
　西高での３年間は私にとって、とても充実した時間でした。それは私の
夢を叶えるためのたくさんの機会に恵まれていたからです。私は海外で
働きたいという夢のため、英語教育に力を入れている西高への進学を
決めました。海外研修や英語ディベートなどの経験をさせて頂き、西高
に入学して本当に良かったと思います。西高の３年間は楽しいことばかり
ではなく、たくさんの課題や目標との現実の差にくるしんだ日も多くありま
した。しかし、同じ苦しみの中で頑張っている仲間を思うと力強い気持ち
になりました。また、先生方は私が悩む度に親身になって相談にのって
下さったり、励ましの言葉をかけて下さいました。そして、毎日私を様々
な面で支えてくれた家族にも本当に感謝しています。３年間、私が西高
での生活を充実したものにできたのもたくさんの人々のおかげです。その
人たちの思いを忘れずにこの先の未来で夢を叶えたいと思います。

　私は２つの夢を叶えるために西校に入学しました。１つ目は、全国大
会という舞台でハンドボールをすることです。部活の練習は苦しいことば
かりでした。それでも自分が最後までハンドボールを続けることができた
のは、一緒に頑張る仲間、いつも応援してくれる先生方や友達、ずっと
支えてくれた親がいたからです。色んな人の支えがあったからこそ、大
阪インターハイに出場することができました。２つ目は、勉強と部活動を
両立することです。入学当初は部活動で疲れて「勉強なんてやりたくな
い」と思ってばかりでした。でも、厳しい部活動に所属しながら一生懸命
勉強をしているクラスの仲間、生徒に対して本気で向かって下さる先生
を見ていると、自分も本気で頑張らなければと思うようになりました。勉
強と部活動を両立することで凄く楽しく、充実した日々を過ごすことがで
きました。多くの人の支えに感謝してこれからも頑張っていきたいです。

遠山　みちる 脇坂　侑汰
３年Ｇ組：小坂中出身 ３年Ｊ組：東山中出身

特進Ⅰクラス 男子ハンドボール部

　西高での３年間は、とても充実した時間でした。「自分の夢を実現する
ための進路に向かって努力しよう」という目標をもって入学しました。しか
し、授業が９時間目まであったり、宿題がたくさんあったりなど、中学の生
活とは異なっていて、始めは慣れるまで毎日大変でした。そんな時、支
えになったのは先生や仲間でした。先生方はどんなに忙しくても質問に
答えて下さり、必要な時は個別の授業までして下さいました。また、同じ
苦しい状況でも自分の目標に向かって努力し続ける仲間には本当に励
まされました。仲間と切磋琢磨することで学力も徐々に伸びてきました。
そして、一番近くで支えてくれたのが家族でした。朝早く、夜遅くに自分
を送迎してくれ、いつも笑顔で声をかけてくれました。感謝の気持ちで一
杯です。多くの人に支えられてきたから今があるということを強く実感して
います。大学でも西高で学んだことを十分に生かして生活したいです。

　私が、西高校で得た一番大きなものは、高校３年間を共に過ごしたク
ラスの仲間です。クラスのみんなは、一人一人が信念を強く持ち、目標
達成のために努力を惜しみません。そんな仲間の一生懸命な姿勢が、
私をずっと上に引っ張ってくれていました。少しでも点数を上げたい、部
活動の美術部で、もっと満足のいく絵を描きたい、毎日色んな事を考え
ながら充実した生活を送ることができました。学校に通える幸せ、授業
を受けられる喜び、仲間と笑い会える楽しさ、当たり前だと思っていたこ
とが、自分にとって特別なことだったと今感じます。支えられてばかりの
私でしたが、部長として、マスコット長として、クラスの一員として、少しで
も誰かのために働けていたなら、それ以上嬉しいことはありません。西高
校で３年間過ごせたのは、親や先生方の支えがあったからです。ありが
とうございました。これからも夢を叶えるために進み続けます。

