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　今年は、スポーツ運動学を専門とし、独自のメンタルトレーニング理論に基づく指導を行って
いる白石豊さんを講師としてお招きしました。過去に、女子バスケットボールの五輪日本代表
チームをはじめ、スピードスケート五輪銀メダリストの田畑真紀選手、阪神タイガース下柳剛
投手やサンフランシスコ・ジャイアンツの田中賢介選手など、数多くのスポーツ選手を指導。さ
らに、２０１０年のサッカーワールドカップでは、日本代表監督の岡田武史氏のチーム作りを
サポートしました。今回は『夢を叶えるコツ』と題し、スポーツだけでなく受験勉強に対するモチ
ベーションの高め方や日常生活に欠かせないデイリー・メンタルトレーニングのプログラムに
ついて、映像資料を交えながら解説してくださいました。大きな夢や目標を持って日夜努力し
ている生徒たちにとっても興味深い内容だったようで、みんな真剣に耳を傾けていました。

　俳優兼モデルの内谷正文さんをお招きし、薬物に関する講座を開催しました。『ＡＤＤＩＣＴＩＯ
Ｎ～今日一日を生きる君』と題した一人芝居では、かつて薬物に手を染めてしまった自分、そ
の影響を受けた実弟が薬物乱用を経て中毒になっていく様子、その後の後遺症の恐ろしさ、
苦悩する家族など、迫真の演技で表現してくださいました。薬物の恐ろしさが直に心に伝わっ
てくるようでした。また、その後の講演会では、薬物の罠に陥らないように、「恥をかく勇気」、
「断る勇気」、「夢を持つ勇気」の３つを持つよう、生徒たちに訴えかけてくださいました。

シンガポール高校生来校 モデルディベート

　今年も、シンガポール教育省の語学センターから派遣された高校生が本校に
やってきました。３日間のプログラムの中で日本の高校生活を体験し、高校生同
士の交流を図ることが主な目的です。日常の西高生と変わらぬ生活を体験しなが
ら、「地産地消」、「日本の英語教育」、「野生動物との共存」について、本校生徒と
英語でディスカッションを行いました。また、シンガポールの高校生によるプレゼン
テーション「シンガポールの生活文化」が披露されたほか、「日本国は、自衛隊の
参加制限を緩和し、国際連合の平和維持活動により積極的に貢献するべきであ
る。是か。非か。」という論題で、本校生徒と英語ディベートで対決しました。互い
に異なるものの見方・考え方に触れ、非常に刺激的な３日間となったようです。

　１月下旬から始まる校内ディベート大会に向けて、｢モデ
ルディベート｣が行われました。今年度の論題は｢日本は、
全てのコンビニエンスストア他店舗の深夜営業を禁止す
べし。是か非か｣です。今回のモデルディベートは、２年生
ＬＨＲ委員から選抜されたメンバーによって行われました。
今回で１７回目となるクラス対抗校内ディベート大会。果
たして優勝はどのクラスになるのでしょう？

１０位：重山　諒太 （２Ａ：古川中出身） バスケットボール部

創立記念講演会 薬物に関する講座

　８位：桂川　空音 （２Ｂ：萩原南中出身） バスケットボール部
　９位：大貫　卓斗 （１Ｊ：中山中出身） ハンドボール部

　６位：阪口　貴成 （２Ｈ：中山中出身） 陸上部
　７位：早瀨　翼 （２Ｂ：日枝中出身） ハンドボール部

　４位：山本　岳 （３Ｂ：朝日中出身） 陸上部
　５位：小嶋　健翔 （２Ｂ：日枝中出身） ハンドボール部

　２位：大倉　準之輔 （３Ｈ：中山中出身） 陸上部
　３位：森下　雄介 （１Ｋ：古川中出身） 陸上部

　９位：上田　奈々 （２Ｈ：古川中出身） バスケットボール部
　１位：野戸　雄介 （３Ａ：日枝中出身） 陸上部 １０位：塚谷　紗也香 （３Ｈ：国府中出身） 陸上部

　７位：鎌倉　綾香 （２Ｈ：東山中出身） 卓球部
　８位：滝上　奈菜 （２Ｊ：清見中出身） バスケットボール部

　秋の恒例行事である、校内マラソン大会が開催されました。さわやかな秋空、澄
み切った空気、暖かな陽の光。そんな中、生徒たちは元気にスタートし、汗を流し
ながら真剣に走る姿が見られました。上位入賞を目指して走る生徒、昨年の自分
の順位を上回ろうと走る生徒、自分のペースで完走を目指す生徒など、それぞれ
の目標を胸に秋の飛騨路を駆け抜けました。男女ともに上位は陸上部員が占め
ましたが、他の体育系部活動部員の健闘も光りました。育友会役員の方々や先
生方も参加し、スポーツの秋にふさわしい一日となりました。

