
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

◆ オープンキャンパス
　 　８月17日㈬・18日㈭　
◆ 一日体験入学
　 　10月22日㈯
◆ 特待・推薦入試
　 　１月28日㈯
◆ 一般入試
　 　２月４日㈯
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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２種類のクラス
を用意し、生徒ひとり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
▶高校生活を学習に専念し、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。難関大学進学に対応したカリキュラムで、
ハイレベルな学習にも対応する習熟度別授業を行います。放課後
や休日の進学補習、長期休業中の勉強合宿実施など、厳しさを増
す大学受験に対応します。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を身に
付ける、勉強に打ち込む特別学習コースとなっています。

◎特進Ⅱクラス
▶部活動と学習を両立し、大学・短大・専門学校への進学、就職や公

務員を目指します。習熟度別の授業が行われ、幅広い進路に対応
したカリキュラムで、大学受験から学び直しにまで対応する学習
を行います。部活動引退後の進学補習や個別指導など手厚いサポ
ートも充実しています。進学ガイダンスや就職ガイダンス及び公
務員対策の実施など、高校生活を充実させた、文武両道に励む総
合学習コースとなっています。

進路に応じたクラス分け

勉強に打ち込む特別学習コース

文武両道に励む総合学習コース

　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。

◎ICT教育
▶ひとり一台端末を実現しています。Chromebookを全員に貸与

し、授業、特別活動、家庭学習に活用。ICT活用能力を高め、生徒た
ちの可能性を最大限に引き出していきます。さらに、教室には電
子黒板を導入し、高校生活の様々な場面で利用できるほか、どの
教室にもWi-Fi環境が整っています。

◎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。

▶高山西高校には西高祭、体育祭といった思い出に残る学校行事が
あります。西高祭は今回初めての試みとしてオンラインで開催し
ました。各クラス対抗のクイズ大会や、Tシャツコンテストなどが
行われ、とても盛り上がりました。体育祭では、クラスや学年の垣
根を超えて、各団が優勝目指して全力を尽くします。各団がそれぞ
れの色を出し、ぶつかりあう応援合戦は一番盛り上がる場面です。
こういった行事は普段は得ることのできない達成感や、心に焼き
付くものがあります。また、仲間とひとつの目標に向かうことの価
値を知ることができます。

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や英検

などの受験、英語スピーチコンテストへの参加、英語ディベート
（特進Ⅰ）への取り組みなど、充実した英語教育を行っています。

◎海外への修学旅行と語学研修・留学制度
▶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

を学ぶとともに、グローバルな視点を身につけます。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、高校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
板屋 颯汰さん
（古川中学校出身）

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推進校
▶「飛騨から世界へ、世界から飛騨へ」をテーマに慶應義塾大学教

授・学生・院生の指導のもと、飛騨の魅力、課題等を探究し、その
魅力を世界に発信する取り組みを行います。
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覚悟を持って
耐え抜く力で
目標達成

手厚い指導と
共に戦う仲間に
感謝の３年間

宝物となった
同じ志を持つ
仲間たち

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。  

◎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　　　　　・東京都立大学

・東京医科歯科大学　　・東京外国語大学　　・東京学芸大学

・東京工業大学　　・東京農工大学　・一橋大学　・埼玉大学

・横浜国立大学　　・山形大学　　　・信州大学　・富山大学

・静岡大学　　　　・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　　　　・広島大学　　　・香川大学

・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

・法政大学　　　・中央大学　　　・成蹊大学　　・学習院大学

・国際基督教大学　　　・東京女子医科大学　　　・順天堂大学

・東海大学　　　・國學院大学　　・東京農業大学　・愛知大学

・愛知医科大学　・藤田医科大学　・中京大学　　　・南山大学

・名城大学　　　・朝日大学　　　・同志社大学　・立命館大学

・龍谷大学　　　・関西大学　　　・近畿大学

・関西学院大学　・兵庫医科大学　他

これまでの主な合格先
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Advanced ClassⅠ

東京学芸大学 教育学部
中等教育教員養成課程
令和３年度 ３年G組

原田 みこと さん
（日枝中学校出身）

私は教師になるという夢をかなえるために、高山西高校に入学し
ました。わかりやすく密度の濃い授業を、高い目標をもつ仲間たち
と共に受けることができ、とても充実した3年間だったと思います。
進路に関しても、夢をかなえるための道を最後まで探し続けてく
ださり、そのおかげで、私は目標を達成することができました。高
山西高校の特進Ⅰクラスでなければ達成できなかったし、ここまで
真剣に勉強に向きあえていなかったと思います。手厚く指導して
くださった先生方や、共に戦ってくれた仲間に感謝しています。

静岡大学 人文社会科学部 社会学科
令和３年度 ３年Ｇ組

垣内 彩花 さん
（古川中学校出身）

私は国公立大学への進学を目標に、高山西高校へ進学しました。
入学当初は、中学時の学習法が通用せず戸惑い、手探りの日々が
続きました。しかし、先生方のご指導のもと、３年間同じ志を持つ仲
間と共に切磋琢磨することで、自分なりの学習法を確立させること
ができました。特進Ⅰクラスに身を置いたからこそ、諦めないで勉強
に打ち込むことができたと思います。厳しく優しい先生方、個性豊
かなクラスメイトとの学校生活は充実したものでした。共に目標に
向かって歩んだ日々は、私にとってかけがえのない宝物です。

名古屋大学 医学部 保健学科
令和３年度 ３年G組

美素 利香 さん
（松倉中学校出身）

目標とする大学に合格することは、決して簡単ではありませんでし
た。何かを得るためには何かを捨てる覚悟がないといけません。そ
の覚悟を持てるようになったのは、周りの仲間や先生方のおかげ
でした。高山西高校でなければ、私は途中で諦めてしまっていたと
思います。そして、苦しいことも辛いことも耐え抜く力をつけ、自分
に自信が持てるようになり、私は目標としていた名古屋大学に合格
することができました。共に鼓舞しあえる仲間、質の高い授業をし、
親身になってくださる先生方と出会えたことに感謝しています。

私は高山西高校でとても充実した3年間を過ごすことができまし
た。入学当初は、学習内容や勉強量などの面で、中学からの大幅な
変化に苦しんだこともありましたが、先生方がサポートしてくだ
さったり、学校で自習時間が確保されていたりして、次第に大学受
験に見合った学習スタイルを確立していくことができました。また、
進路指導ではできるだけ多くの可能性を探ってくださり、様々な対
策を施してくださいました。今後の人生に大きく関わるこの3年間
を、高山西高校で過ごせたことは本当に良かったと思っています。