橋本　幸汰 大坪　初音
３年Ｆ組：久々野中出身 ３年Ｉ組：日枝中出身

特進Ⅰクラス 美術部

　西高校での３年間はとても充実したものになりました。私は公務員にな
る夢を叶えるため、多くの先生方に補習をしていただきました。質問に行
くといつでも分かりやすく納得のいくまで丁寧に教えて下さる先生方、同
じ夢を持って励まし合った友人、思うように点数が伸びずくじけそうに
なった時に勇気づけてくれた優しいクラスの仲間、帰りが遅くなってもい
つも優しく迎えてくれた家族の支えもあり、高山市役所に合格することが
できました。夢を叶えることができたのも西高校で素敵な先生や仲間に
出会えたことと支えてくれた家族のおかげだと思っています。西高校に
入学して本当に良かったです。卒業してからも高校で学んだことを生か
して頑張ります。後輩の皆さんも大変なことがあると思いますが最後まで
諦めず、夢に向かって頑張って下さい。応援しています。

　西高校での３年間は、夢を叶えるための一歩となる、とても大切な時
間でした。１年生の頃は、毎日遅くまでの部活動の練習で、勉強と部活
動の両立にとても苦労しました。高校から吹奏楽を始めたこともあり、周
りとの実力の差を強く感じ、「早く差を無くして同じ舞台に立ちたい」という
一心で練習に取り組みました。目標の全国大会には行けませんでした
が、東海大会出場を決め、部員全員で喜びを分かち合ったあの瞬間が
一番心に残っています。テストの成績が思うように伸びず、悩む時もあり
ました。そんな時、同じ環境でも元気で明るく努力しているクラスの仲間
は、私にとって大きな存在でした。夢に向かって努力する生徒を熱心に
応援して下さる先生方、辛い時には励ましてくれる仲間、温かく見守っ
てくれる家族、多くの支えが力となり、大学に合格することが出来まし
た。感謝の気持ちを忘れず、歩んでいきます。

森　玲奈 反中　洋介
３年Ｂ組：中山中出身 ３年Ｈ組：北稜中出身

茶華道部 ウインドアンサンブル部

　西高での３年間は私にとって、とても充実した時間でした。部活動を頑
張っていたので家に帰るのも遅く、練習は厳しくて辛いと思うこともありま
した。そんな時、部活動の仲間には何度も励まされ、勇気づけられまし
た。苦しい時も親身になって話を聞いてくれたり、結果を残そうと毎日練
習に励む姿を見ると「私も頑張ろう」という気持ちになりました。最後の大
会で結果は残せませんでしたが、後悔はありません。後輩、仲間、先
生、家族が支えて下さったから、私にとってとても思い出深いものになっ
たのだと思います。本当に感謝しています。また、勉強面では希望する
専門学校に合格し、夢のスタートラインに立つことができました。これも
熱心に指導して下さった先生方のおかげです。後輩の皆さんも自分を
支えてくれる存在を大切にして目標に向かって頑張って下さい。４月か
ら新しい生活が始まりますが、３年間の経験を生かしていきたいです。

熊﨑　 梨子
３年Ａ組：竹原中出身
女子ソフトテニス部

特進Ⅰクラス 男子ハンドボール部 特進Ⅰクラス ウインドアンサンブル部 谷口真鈴（３Ｊ：東山中出身：陸上部）
３年Ｇ組：小坂中出身 ３年Ｉ組：日枝中出身 ３年Ｇ組：萩原北中出身 ３年Ｉ組：白鳥中出身 冨士井陸（３Ｈ：東山中出身：男子ハンドボール部）

小鳥　雄平 加藤　慧 金子　実礼 日置　桃子 小林賢哉（３Ｂ：浜松市中部中出身：剣道部）

森野周　（３Ｆ：日枝中出身：特進Ⅰクラス）
大坪愛依（３Ｆ：下呂中出身：特進Ⅰクラス）
上見拓矢（３Ｇ：東山中出身：特進Ⅰクラス）
白川実咲（３Ｊ：古川中出身：ウインドアンサンブル部）
松井千寿（３Ｊ：白鳥中出身：ウインドアンサンブル部）

特　別　活　動　賞
新井皓子（３Ｈ：中山中出身：女子バスケットボール部）
森花緒梨（３Ａ：羽島市中央中出身：アーチェリー部）
尾形悠斗（３Ａ：国府中出身：情報ビジネス部）