　２位：越智　朝子 （３Ｉ：中山中出身） 陸上部
　３位：大坪　由依 （２Ｉ：東山中出身） 陸上部
　３位：一本木　伶奈 （１Ｉ：松倉中出身） 陸上部
　５位：小林　莉菜 （２Ｉ：清見中出身） バスケットボール部
　６位：上垣内　文音 （２Ｈ：中山中出身） バスケットボール部
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校内マラソン大会 　１位：岩島　歩音 （１Ｈ：中山中出身） 陸上部

★９／２４の「第２回進路の日（３年対象）」は、特進クラスで模擬試験、蛍雪クラスで大原簿記専門学校から講師をお招きして「社会
人のマナー講座」を実施しました。社会人としての常識を身に付けました。★１０／１０の「第３回進路の日（３年対象）」は、模擬試
験及び一般常識テストを行いました。★１１／４の「第４回進路の日（全学年対象）」は、模擬試験及びライセンスアカデミー主催の講
演会、説明会を行いました。１年～３年の特進クラスは模擬試験、１年生の特進クラスは午後から「文理選択ワークシップ」及び「分野
別説明会」を、３年生の蛍雪クラスは午前に一般常識テスト及び「スーツの着こなし講座」、午後から「公共の中で活きる社会人として
の基礎力をつける講座」及び「後輩と語る会」を、２年生の蛍雪クラスは午前に基礎学力テスト、午後からは進学希望者と就職希望者に
分かれて「大学・短大・専門学校の説明会」「職業別説明会及び社会人基礎力診断テスト」の後に「先輩と語る会」を、１年生の蛍雪ク
ラスは午前に基礎学力テスト、午後から「職業別説明会」及び「企業研究会会社の仕組みを知る」の後に「先輩と語る会」を行いまし
た。★１２／７は「租税教室」を行いました。（講師：前越税理士事務所の前越路子先生）税金がどのように集められ、どのようなこと
に使われているのかを学びました。★１２／１４は「金融講座」を行いました。（講師：十六総合研究所の奥田真之様）年代に合わせて
の収入を知り、そこから生活費やその他にかかる費用を計算してどれだけの貯蓄ができるかをシュミレーションしました。思った以上に
生活するにはいろんな費用がかかることを知ると共に親への感謝の気持ちも深まりました。

☆ 当たり前のことを全力で ☆　平成２８年前期生徒会長　川上亮輔　（２年Ｇ組：日枝中出身）

　皆さんこんにちは！生徒会任命式の日からいよいよ前期生徒会がスタートしました。皆さんの
思いに応えられるように、責任をもって生徒会活動をしていきたいと思っています。皆さんもご協
力をよろしくお願いします。さて、前期は全校生徒全員にとって、とても大切な時期になります。
なぜなら、僕は前期がそれぞれの学年の締めくくりであるとともに、先輩からの思いを引き継ぎ、
また新たな西高をつくっていく時期だと考えているからです。1年生は新1年生の先輩になり、2年
生は西高の最上級生としてこの学校を引っ張っていく存在になります。また、3年生にとっては残
り少ない西高生活であり、後輩に西高生としての集大成を姿で示す時期だと思います。そして、
僕はこうした時期であるからこそ普段の生活が大切になってくると思います。挨拶や掃除など、
当たり前のことを素晴らしくやることで、充実した生活を送ることができるのではないでしょうか。日
常生活を心がけて、誰もが安心して生活できる学校を一緒につくっていきましょう！