西高で過ごした
人生に関わる
充実の３年間
名古屋大学 医学部 医学科
令和３年度 ３年G組

田口 慶 さん
（東山中学校出身）

私の中学時代は熱心に勉強に取り組んでいませんでした。しかし、
医師になるという夢のために高校の3年間は足掻いてみたいと思
い、選んだのが高山西高校です。ひとりだったら諦めてしまうよう
な学習量にも、同じ志を持つクラスの仲間と励ましあいながら取り
組んでいくことができました。また、バス通学で補習に参加できな
い日が多くありましたが、先生方の手厚いサポートのおかげで通学
のハンデを感じませんでした。高山西高校だからこそ、自分の人生
を決める大切な3年間を有意義なものにできたと感じています。

通学のハンデ
感じさせない
手厚いサポート

３年間学習に専念し、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。難関大学進学に対
応したカリキュラムで、ハイレベルな学習にも対応する習熟度別授業を行います。放課後や休日の進
学補習、長期休暇中の勉強合宿実施など、厳しさを増す大学受験に対応します。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を身に付ける、勉強に打
ち込む特別学習コースとなっています。

● 放課後や土曜日に行われる進学補習
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。

● タブレットを利用した講義動画の視聴
特進Ⅰクラス全員に貸与されるiPadで、基礎・基本レベ
ルから大学入試レベルまでの多種多様な講義動画から、
自分に合った講義を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勉強合宿
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。

● 生徒の興味・関心に応える課外メニュー
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。

岐阜大学 医学部 医学科
令和３年度 ３年G組

池田 紗葵 さん
（北稜中学校出身）



覚悟を持って
耐え抜く力で
目標達成

手厚い指導と
共に戦う仲間に
感謝の３年間

宝物となった
同じ志を持つ
仲間たち

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。  

◎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　　　　　・東京都立大学

・東京医科歯科大学　　・東京外国語大学　　・東京学芸大学

・東京工業大学　　・東京農工大学　・一橋大学　・埼玉大学

・横浜国立大学　　・山形大学　　　・信州大学　・富山大学

・静岡大学　　　　・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　　　　・広島大学　　　・香川大学

・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

・法政大学　　　・中央大学　　　・成蹊大学　　・学習院大学

・国際基督教大学　　　・東京女子医科大学　　　・順天堂大学

・東海大学　　　・國學院大学　　・東京農業大学　・愛知大学

・愛知医科大学　・藤田医科大学　・中京大学　　　・南山大学

・名城大学　　　・朝日大学　　　・同志社大学　・立命館大学

・龍谷大学　　　・関西大学　　　・近畿大学

・関西学院大学　・兵庫医科大学　他

これまでの主な合格先

入学と同時に始まる
夢への「挑戦」
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進
Ⅰ
ク
ラ
ス
の
１
週
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例
）

※放課後・土曜日は補習
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特進Ⅰ
クラス

Advanced ClassⅠ

東京学芸大学 教育学部
中等教育教員養成課程
令和３年度 ３年G組

原田 みこと さん
（日枝中学校出身）

私は教師になるという夢をかなえるために、高山西高校に入学し
ました。わかりやすく密度の濃い授業を、高い目標をもつ仲間たち
と共に受けることができ、とても充実した3年間だったと思います。
進路に関しても、夢をかなえるための道を最後まで探し続けてく
ださり、そのおかげで、私は目標を達成することができました。高
山西高校の特進Ⅰクラスでなければ達成できなかったし、ここまで
真剣に勉強に向きあえていなかったと思います。手厚く指導して
くださった先生方や、共に戦ってくれた仲間に感謝しています。

静岡大学 人文社会科学部 社会学科
令和３年度 ３年Ｇ組

垣内 彩花 さん
（古川中学校出身）

私は国公立大学への進学を目標に、高山西高校へ進学しました。
入学当初は、中学時の学習法が通用せず戸惑い、手探りの日々が
続きました。しかし、先生方のご指導のもと、３年間同じ志を持つ仲
間と共に切磋琢磨することで、自分なりの学習法を確立させること
ができました。特進Ⅰクラスに身を置いたからこそ、諦めないで勉強
に打ち込むことができたと思います。厳しく優しい先生方、個性豊
かなクラスメイトとの学校生活は充実したものでした。共に目標に
向かって歩んだ日々は、私にとってかけがえのない宝物です。

名古屋大学 医学部 保健学科
令和３年度 ３年G組

美素 利香 さん
（松倉中学校出身）

目標とする大学に合格することは、決して簡単ではありませんでし
た。何かを得るためには何かを捨てる覚悟がないといけません。そ
の覚悟を持てるようになったのは、周りの仲間や先生方のおかげ
でした。高山西高校でなければ、私は途中で諦めてしまっていたと
思います。そして、苦しいことも辛いことも耐え抜く力をつけ、自分
に自信が持てるようになり、私は目標としていた名古屋大学に合格
することができました。共に鼓舞しあえる仲間、質の高い授業をし、
親身になってくださる先生方と出会えたことに感謝しています。

私は高山西高校でとても充実した3年間を過ごすことができまし
た。入学当初は、学習内容や勉強量などの面で、中学からの大幅な
変化に苦しんだこともありましたが、先生方がサポートしてくだ
さったり、学校で自習時間が確保されていたりして、次第に大学受
験に見合った学習スタイルを確立していくことができました。また、
進路指導ではできるだけ多くの可能性を探ってくださり、様々な対
策を施してくださいました。今後の人生に大きく関わるこの3年間
を、高山西高校で過ごせたことは本当に良かったと思っています。

西高で過ごした
人生に関わる
充実の３年間
名古屋大学 医学部 医学科
令和３年度 ３年G組

田口 慶 さん
（東山中学校出身）

私の中学時代は熱心に勉強に取り組んでいませんでした。しかし、
医師になるという夢のために高校の3年間は足掻いてみたいと思
い、選んだのが高山西高校です。ひとりだったら諦めてしまうよう
な学習量にも、同じ志を持つクラスの仲間と励ましあいながら取り
組んでいくことができました。また、バス通学で補習に参加できな
い日が多くありましたが、先生方の手厚いサポートのおかげで通学
のハンデを感じませんでした。高山西高校だからこそ、自分の人生
を決める大切な3年間を有意義なものにできたと感じています。

通学のハンデ
感じさせない
手厚いサポート

３年間学習に専念し、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。難関大学進学に対
応したカリキュラムで、ハイレベルな学習にも対応する習熟度別授業を行います。放課後や休日の進
学補習、長期休暇中の勉強合宿実施など、厳しさを増す大学受験に対応します。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を身に付ける、勉強に打
ち込む特別学習コースとなっています。

● 放課後や土曜日に行われる進学補習
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。

● タブレットを利用した講義動画の視聴
特進Ⅰクラス全員に貸与されるiPadで、基礎・基本レベ
ルから大学入試レベルまでの多種多様な講義動画から、
自分に合った講義を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勉強合宿
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。