　平成２８年３月１日（火）、本校の卒業証書授与式が挙行されました。勉強や部活動に対して真摯に取り組み、全力で駆け抜けた３年
間。毎日が忙しく充実したもので、あっという間だったのではないでしょうか。自信と誇りをもって巣立って行くことを大変うれしく思
います。卒業生歓送では恩師や級友、後輩と別れを惜しむ姿や感謝の気持ちを伝える姿がたくさん見られました。なお、卒業生２１５名
のうち、３カ年皆勤者が９５名。そのうち８名が１２カ年皆勤を達成しました。本当によく頑張りました！卒業おめでとう！

岐阜県知事賞受賞 私立中高連会長賞受賞 卒業証書授与総代 卒　業　生　答　辞
三　枝（さいぐさ）賞

野中健司（３Ｊ：東山中出身：サッカー部）

【国公立大】東京大学、大阪大学、名古屋大学、金沢大学（２）、岐阜大学、静岡大学（４）、富山大学
（３）、京都教育大学、愛知教育大学、愛知県立大学、都留文科大学、福井県立大学、防衛大学校（９）、ほ
か８校【私立大】早稲田大学（３）、慶応義塾大学、学習院大学、明治大学、東京理科大学（４）、青山学院
大学、法政大学（２）、自治医科大学、南山大学（３）、岐阜聖徳学園大学（９）、同志社大学、関西大学、
関西学院大学、ほか７１校【短期大学】名古屋女子大学短期大学部、中部学院大学短期大学部、ほか９校【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、中日本航空専門学校、日本福祉大学中央福祉
専門学校、ほか４８校【公務員】高山市役所（３）、飛騨市役所、下呂市役所、岐阜県警察、陸上自衛隊
（６）【一般就職】飛騨信用組合、日本郵便（株）東海支社、ほか１６社内定

萩原北中出身

３年G組

金子　実礼
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私は物心ついたころから、冬は毎日のようにスキー場で滑っていました。
その経験から、小学４年生の頃からスキーのアルペン競技に興味を持
ち始め、中学校では夏に陸上部、冬にスキー部として活動していまし
た。西高校に入る時、陸上部とスキー部の選択で悩みましたが、先生
から声をかけてくださり、現在、中学校と同じように活動しています。他
校にはスキー部があり、夏もスキーに備えた練習をします。ですから、比
べると皆より大きく出遅れてしまいます。しかし、そんな環境に恐れず、
周りからの温かい応援の中、全力を出し数少ない選手枠を取る事がで
きました。インターハイでは自分のメンタルの弱さに負け、悔しい結果と
なりましたが、国体では納得のいく結果となりました。私を支えてくださる
先生方、親など、沢山の人に感謝し、今回の結果よりも上の成績を残せ
るよう、これからも頑張ります。

　スキー部の池田紗矢香さん（１Ｈ：中山中出身）が、２月４日に青森県で開催された全国
高等学校総合体育大会に、２月１９日に岩手県で開催された国民体育大会に出場しました。
池田さんは、２つの大会に向けて昨年１２月から強化合宿に参加し、着実に実力を上げるこ
とができました。大会当日では強豪校がそろう中、一人で立ち向かい健闘しました。その成
績から、３月以降も合同強化合宿に参加することが決定ています。また、バドミントン部で
は女子個人Ｗで本谷かすみさん（２Ｉ：東山中出身）と北瀬晴果さん（２Ｉ：八幡中出身）
が３月２４日に山形県で開催される全国高等学校選抜大会に出場します。２人はこれまで多
くの大会に出場し、東海・全国大会を経験しているペアです。沢山の経験の中で、技術だけ
でなく人間力も高められているので、全国の舞台に立っても、何事にも動じないでしょう。
厳しい練習の成果を発揮し、堂々と戦ってください！！

スキー部
池田　紗矢香

（１Ｈ：中山中出身）

★日本伝統の礼儀作法を学ぶ授業の一環として、２年蛍雪クラスの生徒が美鳩幼稚園にてお
茶会を催しました。★３年生有志生徒が古川中学校に赴き、スクールサポーターとして学習
指導を行いました。生徒目線での親しみやすい指導は中学生には大変好評でした。★１年Ｇ
組の生徒は、日枝中学校「ＡＬＬ ＥＮＧＬＩＳＨ ＤＡＹ」に招かれ、ＡＬＴが行う英語の
授業のサポート役として、普段の英語学習の成果を披露しました。

