
）

※放課後・土曜日は部活動
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月

授　業（1時限　45分）

総合 活 動部
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火 水 木 金

2
3
4
5
6
7
8

08：45

16：50

※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「大学入学共通テスト」になるだけでなく、各大学の個別学
力検査も少しずつ変化し、受験生の自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や能力を評価するものへと変化していくこと
が予想されます。そのような状況に対応するため、私たちが積極的に導入しているのが、このアクティブ・ラーニングなのです。

アクティブ・ラーニングの導入大学進学

進路選択

新しい大学入試への対応

　平成２９年度より、本校では、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の講義動画から
自分に合った講義を自由に選び視聴できるため、「合格を勝ち
取るためには何が必要か」を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。

タブレットで視聴する講義動画
　本校では、20年来ディ
ベートに力を入れています。
特進Ⅰクラスでは、英語ディ
ベートに取り組んでおり、
一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。

ディベートの実践

　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5年目になります。
生徒自身がテーマを自由に
選び、調査の方法やプレゼ
ンテーションの作成などに

ついて、慶應義塾大学の教授や学生のサポートを受けながら探
究を進めていくため、大学が求めている能力を身に付けること
ができます。

「探究飛騨」の導入

　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
りすることを重視し、生徒の進路希望に応じた進路ガイダンスを年に数回実施して生徒たちに自分の生き方を模索する機会を提供し
ています。

充実したキャリア教育 進路について考える豊富な機会

　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応援しています。

進学を希望する生徒に対する指導
　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講座などを行ってい
ます。また、金融の知識やカードの仕組みを学ぶ金融講座、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、社会で必要な基礎的知識を学ぶことができます。

就職を希望する生徒に対する指導

西高生の部活動
Club Activities

硬式野球部 44名

・春季大会中濃飛騨地区予選 ５位
・春季大会岐阜県予選ベスト16
・飛騨地区高等学校野球大会　４位
・全国高等学校野球選手権岐阜大会 出場
・秋季大会中濃飛騨地区予選　３位
・秋季大会岐阜県予選　出場

　※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 31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3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
・全国高校総体（25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

22名
部員数

バスケットボール部〈男子〉〈女子〉 69名

・全国高校総体　出場（女子）
・東海高校総体　ベスト８（男子・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（男子・女子）
・全国高校選手権大会岐阜県予選
　準優勝（男子・女子）
・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３位（男子）
・地区総体　優勝（男子）（女子20年連続）

部員数

卓球部 20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 44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 23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 19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 31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

・2017年度世界カデットレスリング選手権大会
　男子個人フリー1位
・全国高等学校総合体育大会
　男子個人フリー出場、女子個人フリー第3位
・全国高等学校選抜大会
　男子個人フリー第５位、出場
・第71回国民体育大会
　男子個人グレコ第3位、男子個人フリー第5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
　男子個人グレコ第1位、男子個人フリー第3位
　女子個人フリー第3位
・全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会
　男子個人グレコ第5位、第3位

部員数陸上部 42名

・国民体育大会　女子個人400m 出場
・東海高校総体
　男子個人800m 出場・1500m 8位
　女子個人400m/800m/400mH/走高跳
　　　　　七種競技　出場
　女子リレー　出場
・県高校総体
　男子個人800m 1位・1500m 2位・八種競技 5位
　男子リレー　4×100m/4×400m 出場
　女子個人400m １位・800m 3位
　　　　　100mH 6位・400mH 3位
　　　　　走高跳 3位・七種競技 ４位・総合５位
　女子リレー　4×400m 5位

部員数ウインドアンサンブル部 68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　実行委員長賞
・東海吹奏楽コンクール　出場（23回）
・東海アンサンブルコンテスト　出場
・中部日本吹奏楽コンクール　本大会優勝
・中部日本個人重奏コンテスト岐阜県大会
　個人の部 フルート 金賞
・岐阜県吹奏楽コンクール　金賞
・全国高等学校総合文化祭出場
 （岐阜県代表）（5回）
・嘉義（台湾）国際管楽節　出場

部員数情報ビジネス部 17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２位
　日本語スピード競技　佳良賞
　日本語ワープロ競技　個人３位
・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 24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 17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（9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
・東海新人大会　３位
・岐阜県新人大会　優勝（7回）
・岐阜県選抜選手権大会　優勝（6回）
・地区総体　優勝（14年連続）

部員数
〈男子〉

富山大学 理学部 数学科
平成29年度 3年F組

松岡 慶志郎 さん
（松倉中学校出身）

　高山西高校には大学に進学するための環境が整った最適な場所
です！受験に対応した授業構成、充実した補習、勉強合宿はもちろん、
効果的な学習ができる工夫も毎年進化しています。とくにタブレッ
トでの講義動画の視聴は、スキマ時間にも活用でき、苦手科目克服
や得意科目の理解深化を可能にするスーパーアイテムです。この3
年間を通して、努力と環境が合わさって大きな力になることを実感
しました！

環境と努力が
合わさって
大きな力に！



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
● 夏季補習
● 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（3年）
● 冬季補習（1・2年）

12
● 冬季休業
● センター試験出発式
● 海外語学研修
● 学年末考査（3年）

1
● 学年末考査（1・2年）
● 企業見学（蛍雪）
● ３年生を送る会

2
● 卒業式
● 探究飛騨研修発表会
● 海外研修（修学）旅行
● 親父ゼミナール
● 春季休業
● 春期勉強合宿
● 就職ガイダンス（蛍雪）
● 地元企業説明会（蛍雪）
● 「探求飛騨」研究発表会

3

西高生の年間行事

School Life Event Calendar