● 生徒の興味・関心に応える課外メニュー
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。

岐阜大学 医学部 医学科
令和３年度 ３年G組

池田 紗葵 さん
（北稜中学校出身）



最高の仲間と
支えあいながら
達成感を味わう

全力で取り組んだ
高校生活で
夢の実現

特進Ⅱ
クラス

Advanced ClassⅡ

筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科
令和３年度 ３年J組（情報ビジネス部）

武田 晴彦 さん
（日枝中学校出身）

高校では、学習と部活動の両立が難しいと理解していましたが、だ
からこそ両立を目指したい、人として成長したいと考えて高山西高
校への進学を決めました。この３年間を通して、やはり両立の難し
さを実感しました。しかし、先生方の熱心な指導や充実したサポー
ト体制があったおかげで、大学進学に必要な学力を身につけること
ができました。また、部活動では両立の苦しさや目標を共有しあえ
る仲間と切磋琢磨して、「全国優勝」という目標を達成しました。夢
の実現に向け、全力で取り組める環境が高山西高校の魅力です。

筑波大学 体育専門学群
令和３年度 ３年I組（剣道部）

阪野 理達 さん
（竜海［愛知］中学校出身）

剣道で日本一になりたいと思い、高山西高校に入学しました。親元
を離れての高校生活は不安で一杯でしたが、先生方をはじめ、剣
道部、クラスの仲間に支えられ、夢の実現へ向けて邁進することが
できました。コロナ禍の影響で満足な練習はできませんでしたが、
それを力に変えられたと思います。日本一になるという夢はかな
えられませんでしたが、それ以上の達成感を味わうことができまし
た。高山西高校には、本気でサポートしてくださる先生方がいて、
嬉しい時も辛い時も共に支え、励ましあえる最高の仲間がいます。

高山西高校の素晴らしさは大きく２つあります。一つ目は資格取得
に対して個別に対策してくれるサポート体制の厚さです。資格別に
先生方が様々な対策をしてくれます。二つ目は迅速に生徒のため
に動いてくれるところです。登校自粛期間中にはいち早くオンライ
ン授業に切り替え、少しでも受験勉強が進められるようにすぐに対
応してくれました。おかげで勉強が遅れることはありませんでした。
日々の学習や部活動でのサポートはもちろんのこと、多岐にわたっ
て私たちを支えてくださった高山西高校には感謝しかありません。

多岐にわたる
サポート体制に
感謝の３年間
金沢大学 人間社会学域 経済学類
令和３年度 ３年J組（バドミントン部）

松本 大夏 さん
（松倉中学校出身）

二つの夢を
達成可能にする
充実した環境
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科
令和３年度 ３年J組（男子バスケットボール部）

角竹 正多 さん
（東山中学校出身）

私は志望校合格と全国大会出場という2つの目標を掲げ高山西高
校に入学しました。入学当初、部活動と勉強の両立はとても大変で
した。しかし、周りには勉強に意欲的に取り組むクラスメイト、目標を
掲げ共に切磋琢磨したチームメイト、そして生徒の目標に真摯に向
き合ってくださる先生方がいました。この充実した環境があったか
らこそ私の掲げた2つの目標を達成できたのだと思います。高い志
を持ち、努力できたのは高山西高校だったからです。コロナ禍では
ありましたが充実した学校生活が送れたことに感謝しています。

部活動と学習を両立し、幅広い進路に対応したカリキュラムで、大学・短大・専門学校への進学、就職
や公務員を目指します。習熟度別の授業が行われ、大学受験から学び直しにまで対応する学習を行い
ます。部活動引退後の進学補習や、就職・公務員対策などの個別指導をはじめとする手厚いサポート
も充実しています。進学ガイダンスや就職ガイダンス及び公務員対策の実施など、キャリア教育も充
実する、文武両道に励む総合学習コースとなっています。 

努力する仲間と
共に貫いた
文武両道
名古屋大学 工学部 マテリアル工学科
令和３年度 ３年J組（ウインドアンサンブル部）

髙澤 千佳 さん
（北稜中学校出身）

私は、部活動に励みながらも大学進学に必要な学力を身に付けた
いと思い、高山西高校の特進IIクラスを選びました。部活動に一生
懸命に取り組みつつ、勉強にも手を抜かない生活を送るのは本当
に大変でした。辛い日々も多くありましたが、私を支えてくれる沢
山の人がいました。夢をかなえるために努力する仲間や志望校合
格のために様々なサポートをしてくださる先生方に支えられ、最後
まで文武両道を貫くことができました。部活動での多くの経験、そ
して志望校の合格は、高山西高校だからこそ得られたものです。

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行われます。全国
大会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。部活動では、高い目標を
かかげて行われる中身の濃いトレーニング
が行われています。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。それら
の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
につけた人間力が、社会人としての「資質」
や夢を実現する大きな源となるのです。

文武両道の生活が育む「力」と「自信」、
そして高校生活で身につける社会人としての「資質」

● 自分の進路を模索できる充実したプログラム
「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。進学ガイダンス、就職ガイダンス、公務員対策をは
じめ、多くのチャンスが用意されています。

● 部活動引退後すぐに進学補習を開始
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。

● 入学時からChromebookでICT教育
ひとり一台端末には、Chromebookを活用しています。
さらに、大学進学を目指す３年生に貸与されるiPadで、
基礎・基本レベルから大学入試レベルまでの多種多様な
講義動画を自由に視聴し、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。

◎国公立四年制大学
・京都大学　・名古屋大学　・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　・高知大学　　　　　　・筑波技術大学
・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　・東京理科大学　・明治大学
・青山学院大学　・立教大学　　　・法政大学　　　・中央大学
・神田外国語大学　・北里大学　　・国学院大学　　・駒澤大学
・芝浦工業大学　　・成蹊大学　　・専修大学　　　・東洋大学
・日本大学　　　　・国士舘大学　・東海大学　・新潟薬科大学
・岐阜聖徳学園大学　・愛知大学　・中京大学　・南山大学
・名城大学　・京都外国語大学　・立命館大学　・龍谷大学
・関西大学　・近畿大学　　　　・関西学院大学　他

◎短期大学
・岐阜市立女子短期大学　　　　・京都外国語短期大学
・関西外国語大学短期大学　　　・龍谷大学短期大学部
・名古屋短期大学　　　　　　　・名古屋女子大学短期大学
・岐阜聖徳学園大学短期大学部　・大垣女子短期大学
・平成医療短期大学　　　　　　・中部学院大学短期大学部
・高山自動車短期大学　他

これまでの主な合格先
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※放課後・土曜日は部活動
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最高の仲間と
支えあいながら
達成感を味わう

全力で取り組んだ
高校生活で
夢の実現

特進Ⅱ
クラス

Advanced ClassⅡ

筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科
令和３年度 ３年J組（情報ビジネス部）

武田 晴彦 さん
（日枝中学校出身）

高校では、学習と部活動の両立が難しいと理解していましたが、だ
からこそ両立を目指したい、人として成長したいと考えて高山西高
校への進学を決めました。この３年間を通して、やはり両立の難し
さを実感しました。しかし、先生方の熱心な指導や充実したサポー
ト体制があったおかげで、大学進学に必要な学力を身につけること
ができました。また、部活動では両立の苦しさや目標を共有しあえ
る仲間と切磋琢磨して、「全国優勝」という目標を達成しました。夢
の実現に向け、全力で取り組める環境が高山西高校の魅力です。