★1／２６の「第４回進路の日」は、２年生の特進クラスは模擬試験、蛍雪クラスは午前に一般常識テスト、午後からさんぽう主催の進路ガイダンスを行いました。「地
元就職のメリット」「職業別説明会」「求人票の見方講座」「学校の選び方講座」「学校比較ガイダンス」の各講座を受けました。１年生の特進クラスは午前に模擬試
験、午後から進路ガイダンスを、蛍雪クラスは午前に一般常識テスト、午後から進路ガイダンスを行いました。「コミュニケーション能力アップ講座」「職業別説明会」
「学校の選び方講座」等の各講座を受けました。★２／９の「第５回進路の日（２年生対象）」は、特進クラスは模擬試験、蛍雪クラスは進学・就職希望者に分かれて
「志望理由書の書き方」「面接指導」「学内オープンキャンパス」「オリエンテーション」「コミュニケーションを高める」「様々な仕事・働き方を知る」「グループ
ワーク」の各講座を受けました。★２／１４は高山市議会市民意見交換会「高校生との意見交換会」に参加してきました。ＳＧＨで「外国人観光客について」を研究して
いる班が市議会議員の皆さんの前で発表をしました。★３／７は1年生の蛍雪クラスが企業見学を行いました。市内の４つの企業を周り、見識を深めました。★３／１４
は親父ゼミナールを行いました。3年生の保護者（父親）７名が２年生の各クラスに一人ずつつき、自分の経験談を約１時間語って頂きました。

★２／１０・１１には。長田先生と慶応生２６名に来校して頂き、アドバイスを受けました。
２年生は、「外国人観光客について」（８班）の発表を全体で聞き、講評をして頂きました。
次の日たくさんのアドバイスを得てもう一度８班の発表を行いました。指摘された点が改善さ
れており、前日との違いに皆驚いていました。また、今回は１年生も同時に発表を見ており、
１年後の自分たちの姿をイメージすることができました。全体の取り組みとしては、各班に慶
応生が２名つき、１２月に作ったプレゼンを見てもらいました。具体的なアドバイスをして頂
き、内容の質を高めることができました。１年生は、1日目は「飛騨学」、「グループディス
カッション」、２日目は、テーマを絞り込み、グループ分けをしました。★３／１０・１１は
２年生の蛍雪クラスがＳＧＨの取り組みを行いました。１０日は事前準備、11日は高山市内で
講師の通訳ボランティアを行いました★３／１６には、２年生（進学クラス）各班の発表を行
いました。２年間取り組んできた成果を長田先生の前でパワーポイントを使って発表しまし
た。どの班も工夫が凝らされており、素晴らしい発表となりました。

私は憧れの先輩と一緒にプレーしたいと思い西高校に入学しました。そ
して多くの全国大会にも出場させて頂きました。しかし、勝つことはとても
難しく、未だに満足していません。ですから、今回の大会も精一杯頑張り
ます。全国大会に出場できた理由として、これまで多くの遠征を積み重
ねてきたからだと感じています。その頑張りが結果に表れてよかったで
す。出場者が限られる大会なので、常に代表としての気持ちを忘れず
戦いたいと思います。休みもあまり無く、大変な練習も乗り越えてここま
で成長することができました。これも、親や先輩、先生方のおかげでもあ
ると思います。だからこそ、試合では悔いが残らないように、むしろ自分
たちのプレーの長所である「楽しんでプレーする姿勢」で戦い、勝利した
いと思います！大会まで残り少ないですが、できることを取り組んで行き
たいと思います。応援よろしくお願いいたします。

私は今年、バドミントン部の部長となりました。３年生のいない中、初めは
戸惑う事ばかりでした。しかし、熱心に指導してくださる先生や、自分の
声に応えてくれる部員から、多くのことを学び、少しずつ自分に自信を持
てるようになりました。そして自然と部活にも力が入りました。県予選では
決勝で怪我をしてしまいましたが、頼もしいパートナーや応援をしてくださ
る親、仲間のおかげで優勝する事ができました。東海予選では県予選
での怪我が完治していない状態の出場でした。ペアには申し訳ない気
持ちでいっぱいでしたが、全力を出し全国出場を決める事ができました。
今回の試合では、多くの課題と優勝したチームの実力差がよく分かる内
容となりました。その課題や差を減らし、全国大会では１つでも多く勝て
るように頑張ります。いつもお世話になっている先生、親、チームの仲間
そしてペアに恩返しできるように全力を尽くします。