川上　亮輔　　　   （２Ｇ：日枝中出身） 桂川　大輝　　　（２Ｇ：萩原南中出身） 上口　航生　　　（２Ｇ：古川中出身） 横山　真由　　　（１Ｇ：宮中出身）
岩佐　康汰　　　 　（２Ｊ：古川中出身） 小鳥　優香里　 （１Ｇ：小坂中出身） 森下　凌太朗 　（１Ｇ：松倉中出身） 押井　悠伽　　　（２Ｆ：日枝中出身）
Brailsford ﾏｲｶ 萌 （１Ｊ：東山中出身）
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★開発途上国のパラグアイで、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊員として医療活動（看護）に携わる土川杏子さん（Ｈ１８年度卒）。辺境の地で、より多くの
患者が十分な医療を受けられる環境づくりに貢献していきます。★住宅建築に携わる職人同士をＳＮＳ（会員制交流サイト）で結びつけ、情報共有や発信の方法を学ぶ勉
強会を立ち上げた森孝徳さん（Ｈ１４年度卒）。建築現場での進捗状況や作業内容を発信することで、お客さんと職人とを直接結びつけるだけでなく、飛騨の職人の素晴
らしさを伝え、建築の魅力をより多くの若者に伝えていきたいと語っていました。★高齢者の「ニセ電話詐欺（振り込め詐欺）」被害を未然に防いだ、高山山王郵便局員
西平吉慶さん（Ｈ２５年度卒）。世間を騒がせている詐欺事件に対し、冷静な判断と果敢な行動によって被害を食い止めることができました。日頃から高い意識をもって
職務に取り組んでいる証拠だと思います。このほかにも、多くの卒業生が、様々な分野で活躍しています！

脇田　真悠子 　（２Ｇ：日枝中出身） 丹後　京香　　　（１Ｇ：日枝中出身） 金沢　実玖　　　（１Ｇ：中山中出身）

　ウインドアンサンブル部による訪問演奏が各地で行われました。★１０／２５（日）には、郡上市相生
地区で行われた『相生祭』に参加。小さな子どもからお年寄りまで、地元の人々が集う中、「ようかい体
操第一」や「坂本九メドレー」など、幅広い年代の方々が楽しめる曲を演奏しました。★１１／３（火）
には、中部学院大学各務原キャンパスで行われた『学びの森フェスティバル』に参加。ステージでは関市
立下有知中学校、各務原市立鵜沼中学校との合同演奏を披露し、会場を大いに盛り上げました。★１２／
５（土）には国府小学校研修委員主催の企画に招待され、全校の児童はもちろん、保護者も楽しめる演奏
を披露しました。また、各楽器の紹介や普段の活動の紹介を通して、吹奏楽そのものの魅力についても伝
えることができました。★１２／１０（木）には、毎年恒例のやまゆり学園でのクリスマスコンサートを
開催。クリスマスの雰囲気たっぷりの衣装をまとって演奏しました。楽しくリズミカルな曲や静かで厳か
な曲など、クリスマス気分を味わうことができるクリスマスソングメドレーを披露しました。

　ＳＧＨ（スーパー・グローバル・ハイスクール）の取り組みを始めて２年目となりました。
去年は、講師を招いて飛騨について様々な角度から学びました。今年は、自分の研究したい
テーマを決め、深めていく活動に入りました。テーマによっては個人で、あるいは班で調べて
おります。★８／５は慶應義塾大学の長田先生とそのゼミの生徒にアドバイスをして頂きまし
た。テーマごとに１～２名の慶応生が担当し、今後の調査方法について丁寧に教えてもらいま
した。★８／１２・１３はＳＧＨグローバルサマーフェスタに参加しました。各県のＳＧＨに
指定された高校が高山市に集まり、意見を交換しました。それぞれの高校独自の取り組みはと
ても参考になりました。★１０／１８・１９は慶應義塾大学の長田先生に現状をみて頂きまし
た。テーマを深めるアドバイスとプレゼンテーションの仕方について指導をして頂きました。
街角でインタービューをしたり、企業を訪問して話を聞いたりなどこれまでの活動をまとめ、
３月のプレゼンテーションに向けて取り組みました。★１２／１は県の視察で、今年の取り組
みを見て頂きました。また、シンガポールの高校生が来校し、ＳＧＨの取り組みである飛騨の
魅力についてプレゼンをして交流を深めました。☆１年生の取り組みについて　１年生は飛騨
の歴史・文化・伝統について学んでいます。★８／２３はワークショップ「カタリ場」に参加
して中学生を対象に飛騨の魅力についてアピールをしてきました。★９／２０は乗鞍登山をし
ました。事前学習（９／１２）として、乗鞍自然観察指導員の上平さんに講義をして頂きまし
た。当日は乗鞍の自然と触れ合い、現在の問題点などを確認してきました。