筑波大学 体育専門学群
令和３年度 ３年I組（剣道部）

阪野 理達 さん
（竜海［愛知］中学校出身）

剣道で日本一になりたいと思い、高山西高校に入学しました。親元
を離れての高校生活は不安で一杯でしたが、先生方をはじめ、剣
道部、クラスの仲間に支えられ、夢の実現へ向けて邁進することが
できました。コロナ禍の影響で満足な練習はできませんでしたが、
それを力に変えられたと思います。日本一になるという夢はかな
えられませんでしたが、それ以上の達成感を味わうことができまし
た。高山西高校には、本気でサポートしてくださる先生方がいて、
嬉しい時も辛い時も共に支え、励ましあえる最高の仲間がいます。

高山西高校の素晴らしさは大きく２つあります。一つ目は資格取得
に対して個別に対策してくれるサポート体制の厚さです。資格別に
先生方が様々な対策をしてくれます。二つ目は迅速に生徒のため
に動いてくれるところです。登校自粛期間中にはいち早くオンライ
ン授業に切り替え、少しでも受験勉強が進められるようにすぐに対
応してくれました。おかげで勉強が遅れることはありませんでした。
日々の学習や部活動でのサポートはもちろんのこと、多岐にわたっ
て私たちを支えてくださった高山西高校には感謝しかありません。

多岐にわたる
サポート体制に
感謝の３年間
金沢大学 人間社会学域 経済学類
令和３年度 ３年J組（バドミントン部）

松本 大夏 さん
（松倉中学校出身）

二つの夢を
達成可能にする
充実した環境
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科
令和３年度 ３年J組（男子バスケットボール部）

角竹 正多 さん
（東山中学校出身）

私は志望校合格と全国大会出場という2つの目標を掲げ高山西高
校に入学しました。入学当初、部活動と勉強の両立はとても大変で
した。しかし、周りには勉強に意欲的に取り組むクラスメイト、目標を
掲げ共に切磋琢磨したチームメイト、そして生徒の目標に真摯に向
き合ってくださる先生方がいました。この充実した環境があったか
らこそ私の掲げた2つの目標を達成できたのだと思います。高い志
を持ち、努力できたのは高山西高校だったからです。コロナ禍では
ありましたが充実した学校生活が送れたことに感謝しています。

部活動と学習を両立し、幅広い進路に対応したカリキュラムで、大学・短大・専門学校への進学、就職
や公務員を目指します。習熟度別の授業が行われ、大学受験から学び直しにまで対応する学習を行い
ます。部活動引退後の進学補習や、就職・公務員対策などの個別指導をはじめとする手厚いサポート
も充実しています。進学ガイダンスや就職ガイダンス及び公務員対策の実施など、キャリア教育も充
実する、文武両道に励む総合学習コースとなっています。 

努力する仲間と
共に貫いた
文武両道
名古屋大学 工学部 マテリアル工学科
令和３年度 ３年J組（ウインドアンサンブル部）

髙澤 千佳 さん
（北稜中学校出身）

私は、部活動に励みながらも大学進学に必要な学力を身に付けた
いと思い、高山西高校の特進IIクラスを選びました。部活動に一生
懸命に取り組みつつ、勉強にも手を抜かない生活を送るのは本当
に大変でした。辛い日々も多くありましたが、私を支えてくれる沢
山の人がいました。夢をかなえるために努力する仲間や志望校合
格のために様々なサポートをしてくださる先生方に支えられ、最後
まで文武両道を貫くことができました。部活動での多くの経験、そ
して志望校の合格は、高山西高校だからこそ得られたものです。

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行われます。全国
大会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。部活動では、高い目標を
かかげて行われる中身の濃いトレーニング
が行われています。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。それら
の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
につけた人間力が、社会人としての「資質」
や夢を実現する大きな源となるのです。

文武両道の生活が育む「力」と「自信」、
そして高校生活で身につける社会人としての「資質」

● 自分の進路を模索できる充実したプログラム
「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。進学ガイダンス、就職ガイダンス、公務員対策をは
じめ、多くのチャンスが用意されています。

● 部活動引退後すぐに進学補習を開始
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。

● 入学時からChromebookでICT教育
ひとり一台端末には、Chromebookを活用しています。
さらに、大学進学を目指す３年生に貸与されるiPadで、
基礎・基本レベルから大学入試レベルまでの多種多様な
講義動画を自由に視聴し、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。

◎国公立四年制大学
・京都大学　・名古屋大学　・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　・高知大学　　　　　　・筑波技術大学
・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　・東京理科大学　・明治大学
・青山学院大学　・立教大学　　　・法政大学　　　・中央大学
・神田外国語大学　・北里大学　　・国学院大学　　・駒澤大学
・芝浦工業大学　　・成蹊大学　　・専修大学　　　・東洋大学
・日本大学　　　　・国士舘大学　・東海大学　・新潟薬科大学
・岐阜聖徳学園大学　・愛知大学　・中京大学　・南山大学
・名城大学　・京都外国語大学　・立命館大学　・龍谷大学
・関西大学　・近畿大学　　　　・関西学院大学　他

◎短期大学
・岐阜市立女子短期大学　　　　・京都外国語短期大学
・関西外国語大学短期大学　　　・龍谷大学短期大学部
・名古屋短期大学　　　　　　　・名古屋女子大学短期大学
・岐阜聖徳学園大学短期大学部　・大垣女子短期大学
・平成医療短期大学　　　　　　・中部学院大学短期大学部
・高山自動車短期大学　他
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部活動引退後
万全な体制での
受験対応

Advanced ClassⅡ

名城大学 理工学部 数学科
令和３年度 ３年H組（陸上部）

石本 湧大 さん
（中山中学校出身）

私は部活動と学習の両立を目指し、高山西高校に入学しました。部
活動では共に厳しい練習を乗り越える仲間、支えてくれる指導者に
出会い、陸上に打ち込むことができました。部活動を引退後、受験
に取り組めるようにサポートをしていただけたおかげで、すぐに勉
学に励むことができました。高山西高校では苦楽を共にする仲間、
何事にも真摯に向き合ってくださる先生方に恵まれました。そして、
夢を見つけ目標をかなえるために一生懸命取り組めました。私は
高山西高校で3年間を過ごせて本当によかったと思っています。

入学当初、学習面では不安ばかりでした。しかし、支えてくれる仲間
や真摯に向き合ってくださる先生方のおかげで、頑張り抜くことが
できました。部活動では３年次に部長を任されました。リーダー経
験のない私にはその役割を果たせるのか不安でしたが、相談に
乗ってくれる部員の助けもあり大役をこなすことができました。３
年間で自分自身が大きく成長したなと実感でき、何事にも自信を
持てるようになりました。また、支えてくれる仲間の大切さも知りま
した。高山西高校で学んだことを活かして就職先でも頑張ります。