バドミントン部 バドミントン部
本谷　かすみ 北瀬　晴果

（２Ｉ：東山中出身） （２Ｉ：八幡中出身）

全国大会へ向けて 

西高生の地域貢献 

本校のキャリア教育  

ぎふグローバル人材育成校指定 ～本校の取り組み紹介～ 

今年度の進路実績（３／１７現在） ３年ぶり本校では５人目の東京大学合格者 

平成２７年度（第５１回）卒業証書授与式  



［飛騨地区大会］
☆男子バスケットボール ☆剣道 ☆卓球
準決勝　　高山西８７－３８斐太

決　勝　　高山西８３－６６吉城 優勝 男子団体　２回戦　高山西４－０加茂 男子団体

　　　　　３回戦　高山西４－０岐阜農林 予選リーグ　１回戦　高山西０－３若杜（愛知）

☆女子バスケットボール 　　　　　４回戦　高山西３－２大垣北 　　　　　　２回戦　高山西０－３浜松商（静岡）

決　勝　　高山西９８－５７飛騨高山 優勝 　　　　　準決勝　高山西１－１中京　※代表負 ３位 　　　　　　３回戦　高山西０－３白子（三重）

女子団体　１回戦　高山西０－３郡上 　　　　　　４回戦　高山西０－３中京（岐阜） 予選敗退

☆サッカー
準決勝　　高山西３－１吉城 ☆卓球 ☆スキー
決　勝　　高山西１－３飛騨高山 準優勝

男子個人Ｓ　　加藤謙吾 １位 少年女子　　池田紗矢香 ２４位

［岐阜県大会］ 　　　　　　　川上宜也 ２位

☆男子バスケットボール 　　　　　　　竹林優貴 ３位 大回転　　池田紗矢香 ８６位

１回戦　　　高山西７６－６３恵那 　　　　　　　畦地輝慶 ３位

２回戦　　　高山西８５－６１大垣商 男子個人Ｗ　　加藤謙吾・川上宜也 １位 大回転（第１戦）　　池田紗矢香 ６３位

ブロック決　高山西３８－９５美濃加茂 　　　　　　　竹林優貴・横超秀 ３位 大回転（第２戦）　　池田紗矢香 ５２位

５位決予備　高山西４５－４６中津川工 ７位 女子個人Ｓ　　荒家志緒 １位 回転　　　　　　　　池田紗矢香 ４１位

　　　　　　　平田菜々美 ２位

☆女子バスケットボール 　　　　　　　中川悠 ３位 ☆バドミントン
１回戦　　　高山西　７８－　３２大垣東 　　　　　　　船場真佑 ３位

２回戦　　　高山西１０７－　３５岐阜 女子個人Ｗ　　平田菜々美・鎌倉綾香 １位 女子団体　　１回戦　高山西３－１津東（三重）

ブロック決　高山西　４３－　４５岐阜農林 　　　　　　　荒家志緒・船場真佑 ２位 　　　　　　２回戦　高山西０－３豊川（愛知） ２回戦敗退

５位決予備　高山西　６８－　６４東濃実業 女子個人Ｓ　本谷かすみ １回戦敗退

５位決　　　高山西　６５－　５４美濃加茂 ５位 ☆スキー 女子個人Ｗ　北瀬晴果・本谷かすみ ３位

☆男子ハンドボール 少年女子　　池田紗矢香 ２位 ☆剣道
ブロック決　　高山西２９－１２大垣南

決勝リーグ　　高山西１８－１９岐阜東 大回転　　池田紗矢香 ３位 男子団体　１回戦　高山西２－０一宮南（愛知）

　　　　　　　高山西１９－３２市岐阜商 ３位 回　転　　池田紗矢香 ５位 　　　　　２回戦　高山西１－２三重（三重） ２回戦敗退

☆サッカー ☆ウインドアンサンブル ☆ウインドアンサンブル
１回戦　　高山西０－３麗澤瑞浪 １回戦敗退

フルート三重奏 金賞 フルート三重奏 銀賞

☆卓球 サクソフォン五重奏 金賞 金管八重奏 銅賞
男子団体　　２回戦　高山西３－０岐阜北 金管八重奏 金賞