おもなできごと  

平成２８年前期生徒会執行部決定！ 

西高生の地域貢献 

ぎふグローバル人材育成校指定 ～本校の取り組み紹介～ 

卒業生の活躍が紹介されました 
本校のキャリア教育  



［飛騨地区大会］ ［岐阜県大会］
☆剣道 ☆剣道 ☆卓球
男子団体　リーグ戦　高山西３－０益田清風 男子団体　２回戦　高山西３－１県岐阜商 男子団体　　　　２回戦　高山西３－０岐阜北

　　　　　　　　　　高山西５－０飛騨高山 　　　　　３回戦　高山西５－０大垣南 　　　　　　　　３回戦　高山西３－２県岐阜商

　　　　　　　　　　高山西３－０斐太 　　　　　４回戦　高山西４－０可児工 　　　　　　　　４回戦　高山西０－３富田

　　　　　　　　　　高山西５－０吉城 優勝 　　　　　準決勝　高山西１ー１中京　　※代表勝 　　　　　リーグ１回戦　高山西３－２麗澤瑞浪

男子個人　春見駿介 １位 　　　　　決　勝　高山西０－３麗澤瑞浪 準優勝 　　　　　リーグ２回戦　高山西３－２岐阜第一

　　　　　水小瀬建彦 ２位 男子個人　江尾琉都 ３位 　　　　　リーグ３回戦　高山西３－１益田清風 ５位

　　　　　江尾琉都 ３位 　　　　　春見駿介 ５位 女子団体　　　　１回戦　高山西３－０関

　　　　　紺谷康貴 ３位 　　　　　水小瀬建彦 ベスト１６ 　　　　　　　　２回戦　高山西３－０大垣商

女子団体　リーグ戦　高山西０－２益田清風 女子団体　１回戦　高山西１－２富田 １回戦敗退 　　　　　　　　３回戦　高山西１－３大垣北

　　　　　　　　　　高山西１－０斐太 　　　　　リーグ１回戦　高山西２－３長良　

　　　　　　　　　　高山西１－０飛騨高山 準優勝 ☆アーチェリー 　　　　　リーグ２回戦　高山西２－３東濃実業

女子個人　見山寛奈 １位 男子団体　 準優勝 　　　　　リーグ３回戦　高山西３－１岐阜北 ７位

男子個人　佐藤嘉希 ３位

☆バドミントン 　　　　　松葉煕 ４位 ☆男子ソフトテニス
男子個人Ｓ　砂田晃輔 １位 　　　　　滝村涼 ６位 男子団体　１回戦　高山西１－２岐山 １回戦敗退

男子個人Ｗ　砂田晃輔・溝口和斗 ４位 　　　　　横田和磨 ７位

女子個人Ｓ　北瀬晴果 ２位 女子団体 準優勝 ☆女子ソフトテニス
　　　　　　増谷二葉 ３位 女子個人　下畑京香 ３位 女子団体　１回戦　高山西０－３美濃加茂 １回戦敗退

女子個人Ｗ　増谷二葉・日下部百香 １位 　　　　　髙木響生 ４位

　　　　　古田咲陽 ５位 ［東海大会］
☆サッカー 　　　　　小笠原槙保 ８位 ☆レスリング
準決勝　高山西３－１吉城　 個人フリー　６０ｋｇ級　谷口空良 ２回戦敗退

決　勝　高山西１－３飛騨高山 準優勝 ☆バドミントン
女子団体　　２回戦　高山西３－１池田 ☆陸上
　　　　　　準々決　高山西３－１帝京可児 男子　４００ｍＨ　　　牧田慎司 予選敗退