仲間に支えられ
大きく成長した
３年間
飛騨信用組合
令和３年度 ３年A組（美術部）

西岡 真智子 さん
（松倉中学校出身）

憧れの職業に
近づけてくれた
高校生活に感謝
東海旅客鉄道株式会社
令和３年度 ３年I組（情報ビジネス部）

小坂 永太 さん
（松倉中学校出身）

決して諦めずに
鍛え高めて
全国制覇達成
専修大学 経済学部 現代経済学科
令和３年度 ３年I組（レスリング部）

高原 崇陽 さん
（東山中学校出身）

私はこの３年間「全国大会で優勝する」という目標に向かって、高
山西高校でレスリングを頑張ってきました。１年次には全国大会に
出場することはできましたが、なかなか勝てませんでした。２年次
にはコロナ禍の影響で主だった大会が実施されず、思うような成果
が残せないもどかしい時期が続きました。しかし、自分の目標に向
かって最後まで諦めず練習に取り組んだおかげで、3年次に全国
大会で優勝することができました。高山西高校で、色々な人に支え
られながら３年間で自分自身を鍛え高められたからだと思います。

高山西高校に入学した理由は「夢かなえる！」という理念があるか
らです。高山西高校ならば、将来鉄道会社で働くという私の夢を
かなえることができると思いました。夢の実現に向け、就職試験に
必要な基礎学力を身につけるために計画を立てて一生懸命学習
しました。また、先生方が何度も面接練習をしてくださったおかげ
で、試験本番は緊張することなく自分の思いを伝えることができ
ました。高校生活を頑張ったことで、希望の職に就けたと思います。
社会に出ても高山西高校で学んだことを活かしていきたいです。

文武両道で
多くを学び
志望校合格
岐阜県立看護大学 看護学部 看護学科
令和３年度 ３年J組（ウインドアンサンブル部）

杉野 里利華 さん
（養老東部中学校出身）

私はウインドアンサンブル部での活躍と大学進学という夢を実現
するために高山西高校に入学しました。部活動では毎日の基礎練習
を大切にしながら日本一をめざしてきました。演奏技術だけでなく
人としても大きく成長できたと思います。学習では先生方が時間を
割いて丁寧に教えてくださったおかげで、朝から夜遅くまで学習に
集中することができ、第一志望校の合格という夢をかなえることが
できました。親元を離れての寮生活でしたが、部活動も勉強も両立
することができる高山西高校に入学して本当に良かったと思います。

● 基礎力重視の授業と諸検定・公務員試験対策
就職希望者には、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、諸検定取得対策や公務員試験対策も行っています。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。

● 企業実習（インターンシップ）
１年生で企業見学、２年生で企業実習を行います。地元の
企業での実習を通して、自分の適性を知り、職業観や社会
人として必要なスキルを考える機会を設けています。

● 就職試験を想定した面接練習
本校の指導陣が行う面接練習の他に、地元企業の人事担
当の方々による面接練習を行っています。人事担当の
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。

● ICT・クラウド活用能力を高める取り組み
現代のネットワーク社会に適応できるスキル習得のた
め、ICT・クラウドを活用した情報処理の授業や、オンラ
インでの学習を進めます。

・高山信用金庫　・飛騨信用組合　・飛騨農業協同組合

・（株）高山グリーンホテル　・（株）ひだホテルプラザ　

・（株）ホテル高山宝生閣　　・（株）セラヴィリゾート泉郷 

・（株）打江精機　　　・東罐高山（株）　・斐太自動車部品（株） 

・平和メディク（株）　・（有）サンケア　・アルプス薬品工業（株）

・日本レヂボン（株）　・古川製材（株）

・ニプロファーマ飛騨工場（株）　（株）ファミリーストアさとう

・（株）駿河屋魚一　・（株）バローホールディングス　・（株）鉞組

・翔建設（同）　　・（医）医仁会加藤病院（香蘭荘）　・（医）いずみ会

・（福）ケア２１　・（福）飛騨慈光会　　　　　　　・（有）渡辺酒造

・斐太自動車部品（株）　・（有）永瀬板金工業所　　・（有）松喜すし

・東海旅客鉄道（株）　　・アイシン軽金属（株）　　・イビデン（株）

・日本郵便（株）　他

◎専門学校

・岐阜県立衛生専門学校　　　　・ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校

・下呂看護専門学校　　　　　　・公立春日井小牧看護専門学校

・公立西知多看護専門学校　　　・中部労災看護専門学校

・富山赤十字看護専門学校　　　・朝日大学歯科衛生士専門学校

・ナゴノ福祉歯科医療専門学校　・中和医療専門学校

・東海医療科学専門学校　　　　・中日本航空専門学校

・東海工業専門学校　　　　　　・愛知美容専門学校

・名古屋辻学園調理専門学校　　・あいち造形デザイン専門学校

・ユマニテク看護助産専門学校　・富山県理容美容専門学校

・金沢医療技術専門学校　他

◎その他

・税務大学校　・岐阜県農業大学校

・岐阜県立国際たくみアカデミー　・愛知県職員　・岐阜県職員

・岐阜県警察　・財務省　　　・警視庁　　　・東京消防庁

・高山市役所　・陸上自衛隊　・航空自衛隊　・海上自衛隊　他

これまでの主な合格先

これまでの主な就職先



部活動引退後
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Advanced ClassⅡ

名城大学 理工学部 数学科
令和３年度 ３年H組（陸上部）

石本 湧大 さん
（中山中学校出身）

私は部活動と学習の両立を目指し、高山西高校に入学しました。部
活動では共に厳しい練習を乗り越える仲間、支えてくれる指導者に
出会い、陸上に打ち込むことができました。部活動を引退後、受験
に取り組めるようにサポートをしていただけたおかげで、すぐに勉
学に励むことができました。高山西高校では苦楽を共にする仲間、
何事にも真摯に向き合ってくださる先生方に恵まれました。そして、
夢を見つけ目標をかなえるために一生懸命取り組めました。私は
高山西高校で3年間を過ごせて本当によかったと思っています。

入学当初、学習面では不安ばかりでした。しかし、支えてくれる仲間
や真摯に向き合ってくださる先生方のおかげで、頑張り抜くことが
できました。部活動では３年次に部長を任されました。リーダー経
験のない私にはその役割を果たせるのか不安でしたが、相談に
乗ってくれる部員の助けもあり大役をこなすことができました。３
年間で自分自身が大きく成長したなと実感でき、何事にも自信を
持てるようになりました。また、支えてくれる仲間の大切さも知りま
した。高山西高校で学んだことを活かして就職先でも頑張ります。