　　　　　　３回戦　高山西３－２県岐阜商

　　　　　　４回戦　高山西０－３富田 チューバ　　松井秋水 金賞

　順決リーグ１回戦　高山西３－２麗澤瑞浪

　順決リーグ２回戦　高山西３－２岐阜第一 ☆男子ハンドボール
　順決リーグ３回戦　高山西３－１益田清風 ５位

女子団体　　１回戦　高山西３－０関 １回戦　　高山西２４－１８長良

　　　　　　２回戦　高山西３－０大垣商 準決勝　　高山西２４－２５岐阜東 ３位

　　　　　　３回戦　高山西１－３大垣北

　順決リーグ１回戦　高山西２－３長良

　順決リーグ２回戦　高山西２－３東農実業 ☆情報ビジネス
　順決リーグ３回戦　高山西３－１岐阜北 ７位

尾形悠斗　関杉嘉紋　若山瑠実　田ノ下颯人　砂田実紅 会長特別賞

☆スキー 下野竜司　田中順菜 会長賞

回転（第１戦）　　池田紗矢香 ４位

回転（第２戦）　　池田紗矢香 ３位 情報処理技能検定試験（表計算） １６名

情報処理技能検定試験（データベース） 　４名

日本語ワープロ検定試験 １３名

ホームページ作成検定試験 　８名

プレゼンテーション作成検定試験 １０名

パソコンスピード（日本語） １０名

パソコンスピード（英文） １５名

文章デザイン検定試験 　８名

各分野で活躍されている卒業生の皆さんの姿をご覧ください！★ＮＰＯ法人「カタリバ」の代表理事として、高校生と本音で語り合う授業を日本全国で展開する今村久美
さん（旧姓：中澤、Ｈ９年度卒）。各種雑誌などでそのご活躍が紹介されています。この度、NHK Eテレで放送されている「東北発未来塾」に、2月1日から4週連続で
登場いたしました。コラボ・スクールやカタリ場の現場で、いかにして生徒の心に火を灯しているか。「やる気を引き出すチカラ」についてお話ししました。★現在全国
にて公開されている映画「信長協奏曲」に出演する冨田佳輔さん（Ｈ２１年度卒）。平成２０年映画デビュー以来、数々の映画、ドラマに出演しています。★中日新聞朝
刊の飛騨版に連載中「ぼくらの目線」に、今年の一文字として『学』を披露した石田朱佳さん（Ｈ１９年度卒）。★信用金庫職員として、ニセ電話詐欺を察知し、未然に
被害を食い止めた小笠原朋子さん（Ｈ１５年度卒）。★シュートボクシングのアマチュア大会で準優勝した実績から、プロからの誘いを受けた安川侑己さん（Ｈ２５年度
卒）まずはアマチュア大会での優勝を目指す意気込みを語っています。★メロン農家と雑貨屋の仕事を兼務しながらも、どちらにもやりがいをもって頑張り続ける林祐佳
里さん（Ｈ２４年度卒）。まだまだ紹介しきれないくらい多くの卒業生が各分野でご活躍されています。

　今年のアメリカテキサス州での語学研修は１２泊１３日の日程で行われ、今年も姉妹校交換留学が続いているＩＳＡ高校（テキサス州サンアントニオ）でお世話になりました。ホスト
ファミリー宅でのホームステイや一般の生徒に混じって受ける授業など、日常会話は全て英語です。初めは戸惑いを見せていた生徒たちも、現地の人たちのあたたかい歓迎のおかげで、
積極的にコミュニケーションをとって打ち解けることができました。英語運用能力の向上はもちろんですが、異文化を体験して理解することで、日本文化の特色についても深く再認識す
ることができたようです。この経験を生かして、近い将来多くの西高生が世界各地で活躍することを期待しています！