　　　　　　準決勝　高山西３－１大垣西 　　　走高跳　　　　　大坪駿平 予選敗退

　　　　　　決　勝　高山西１－３県岐阜商 準優勝 女子　４００ｍ　　　　大坪由依 予選敗退

女子個人Ｓ　本谷かすみ ２位 　　　４００ｍＨ　　　一本木伶奈 予選敗退

女子個人Ｗ　本谷かすみ・北瀬晴果 １位 　　　走高跳　　　　　一本木伶奈 予選敗退

　　　　　　日下部百香・増谷二葉 ８位 　　　４×４００ｍＲ

[野中久瑠美・一本木伶奈・大坪由依・池田紗矢香] 予選敗退

☆レスリング
個人フリー　　　　　６０ｋｇ級　谷口空良 ３位

個人グレコローマン　６０ｋｇ級　谷口空良 ４位

☆剣道
☆剣道 １回戦　岐阜４－１岡山

２回戦　岐阜３－２大阪

男子団体　２回戦　高山西４－０関 準決勝　岐阜２－３長崎

　　　　　３回戦　高山西４－０岐山 ３位決　岐阜０－３福岡 ４位

　　　　　準々決　高山西３－０富田

　　　　　準決勝　高山西１－１市岐阜商　※代表負 ３位 ☆硬式野球

☆女子バスケットボール １回戦　高山西３－４岐阜聖徳 １回戦敗退

３回戦　　　　　高山西　７５－　４１益田清風 １回戦　高山西５－２斐太

４回戦　　　　　高山西１４０－　３８大垣日大 ２回戦　高山西０－２可児工 ２回戦敗退

準々決　　　　　高山西１３０－　２２郡上

準決勝　　　　　高山西　５８－　６２土岐商 ☆英語ディベート
４位決　　　　　高山西　６２－　５８岐阜農林 ４位

優秀選手賞　　　中西真唯 予選リーグ　高山西３－０長良

年間優秀選手賞　新井皓子 　　　　　　高山西２－１大垣北

準決勝　　　高山西３－２斐太

☆男子バスケットボール 決　勝　　　高山西３－２益田清風 優勝

ベストディベーター賞　水崎いろは

２回戦　　　　　高山西　７８－　６９県岐阜商

３回戦　　　　　高山西　７６－　７９大垣工 ３回戦敗退 ☆ウィンドアンサンブル

実行委員長賞

フルート三重奏 金賞

フルート五重奏 金賞

クラリネット四重奏① 銀賞

クラリネット四重奏② 金賞

サクソフォン五重奏 金賞

打楽器六重奏 銀賞

金管八重奏① 金賞 ☆卓球
☆女子バレー 金管八重奏② 金賞 東海卓球選手権大会

男子個人Ｓ　加藤謙吾 ２回戦敗退

２回戦　高山西２－０聖マリア 　　　　　　川上宜也 １回戦敗退

３回戦　高山西０－２各務原 ３回戦敗退 　　　　　　田中星也 １回戦敗退

男子個人Ｗ　加藤謙吾・川上宜也 １回戦敗退

☆サッカー 女子個人Ｓ　平田菜々美 １回戦敗退

　　　　　　鎌倉綾香 ２回戦敗退

第１節　高山西　１－　０県岐阜商 　　　　　　荒家志緒 １回戦敗退

第２節　高山西　１－　４大垣日大 ☆書道 　　　　　　松葉瑞姫 １回戦敗退

第３節　高山西　１－　１岐阜聖徳

第４節　高山西　１－　３岐阜北 下田侑奈 特別賞　奨励賞 ☆英語ディベート
第５節　高山西１２－　０岐阜第一 寺境紅乃実 特別賞　奨励賞

第６節　高山西　９－　１池田 高山市美術展 予選リーグ　高山西１－１長野（長野）

第７節　高山西　３－　２大垣東 ３位 下田侑奈 市長賞 　　　　　　高山西１－１鹿児島情報（鹿児島）

寺境紅乃実 ６０周年記念特別賞 　　　　　　高山西１－１松本県ヶ丘（長野）　

２回戦　高山西　０－　０富田　※ＰＫ勝 松本麻里 高山市文化協会長賞 　　　　　　高山西２－０虎姫（滋賀）　 予選リーグ敗退

３回戦　高山西　０－　５岐阜工 ３回戦敗退 伊藤有紗 市展運営委員会賞 　　　　　　高山西２－０深志（長野）　 １３位

　３年生は卒業まであと少し、進路実現へラストスパートの時期となりました。各部活動は２年生中心の新体制で活動しています。ここ数年では、どの部活動も岐阜県大
会上位入賞・東海大会出場は当然、全国大会常連の部活動もあります。どの部活動もそんな先輩を追い越せるように休日も練習に励み、競い合ってお互い高め合っていま
す。そこで今回、次世代を担う生徒たちの中から選ばれた１０名に、各部活動の抱負などを語っていただきました。期待のホープたちの言葉を、どうぞご覧ください！