仲間に支えられ
大きく成長した
３年間
飛騨信用組合
令和３年度 ３年A組（美術部）

西岡 真智子 さん
（松倉中学校出身）

憧れの職業に
近づけてくれた
高校生活に感謝
東海旅客鉄道株式会社
令和３年度 ３年I組（情報ビジネス部）

小坂 永太 さん
（松倉中学校出身）

決して諦めずに
鍛え高めて
全国制覇達成
専修大学 経済学部 現代経済学科
令和３年度 ３年I組（レスリング部）

高原 崇陽 さん
（東山中学校出身）

私はこの３年間「全国大会で優勝する」という目標に向かって、高
山西高校でレスリングを頑張ってきました。１年次には全国大会に
出場することはできましたが、なかなか勝てませんでした。２年次
にはコロナ禍の影響で主だった大会が実施されず、思うような成果
が残せないもどかしい時期が続きました。しかし、自分の目標に向
かって最後まで諦めず練習に取り組んだおかげで、3年次に全国
大会で優勝することができました。高山西高校で、色々な人に支え
られながら３年間で自分自身を鍛え高められたからだと思います。

高山西高校に入学した理由は「夢かなえる！」という理念があるか
らです。高山西高校ならば、将来鉄道会社で働くという私の夢を
かなえることができると思いました。夢の実現に向け、就職試験に
必要な基礎学力を身につけるために計画を立てて一生懸命学習
しました。また、先生方が何度も面接練習をしてくださったおかげ
で、試験本番は緊張することなく自分の思いを伝えることができ
ました。高校生活を頑張ったことで、希望の職に就けたと思います。
社会に出ても高山西高校で学んだことを活かしていきたいです。

文武両道で
多くを学び
志望校合格
岐阜県立看護大学 看護学部 看護学科
令和３年度 ３年J組（ウインドアンサンブル部）

杉野 里利華 さん
（養老東部中学校出身）

私はウインドアンサンブル部での活躍と大学進学という夢を実現
するために高山西高校に入学しました。部活動では毎日の基礎練習
を大切にしながら日本一をめざしてきました。演奏技術だけでなく
人としても大きく成長できたと思います。学習では先生方が時間を
割いて丁寧に教えてくださったおかげで、朝から夜遅くまで学習に
集中することができ、第一志望校の合格という夢をかなえることが
できました。親元を離れての寮生活でしたが、部活動も勉強も両立
することができる高山西高校に入学して本当に良かったと思います。

● 基礎力重視の授業と諸検定・公務員試験対策
就職希望者には、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、諸検定取得対策や公務員試験対策も行っています。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。

● 企業実習（インターンシップ）
１年生で企業見学、２年生で企業実習を行います。地元の
企業での実習を通して、自分の適性を知り、職業観や社会
人として必要なスキルを考える機会を設けています。

● 就職試験を想定した面接練習
本校の指導陣が行う面接練習の他に、地元企業の人事担
当の方々による面接練習を行っています。人事担当の
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。

● ICT・クラウド活用能力を高める取り組み
現代のネットワーク社会に適応できるスキル習得のた
め、ICT・クラウドを活用した情報処理の授業や、オンラ
インでの学習を進めます。

・高山信用金庫　・飛騨信用組合　・飛騨農業協同組合

・（株）高山グリーンホテル　・（株）ひだホテルプラザ　

・（株）ホテル高山宝生閣　　・（株）セラヴィリゾート泉郷 

・（株）打江精機　　　・東罐高山（株）　・斐太自動車部品（株） 

・平和メディク（株）　・（有）サンケア　・アルプス薬品工業（株）

・日本レヂボン（株）　・古川製材（株）

・ニプロファーマ飛騨工場（株）　（株）ファミリーストアさとう

・（株）駿河屋魚一　・（株）バローホールディングス　・（株）鉞組

・翔建設（同）　　・（医）医仁会加藤病院（香蘭荘）　・（医）いずみ会

・（福）ケア２１　・（福）飛騨慈光会　　　　　　　・（有）渡辺酒造

・斐太自動車部品（株）　・（有）永瀬板金工業所　　・（有）松喜すし

・東海旅客鉄道（株）　　・アイシン軽金属（株）　　・イビデン（株）

・日本郵便（株）　他

◎専門学校

・岐阜県立衛生専門学校　　　　・ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校

・下呂看護専門学校　　　　　　・公立春日井小牧看護専門学校

・公立西知多看護専門学校　　　・中部労災看護専門学校

・富山赤十字看護専門学校　　　・朝日大学歯科衛生士専門学校

・ナゴノ福祉歯科医療専門学校　・中和医療専門学校

・東海医療科学専門学校　　　　・中日本航空専門学校

・東海工業専門学校　　　　　　・愛知美容専門学校

・名古屋辻学園調理専門学校　　・あいち造形デザイン専門学校

・ユマニテク看護助産専門学校　・富山県理容美容専門学校

・金沢医療技術専門学校　他

◎その他

・税務大学校　・岐阜県農業大学校

・岐阜県立国際たくみアカデミー　・愛知県職員　・岐阜県職員

・岐阜県警察　・財務省　　　・警視庁　　　・東京消防庁

・高山市役所　・陸上自衛隊　・航空自衛隊　・海上自衛隊　他

これまでの主な合格先

これまでの主な就職先



　今、大学入試が大きく変わってきました。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

　生徒全員にChromebookを貸与、さらに受験生たちには
iPadを貸与することにより、大学入試レベルの講義動画を自由
に視聴できます。「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、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。ひとり一
台端末の実現により、授業、特別活動、家庭学習などあらゆる場
面でICT活用能力を身に付けらます。

ひとり一台端末
　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、 昨年度も全国高校
生英語ディベート大会（４
年連続１4回目）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９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
　地元企業見学会や説明会、企業実習（インターンシップ）、
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、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
●春季大会岐阜県予選 ベスト16

●全国高等学校野球選手権岐阜大会 ベスト16

●秋季大会岐阜県予選 ベスト16

　※飛騨から甲子園！！を目指して頑張ってい
ます！

47名
部員数剣道部

●全国高校総体
男子団体・個人ベスト16
女子団体出場・女子個人ベスト８

●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　男子団体ベスト8
●全国選抜大会　男子団体ベスト8 ／女子団体出場
●東海高校総体