　語学研修を通して特に変化したのが世界に対する意識です。研修以
前は日本ほど優しくて良い国はないと漠然と思い込んでいましたが、研
修を通してアメリカ特有の温かさを知りました。アメリカの人たちはすれ違
いざまに目が合うと笑ってくれたり、道に迷ったとき何も言っていないの
に教えてくれたりと、年齢に関係なく初対面でも友人のように接してくれ
ました。特にホストファミリーの家族内の仲の良さに感動し、私もその中
に入って生活するのがとても楽しかったです。価値観や文化の違いに戸
惑うこともありましたが、今は外国の方への抵抗を以前のように感じなく
なりました。それは実際に外国を訪れ、日本との違いを知り、またふれ
あいを通じて、その方々の優しさを肌で感じることができたからです。この
経験を得て、これまで別世界のように感じていた海外の距離が縮まった
と思います。語学研修という機会をいただけたことに感謝したいです。

小鳥　優香里
１年Ｇ組：小坂中出身

特進Ⅰクラス

　僕は、中学レベルの英語しか話せなかったので、突然知らない、しか
も日本語が通じない家族の一員になることについて不安は勿論ありまし
た。しかし、楽しみの方が大きかったです。そして、いざ空港に着き、ホ
ストファミリーと会った時、彼らは笑顔で挨拶をしてくれました。その時、
僕は不思議と英語が話せなくてもやっていけそうな感じがしました。その
時は理由が「笑顔」だということに気づきませんでした。研修中は上手く
いく日ばかりではありませんでした。そんな時、普段意識していることを思
い返すと、大事なのは笑顔だと気づきました。それから誰とでも笑顔で
接していると、不思議と上手くいく日が続きました。「世界の共通語は英
語ではなく、笑顔である」という名言があるけど、アメリカに行って本当だ
と実感できました。人と接していく上でこれからも大切にしていきたいで
す。

野村　征太郎
１年Ｋ組：下呂中出身
男子バスケットボール部

　春から始まるインターハイ予選の前哨戦が行われました。善戦を繰り広げる中、卓球部・剣道部・バドミントン部が東海大会へ出場しました。そして、バドミントン部
は全国の切符を勝ち取りました。また、スキー部が高校総体と国体の両方に出場し、常連校の揃う中で孤軍奮闘しました。文科系部活動では、ウィンドアンサンブル部が
東海アンサンブルコンテストに出場、その他個人成績でも一際輝く成績を残しました。また、情報ビジネス部では多くの部員が各種検定で１級を取得し、３年生5名の部
員が日本情報処理検定協会会長特別賞を獲得しました。どの部活動も結果を残すために毎日切磋琢磨しています。これらの姿勢が西高校を活気強くすることでしょう。

全国高等学校選抜剣道大会岐阜県予選 国民体育大会冬季スキー競技会

飛騨地区高等学校卓球選手権大会 国民体育大会冬季スキー競技会

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

全国高等学校選抜スキー大会

全国高等学校選抜大会東海地区予選

国民体育大会冬季スキー競技会岐阜県選考会

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）岐阜県予選 全国高等学校選抜剣道大会東海予選

各種検定における１級取得者数

岐阜県アンサンブルコンテスト 東海アンサンブルコンテスト

中部日本個人・重奏コンテスト岐阜県大会

岐阜県選抜ハンドボール選手権大会

日本情報処理検定協会主催文部科学省後援の各種試験においての表彰

海外語学研修 

卒業生の活躍が紹介されました 

西高生の活躍が紹介されました 
★日本情報処理検定協会より会長特別賞（８種目１級

以上）および会長賞（５種目以上１級以上）を受賞し

た、情報ビジネス部の３年生の皆さん。★２Ｇ生徒が

高山市議会意見交換会にて、「各国のニーズに合わせ

た観光ガイドマップの必要性」を訴えた、２G生徒。

★全国高校選抜バドミントン大会に出場する、本谷か

すみさん（２Ｉ：東山中出身）と北瀬晴果さん（２

Ｉ：八幡中出身）。多くの生徒が各紙面でその活躍を

紹介されました。 

新 人 大 会  各 種 大 会  各種全国・中部・東海大会 

各種表彰など 

部活動の活躍 