　陸上部は、個人の目標に向かってお互いを高め合いながら日々練習
しています。去年の冬季練習から新しい種目に挑戦し始めました。最初
は練習についていくのが精一杯で、先輩はいつも私の遙か前にいまし
た。リレーでも先輩に助けられてばかりで力のなさを感じていました。そん
な中でも頑張れたのは、東海大会出場という目標があったからです。新
体制になりこのままではいけないと思い、より練習に力が入りました。そし
て、先日行われた県新人戦で上位に入賞して東海大会出場をすること
ができました。東海大会では多くのことを学べたと同時に、レベルの高さ
を痛感し今後の課題が見つかりました。この冬季は、来年のインターハ
イ予選で更に上位に入賞できるように毎日を大切に必死になって練習
します。また、女子部長として部全体がレベルアップできるように声をか
け、全員で厳しい冬季練習をやりきり春を迎えられるよう頑張ります。

　私たちは「日本一になる」を合い言葉に夏の全国大会に向けて、毎日
練習しています。昨年は県内の吹奏楽部の皆さんと合同練習をしまし
たが、今年はたくさん訪問演奏をして、多くの小中学生と関わりました。
これを通して、音楽の楽しさや素晴らしさをとても感じました。また、人に
伝える大切さや難しさを改めて実感しました。たくさんの方々に感動を届
けられるように、演奏面だけでなく、普段のあいさつ・そうじ・礼儀を全力
で取り組みたいです。これが当たり前になり、そして誇りに思えるようにな
るまで部員全員で日々力をいれていきたいです。人数の多い部なので
気持ちを一つにすることが難しい時もあります。ですが、練習できる環
境、先輩方、聞いてくださる皆さん、先生方などすべてに感謝をして頑
張っていきたいです。部活ができるありがたさを忘れないようにして一人
一人が音楽を楽しんで演奏できるような部活を創りたいです。

陸上部 ウインドアンサンブル部

大坪　由依 佐藤　葵
（２Ｉ：東山中出身） （２Ｉ：古川中出身）

　私たちバドミントン部は、常に県大会で上位に入賞し、東海大会、全国
大会に出場して結果を残せるように日々努力をしています。新チームと
なり臨んだ新人戦では、県岐商に敗れて準優勝という結果に終わりまし
た。全国に行けないという悔しさが込みあげてきましたが、一人一人の
大きな成長とたくさんの課題が見つかり、次につながる試合となりまし
た。全国大会、東海大会に行くには、多くのライバルに勝たなければなり
ません。そのためには、ただ努力をするだけでなく普段の学校生活を正
すことや練習の質を高めることが大切です。高い目標を持つということは
それなりに練習も辛くなりますが、チームで声を掛け合い頑張りたいで
す。また、勉強でも手を抜かずに文武両道をモットーに取り組んでいきた
いです。そして、いつも練習できる環境や支えてくださる保護者の方々、
指導してくださる先生方への感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。

　私たち卓球部は、県大会で上位入賞し東海大会出場を目標に日々
努力しています。卓球は個人競技に思われがちですが、決してそうでは
ありません。全員がお互いを認め合いチームとして一つになれた時に、
団体で勝ち抜くことができるのです。女子部は５月から新監督がつき、
指導のもと多くのことを学んでいます。高い目標を持てばそれなりの練
習も必要なので辛い時もありますが、お互いに声を掛け合って頑張って
います。先日の新人大会では、あと一歩で東海大会出場を逃し、とても
悔しい思いをしました。しかし、これを機に練習内容や取り組む姿勢を見
つめ直すことができました。来年のインターハイ予選で悔いを残さないた
めに、試合を意識した練習をしていきたいです。卓球に一生懸命励める
のは、熱心に指導をしてくださる先生や監督、保護者の方々の支援のお
陰です。感謝の気持ちを忘れず恩返しできるように頑張ります。