男子団体準優勝／女子団体優勝・個人３位
●全国高校総体岐阜県予選

男子団体優勝・個人優勝／女子団体優勝・個人優勝
●東海選抜高校剣道大会 

男子団体優勝／女子団体準優勝
●岐阜県新人大会　男女団体優勝　男女個人優勝

46名
部員数アーチェリー部

●全国高校総体
男子個人２位・団体３位
女子個人３位・団体２位

●国民体育大会　女子個人２位・団体４位
●全国高校選抜大会

男子個人３位／女子個人２位
●東海高校総体

男子個人優勝・団体優勝／女子団体２位
●全国高校総体岐阜県予選

男子個人・団体優勝／女子個人・団体優勝

22名
部員数

バスケットボール部〈男子〉

●ウインターカップ　出場

●東海高校総体　ベスト８

●東海新人大会　ベスト８

●ウインターカップ岐阜県予選　優勝

●全国高校総体岐阜県予選　２位

●岐阜県新人大会　２位

バスケットボール部〈女子〉

●全国高校総体　出場

●東海高校総体　ベスト８

●東海新人大会　ベスト８

●ウインターカップ岐阜県予選　２位

●全国高校総体岐阜県予選　２位

●岐阜県新人大会　２位

卓球部
●天皇杯皇后杯全日本卓球選手権大会　
　女子ジュニアの部出場
●全国高校選抜大会　女子個人出場
●東海卓球選手権大会
　男女ジュニア一般Ｓ・一般Ｗ出場
●中部日本卓球選手権大会　
　男女ジュニア一般Ｓ・一般Ｗ出場
●全国高校総体岐阜県予選　男子団体３位／女子団体２位
●東海高校総体男女団体　出場
●岐阜県新人大会　男女団体３位
●東海新人大会　男女団体出場
●岐阜県高校生卓球大会　女子団体優勝
●飛騨地区高校総体　男女団体優勝

13名
部員数

30名
部員数

21名
部員数ソフトテニス部

●全国高校総体岐阜県予選 女子団体ベスト16

●岐阜県新人大会 女子個人ベスト16

●全国高校選抜室内大会岐阜県予選
　女子個人出場

●飛騨地区高校総体女子団体 優勝

●国民体育大会一次選考会 女子個人ベスト８

●岐阜県新人大会飛騨地区予選
　女子個人優勝

13名
部員数

●全国高校総体岐阜県予選　男子団体ベスト16 

●国民体育大会一次選考会　男子個人ベスト８

14名
部員数

サッカー部
●岐阜県リーグ３部 

●全国サッカー選手権大会岐阜県予選　ベスト8 

●全国高校総体岐阜県予選　ベスト16 

●岐阜県新人大会　ベスト８ 

●全国高校総体飛騨地区予選　優勝 

●飛騨地区高校総体　優勝 

●飛騨地区新人大会　優勝

21名
部員数

バレー部
●全国私学高校大会　出場

●全国高校総体岐阜県予選　ベスト８

●岐阜県新人大会　ベスト８

●全日本高校バレー選手権大会
　岐阜県代表決定戦　出場

●東海私学高校大会５位

●飛騨地区高校総体　優勝

●岐阜県スプリングチャレンジカップ１部　２位

13名
部員数

バドミントン部
●国民体育大会　女子団体出場
●全国高校総体大会　男女S・W出場
●全国高校選抜大会　女子W出場
●全国私学大会　女子団体出場
●東海高校総体大会　男女団体ベスト８
●全国高校選抜大会東海予選会
　男女団体ベスト８／男子S・女子W３位 
●岐阜県高校総体大会 　
　男女団体・S準優勝/男子W準優勝/女子W優勝
●岐阜県高校新人大会 　男女団体準優勝
　男子S優勝・W準優勝
　女子S準優勝・W優勝 
●岐阜県高校生大会　男女団体優勝／女子S優勝

27名
部員数

レスリング部
●全国高校総体
　男子個人フリー 第３位／女子個人フリー 出場
●全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権
　男子個人80ｋｇ級　優勝
●全国高校選抜大会　男子個人フリー 第５位
●国民体育大会
　男子個人フリー 第３位／女子個人フリー出場
●アジアカデットレスリング選手権大会　
　女子個人フリー優勝
●世界カデットレスリング選手権大会　
　男子個人フリー１０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
　男子個人フリー優勝／女子個人フリー２位

5名
部員数陸上部

●全国高校総体　出場

●国民体育大会　出場

●東海高校総体　出場

●東海新人大会　出場

●東海高校駅伝　出場

●県高校駅伝　　6位

34名
部員数ウインドアンサンブル部

●全日本高等学校選抜吹奏楽大会　出場 

●全日本高等学校吹奏楽大会in横浜　出場

●東海吹奏楽コンクール　出場

●東海アンサンブルコンテスト　出場 

●東海マーチングコンテスト　出場 

●全国高等学校総合文化祭　出場（岐阜県代表） 

●嘉義（台湾）国際管楽節　出場

46名
部員数

情報ビジネス部
●全国パソコン技能競技大会 

　日本語ワープロ競技　団体優勝・個人優勝

　情報処理技能競技　団体２位・個人３位  

　英文スピード競技　個人佳良賞

　※上記大会にて、団体個人共に、文部科学大
臣賞及び岐阜県教育長賞を受賞 

●日本情報処理検定協会　会長特別賞 

14名
部員数 美術部

●高山市美術展　
　市長賞／高山市文化協会長賞／
　市展運営委員会賞／佳作／奨励賞

●岐阜県緑化運動ポスターコンクール　
　高等学校の部　優秀賞
●飛騨市美術展　佳作

25名
部員数茶華道部

●華道家元池坊　職位取得 

●学校華道インターネット花展
　優秀賞（朝日新聞社賞） 
　東海ブロック賞（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

14名
部員数書道部

●国際高校生選抜書展　特選 

●岐阜県美術展　入選 

●岐阜県総合文化祭　優秀賞 

●高山市美術展 　
　市展賞／市展運営委員会賞／佳作／入選 

●飛騨市美術展　激励賞／入選 

●南風園夏祭り　書道パフォーマンス（赫 曄）

16名
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
を活かし、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
●全国高校総体 ベスト１６
●東海高校総体　優勝
●全国高校総体岐阜県予選　優勝
●国民体育大会（少年男子岐阜選抜）　優勝
●全国高校選抜　ベスト８
●東海高校選手権大会兼全国高校選抜東海予選　優勝
●岐阜県新人大会兼全国高校選抜岐阜県予選
　優勝

22名
部員数

〈男子〉

〈女子〉

岐阜大学 医学部 医学科
令和３年度 ３年G組

二村　光 さん
（萩原北中学校出身）

　英語ディベートで得たものは大きく分けて２つあります。一つ
目は英語力です。短時間で相手のスピーチを理解し、反駁する練
習を繰り返す中で英語の4技能（読む、書く、聞く、話す）全てが鍛
えられた上、英単語や表現力も自然と身につきました。練習試合
で他県の進学校のレベルの高さを体感できたことはよい刺激に
なりました。二つ目は多角的な視点から物事のメリットとデメリッ
トの両方を考える力です。これは受験勉強や医学部の面接練習
をする中で非常に役立ちました。夢に近づけたのは英語ディベー
トのおかげです。

語学力を高め　
夢に近づける　
英語ディベート

ソフトテニス部〈男子〉

〈女子〉



　今、大学入試が大きく変わってきました。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

　生徒全員にChromebookを貸与、さらに受験生たちには
iPadを貸与することにより、大学入試レベルの講義動画を自由
に視聴できます。「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、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。ひとり一
台端末の実現により、授業、特別活動、家庭学習などあらゆる場
面でICT活用能力を身に付けらます。