バドミントン部 卓球部
北瀬　晴果 平田　菜々美

（２Ｉ：八幡中出身） （２Ｊ：久々野中出身）

　僕たち剣道部の目標は、全国大会に出場してベスト４に入ることです。
そのためにはまず、選抜予選、インターハイ予選で優勝をしなければな
りません。剣道部は９月から前川先生を迎え、新体制となりました。前
川先生のレベルの高い練習と熱いご指導のもと、優勝を目指して日々
努力しています。それだけではなく、昼休みや家に帰ってからの空いて
いる時間を利用して自主練をしています。こうして、自分の足りていない
ところを補ったり、さらなる向上を図ったりしています。自分たちが再び剣
道に打ち込むことができるのは、ご指導してくださる前川先生、いつも陰
でサポートをしてくださる先生方や保護者の方々のお陰です。支えられ
ているということを忘れずに感謝の気持ちを常に持って、これからも頑
張っていきます。そして、目標を達成して恩返しをしたいです。そのため
にも、１日１日の練習を大切にして取り組んでいきたいです。

　僕たちハンドボール部の目標は、全国大会出場です。目標を達成す
るために日々練習しています。今年のチームは去年のチームと違い個
人の力が県のトップレベルのチームに比べて劣っていると思いますが、
その分チーム力で勝つということにこだわっています。チーム力を上げる
ために、日々の練習に対して意識を上げて全力で取り組んでいます。
コーチや先生方への感謝を常に忘れずに謙虚な姿勢で取り組むことが
できるチームになれば、個人の技術が劣っていても勝てるチームになれ
ると思います。他にも日常生活を正したり、自主的にトレーニングをしたり
して意識を高めていきたいです。まずは１２月の下旬にある県の新人戦
で１位になるために、新人戦までの約１ヶ月間一日一日の練習を無駄
にしないように全員で声を掛け合いながら頑張っていきたいと思います。
そして、応援してくださるたくさんの方々に恩返しをしたいです。

剣道部 男子ハンドボール部
紺谷　康貴 早瀨　翼

（２Ｉ：清見中出身） （２Ｂ：日枝中出身）

　私たち女子バスケットボール部は、目標としている大会において県で2
位になるために日々の練習に励んでいます。6月に顧問が変わり新体
制としてスタートし、「堅守速攻」をテーマに頑張っています。そのため、
ディフェンスと速攻を中心としたメニューが取り入れられています。その
他にも基礎体力の向上のためのトレーニングも取り入れました。練習時
間が長くなったり、辛いメニューも増えてきますが、そんな時こそチーム
全体で声を出し、乗り越えていこうと頑張っています。また、練習の中だ
け頑張るのではなく、日常生活も大切にしています。私たちが良い環境
でバスケットボールができるのは、周りにいる先生、親、そして応援してく
ださる方々のおかげです。なので、その方々への感謝を忘れないように
挨拶や気遣いなどといった礼儀を大切にしています。そういった、小さな
所から始める取り組みを大切にし続け、必ず結果を残します。

　僕たち野球部の目標は甲子園出場です。この目標を達成するために
全員で切磋琢磨し、お互いを高め合っています。技術的にはまだまだな
ので練習内容はハードなものですが、チーム一丸で頑張っています。そ
して、顧問の先生の厳しい指導のおかげで、僕たちは技術だけでなく心
身ともに成長でき、人間としても成長できたと感じています。僕は特Ⅱク
ラスに所属しています。部活動と勉強の両立をいかにこなすかが大切に
なってきます。長い練習を終えて教室へ戻ってからの少しの時間や、休
み時間、朝早く起きてからの時間など、自分で時間を作って勉強も必
死に取り組んでいます。僕の将来の目標は国公立大学へ進学して消防
士になることです。これはもちろん簡単なことではありません。しかし、甲
子園出場・国公立大学進学のどちらの目標も達成できるように仲間とと
もに励まし合い、助け合いながら精一杯努力していきたいです。

女子バスケットボール部 硬式野球部
竹本　伎良梨 中井　憲太

（２Ｊ：中山中出身）

（２Ｇ：丹生川中出身）

★岐阜県新人大会女子個人Ｗでみごと優勝した北瀬晴果さん（２Ｉ：郡上市八幡中出身）と本谷かすみさん（２Ｉ：東山中出身）。本谷さんは女子個人Ｓでは２位、女子
団体では準優勝をおさめました。今大会はインターハイ予選の前哨戦でしたが、大いに期待の持てる結果となりました。★特進Ⅰクラスの精鋭で構成される英語ディベー
ト部が、この度岐阜県高校英語ディベート大会で３連覇を成し遂げました。毎日補習の後に練習を重ね、休日には県外遠征に出かけるなど、強豪運動部を彷彿させる行動
力がこの成果につながったのだと思います。全国高校生英語ディベート大会では、ケネディ駐日大使の前で見事な試合を演じ、岐阜県代表として堂々たる活躍を見せてく
れました。★中日新聞朝刊の飛騨版に連載中の｢ぼくらの目線｣に、松岡千智さん（２Ｆ：松倉中出身）と廣田照了くん（２Ｇ：清見中出身）が登場しました。

（２Ｊ：松倉中出身）

　僕たち情報ビジネス部の目標は、夏に行われる全国パソコン技能競
技大会において四つの部門で優勝することです。今年は、日本語ワー
プロ、情報処理技能で準優勝しました。僕は情報処理技能のチームに
所属していて、大会までに少しでもタイムをあげるように努力しましたが、
タイムを上げることに焦りを感じてなかなか思うような結果が出ませんで
した。このままではチームに迷惑をかけてしまうと思い、一つ一つの練習
を大切にしました。大会本番では、練習したことを出し切ろうと思って競
技に臨みました。その結果、団体では準優勝、僕は正確賞を受賞しまし
た。このような結果が出せたのは、厳しく指導してくださった先生、励まし
合った仲間のお陰です。今は先輩方が引退して新チームで活動をして
います。技術力を高めるだけでなく、支えてくださっている方々への感謝
を忘れずに目標を達成できるよう部員全員で頑張ります。

　今年の県大会は西高の三連覇がかかっていました。また、全国大会
が岐阜県開催ということもあり、私たちは先輩方が積み上げてきた西高
の名に恥じぬように県大会を一位で通過して全国へ進みたいという思い
がありました。しかし、私たちは他のライバル校のように流暢に英語が話
せません。そのため、夏から毎週のように遠征に行き練習試合をしてき
ました。関東の強豪校にボロボロに負けて悔しい思いをしながら、その度
に試合を振り返ってひとつひとつ対策を重ねていくことで、試合量に比例
してチームの主張の一貫性も高まりました。この遠征によって培った経
験値と主張の一貫性はどこの高校にも負けない自信があります。県大
会ではクラスの協力のおかげで、優勝することができ、全国大会では自
分たちの力を出し切って納得のいく試合ができました。支えてくれた１Ｇ・
２Ｇのみんなや駆けつけてくれた先輩方に感謝したいです。

情報ビジネス部 英語ディベート
沖本　眞司 水﨑　いろは

（２Ａ：中山中出身）

　紀の国わかやま国体では、小林賢哉君が岐阜県代表選手として八面六臂の活躍を見せ、高山西高校の名を全国に轟かせました。さらに、岐阜県新人大会では、剣道男子
団体、バドミントン女子団体、アーチェリー男子団体・女子団体が準優勝に輝き、陸上部やレスリング部も東海新人大会に出場しました。どの部活動も日頃の練習の成果
を遺憾なく発揮し、素晴らしい結果を残してくれました。また、特進Ⅰクラスの生徒からなる英語ディベート部は、岐阜県大会で優勝の栄冠を勝ち取りました。全国高校
生英語ディベート大会でも、２Ｇの選手達が、爽やかな弁舌と当意即妙な切り返しで会場を大いに沸かせました。今後も高山西高校のさらなる快進撃にご期待下さい。

岐阜県高等学校剣道大会

★本校出場選手★

[小林賢哉（３Ｂ：浜松中部中［静岡］出身）]

岐阜県高校野球私学大会

全国高校生英語ディベート大会

岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会 岐阜県高校野球県下選抜大会

全国高校生英語ディベート大会岐阜県予選

岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会

全日本高等学校吹奏楽大会in横浜

全国高校サッカー選手権大会岐阜県予選

岐阜県アンサンブルコンテスト飛騨地区予選

全日本バレーボール高等学校選手権大会岐阜県予選

岐阜県ユースリーグ（Ｇ３）

岐阜女子大学全国書道展

期待のホープ達 

西高生の活躍が紹介されました 

新 人 大 会  

各種中部・全国大会 

各 種 大 会  

部活動の活躍 

紀の国わかやま国体 
（第７０回国民体育大会） 