ひとり一台端末
　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、 昨年度も全国高校
生英語ディベート大会（４
年連続１4回目）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９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
　地元企業見学会や説明会、企業実習（インターンシップ）、
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、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
●春季大会岐阜県予選 ベスト16

●全国高等学校野球選手権岐阜大会 ベスト16

●秋季大会岐阜県予選 ベスト16

　※飛騨から甲子園！！を目指して頑張ってい
ます！

47名
部員数剣道部

●全国高校総体
男子団体・個人ベスト16
女子団体出場・女子個人ベスト８

●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　男子団体ベスト8
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●全国高校総体岐阜県予選

男子団体優勝・個人優勝／女子団体優勝・個人優勝
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46名
部員数アーチェリー部
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22名
部員数

バスケットボール部〈男子〉
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●東海卓球選手権大会
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13名
部員数

30名
部員数

21名
部員数ソフトテニス部

●全国高校総体岐阜県予選 女子団体ベスト16

●岐阜県新人大会 女子個人ベスト16
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　女子個人出場

●飛騨地区高校総体女子団体 優勝

●国民体育大会一次選考会 女子個人ベスト８

●岐阜県新人大会飛騨地区予選
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13名
部員数
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●国民体育大会一次選考会　男子個人ベスト８

14名
部員数

サッカー部
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●全国高校総体岐阜県予選　ベスト16 

●岐阜県新人大会　ベスト８ 

●全国高校総体飛騨地区予選　優勝 

●飛騨地区高校総体　優勝 

●飛騨地区新人大会　優勝

21名
部員数

バレー部
●全国私学高校大会　出場
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　岐阜県代表決定戦　出場

●東海私学高校大会５位
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●岐阜県スプリングチャレンジカップ１部　２位

13名
部員数

バドミントン部
●国民体育大会　女子団体出場
●全国高校総体大会　男女S・W出場
●全国高校選抜大会　女子W出場
●全国私学大会　女子団体出場
●東海高校総体大会　男女団体ベスト８
●全国高校選抜大会東海予選会
　男女団体ベスト８／男子S・女子W３位 
●岐阜県高校総体大会 　
　男女団体・S準優勝/男子W準優勝/女子W優勝
●岐阜県高校新人大会 　男女団体準優勝
　男子S優勝・W準優勝
　女子S準優勝・W優勝 
●岐阜県高校生大会　男女団体優勝／女子S優勝

27名
部員数

レスリング部
●全国高校総体
　男子個人フリー 第３位／女子個人フリー 出場
●全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権
　男子個人80ｋｇ級　優勝
●全国高校選抜大会　男子個人フリー 第５位
●国民体育大会
　男子個人フリー 第３位／女子個人フリー出場
●アジアカデットレスリング選手権大会　
　女子個人フリー優勝
●世界カデットレスリング選手権大会　
　男子個人フリー１０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
　男子個人フリー優勝／女子個人フリー２位

5名
部員数陸上部

●全国高校総体　出場

●国民体育大会　出場

●東海高校総体　出場

●東海新人大会　出場

●東海高校駅伝　出場

●県高校駅伝　　6位

34名
部員数ウインドアンサンブル部

●全日本高等学校選抜吹奏楽大会　出場 

●全日本高等学校吹奏楽大会in横浜　出場

●東海吹奏楽コンクール　出場

●東海アンサンブルコンテスト　出場 

●東海マーチングコンテスト　出場 

●全国高等学校総合文化祭　出場（岐阜県代表） 

●嘉義（台湾）国際管楽節　出場

46名
部員数

情報ビジネス部
●全国パソコン技能競技大会 

　日本語ワープロ競技　団体優勝・個人優勝

　情報処理技能競技　団体２位・個人３位  

　英文スピード競技　個人佳良賞

　※上記大会にて、団体個人共に、文部科学大
臣賞及び岐阜県教育長賞を受賞 

●日本情報処理検定協会　会長特別賞 

14名
部員数 美術部

●高山市美術展　
　市長賞／高山市文化協会長賞／
　市展運営委員会賞／佳作／奨励賞

●岐阜県緑化運動ポスターコンクール　
　高等学校の部　優秀賞
●飛騨市美術展　佳作

25名
部員数茶華道部

●華道家元池坊　職位取得 

●学校華道インターネット花展
　優秀賞（朝日新聞社賞） 
　東海ブロック賞（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

14名
部員数書道部

●国際高校生選抜書展　特選 
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●岐阜県総合文化祭　優秀賞 
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　市展賞／市展運営委員会賞／佳作／入選 

●飛騨市美術展　激励賞／入選 

●南風園夏祭り　書道パフォーマンス（赫 曄）

16名
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
を活かし、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。 ―
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●岐阜県新人大会兼全国高校選抜岐阜県予選
　優勝

22名
部員数

〈男子〉

〈女子〉
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目は英語力です。短時間で相手のスピーチを理解し、反駁する練
習を繰り返す中で英語の4技能（読む、書く、聞く、話す）全てが鍛
えられた上、英単語や表現力も自然と身につきました。練習試合
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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
● 乗鞍研修（1年生）

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

● 創立記念日
● 育友会総会
● 進路ガイダンス
（生徒対象）

5
● ＩＳＡ留学生来校
● 前期中間考査
● 進路ガイダンス
　（保護者対象）
● 企業実習（2年就職希望者）
● 生徒会リーダー研修

6
● 西高祭
● 企業実習発表会（1・2年就職希望者）
● インターハイ出場壮行会
● 三者懇談週間
● 夏季休業
● 夏期勉強合宿（2・3年）
● 夏期進学補習（1年）

7
● 夏季休業
● 高山日赤出前授業
● 夏期進学補習（特進）
● 夏期勉強合宿（特進）
● 中学生オープンキャンパス
● 「探究飛騨」リサーチ
● ウインドアンサンブル部定期演奏会

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
● 中学生一日体験入学

10
● 後期中間考査
● シンガポール留学生来校
● 修学旅行

11
● 冬季休業
● 冬期勉強合宿（3年）
● 冬期進学補習（特進）

12
● 冬期進学補習（特進）
● 大学入学共通テスト出発式
● 海外語学研修
● 卒業考査（3年）

1
● 学年末考査（1・2年）
● 企業見学会（1年就職志望者）
● 親父ゼミナール（2年）
● ３年生を送る会
● 修了式（3年）

2
● 卒業式
● 探究飛騨研究発表会
● 就職ガイダンス
　（２年就職希望者）
● 春季休業
● 春期勉強合宿（特進）
● 地元企業説明会
　（２年就職希望者）
● 「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

◆ オープンキャンパス
　 　８月17日㈬・18日㈭　
◆ 一日体験入学
　 　10月22日㈯
◆ 特待・推薦入試
　 　１月28日㈯
◆ 一般入試
　 　２月４日㈯

に向き合ってきた
と
い
う
事
実

夢


