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高 山 西 高 等 学 校

　平成２７年３月１日（日）、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。１年次には「ぎふ清流国
体」、２年次には「飛騨学園創立５０周年式典」と、大きな行事も経験しました。一人一人が忙しくも充実した３年間を送り、自信と誇りに満ちた笑顔で西高校を巣立っ
て行くことを大変うれしく思います。あいにくの雨模様で恒例の卒業生歓送は屋内での実施となりましたが、恩師や後輩、級友との別れを惜しむ姿があちこちで見られま
した。なお、卒業生２１９名のうち、３か年皆勤者が９６名。そのうち１１名が１２か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
　～答辞より抜粋～

　この３年間には多くの出会いと、忘れられない思い出がたくさん詰まっています。全身全霊をか
けて打ち込んだ部活動では、弱音を吐きたくなることもありました。しかし、部活を支え引っぱって
いかなければいけないというプレッシャーと、東海大会へ必ず出場するのだという意地が私の心
を強くしてくれました。また、どんなに苦しい時でも、仲間と取り組む練習はとても良い雰囲気で、
元気いっぱいの仲間の姿や顧問の先生の熱意あふれる指導に、いつも支えられました。そばに
いることが当たり前だと思っていたｸﾗｽの仲間。一緒に泣いたり、笑ったりするのも今日で最後だ
と思うと、心にぽっかりと穴が空いたようです。今まで本当にありがとう。いつも心配と迷惑しかか
けてこなかった家族。それでも、私を信じて毎日学校に送り出してくれました。どんな時も変わら
ない愛情で私の心を支えてくれて、ありがとうございました。また、こんなにも充実した日々を過ご
すことが出来たのは、西高校の先生方が私たちを厳しく、そして優しくご指導くださったからです。
３年間、本当にお世話になりました。私たちは今日、溢れんばかりの思い出がつまったこの学舎
を去ります。西高校の３年間で学んだ自信と誇りを糧に、新たな世界への一歩を胸を張って踏
み出していきます。

高山　真央 牧野　ひかる 中谷　将太 山腰　留伽
３年Ｇ組：神岡中出身 ３年Ｉ組：東山中出身 ３年Ｇ組：松倉中出身 ３年Ａ組：松倉中出身

特進Ⅰクラス 陸上部 特進Ⅰクラス バドミントン部
三　枝（さいぐさ）賞 特　別　活　動　賞

桂川愛梨　（３Ｆ：萩原北中出身：特進Ⅰクラス） 谷口優輔　（３Ｊ：東山中出身：陸上部）
高田友理子（３Ｂ：国府中出身：バドミントン部） 田中うらん（３Ａ：高鷲中出身：剣道部）
加藤光之介（３Ｇ：中山中出身：特進Ⅰクラス） 野尻未優　（３Ｂ：松倉中出身：バドミントン部）
新井康允　（３Ｇ：朝日中出身：特進Ⅰクラス） 平井聡　　（３Ｈ：松倉中出身：アーチェリー部）
横山実玖歩（３Ｇ：日枝中出身：特進Ⅰクラス） 面手彩奈　（３Ｉ：国府中出身：情報ビジネス部）
小林衛司　（３Ｊ：松倉中出身：卓球部） 橋本華澄　（３Ｊ：日枝中出身：ウインドアンサンブル部）

　私は、部活動と進学のどちらにも目標を持ち、夢を叶える為に西高校
を選びました。部活動では毎日がとても厳しく、辛い練習の日々でした。
でも、その練習のお陰で２年の新人戦の団体戦ではベスト４に入り、東
海大会に出場することができました。今まで勝つことが出来なかった相
手を倒し、驚いたと同時にとても嬉しく、仲間と喜び合ったことが一番心
に残っています。こうした思い出も先生や指導して下さった方々、仲間、
家族が私を支えて下さったからだと、本当に感謝しています。目標を達
成することは難しく、悔いが残る試合もありました。でも、卓球を通して自
分自身のプラスになったことが沢山ありました。忍耐力、集中力、そして
仲間との絆が深まったこの３年間の努力は、決して無駄ではなかったと
確信しています。何事も諦めずに取り組んできたから成長できました。西
高校で本当に良かったです。

松下　沙耶香
３年Ａ組：東山中出身

卓球部

　西高校での３年間は、仲間の支えがあったお陰でとても充実した生活
を送れたと思います。私は伝統ある女子バスケットボール部で頑張って
きましたが、辛い練習メニューに部活を辞めたいを思うこともありました。
試合では失敗を恐れ、自分のプレーができず悩むこともありました。しか
し、そんな時はいつも女子バスケ部の仲間が私の話を真剣に聞いて、
私を勇気づけてくれました。東海大会に出場できたのも、この仲間がい
てくれたからです。また、学校行事では３年間応援団に所属し、自分た
ちで振り付けの案を出したり、毎日練習したりと、体育祭が成功するよう
に、仲間と一緒に努力しました。幸運なことに３年連続総合優勝という
成績を収めることができ、うれしい思い出として残っています。西高校に
入学して、周りの人の支えがどれほど大切かわかりました。４月からは社
会人として西高校での経験を活かしていきたいです。

　西高校での３年間は、私にとってとても充実した時間でした。「進路を
決め、必ず実現する。そのための３年間にしよう。」という強い決意を
持って西高校を選び、入学しました。しかし、中学校までの生活とは大
きなギャップがあり、最初は９限授業や教科ごとの課題をこなすのが大
変で、毎日ついていくだけで精一杯でした。つらく苦しいと思うこともあっ
た中で、それを乗り越えてここまで来られたのは、周りの支えのお陰で
す。先生は質問に行くと、忙しい中時間を作って丁寧に教えて下さった
り、個別にプリントを準備して下さいました。同じ苦しさと戦いながら、目
標に向かって努力し続けるクラスの仲間の姿には何度も励まされ、また
刺激を受けることができました。家族は、毎日朝早くに学校へ向かう私
を笑顔で送り出してくれました。目標へのモチベーションを保ち続けてこ
られた多くの支えに本当に感謝しています。

野村　円花 板倉　有生乃
３年Ｂ組：古川中出身 ３年Ｆ組：東山中出身
女子バスケットボール部 特進Ⅰクラス

　私は西高校に入学し、本当に良かったと思っています。それは熱意あ
ふれる先生方と、切磋琢磨できる素晴らしい仲間に出会えたからです。
私は特進Ⅰクラスに進学し、進学補習や勉強合宿、恵まれた環境の中
で３年間学ぶことができました。そのなかでｸﾗｽの仲間は私にとってとて
も大きな存在でした。緊張感のあるｸﾗｽの雰囲気、明るく優しく、しかし
勉強に対して決して妥協しない仲間の姿にいつも刺激を受けていまし
た。この仲間たちがいたからこそ受験を乗り越えられたと思っています。
そして先生方は、私の目標を全力でサポートして下さいました。学習面
はもちろんですが、進路に悩むたびに、先生は本気で私と向き合って下
さいました。私はこのような環境で、高校生活を送れたことに感謝してい
ます。後輩のみなさんも先生や仲間や家族、自分を支えてくれる存在
を糧にして、目標に向かって頑張ってください。

　西高校での３年間は勉強と部活動とで大変でしたが、とても充実した
高校生活を送ることができました。入学当初は勉強と部活動の両立が
なかなかできず、部活動に偏りがちでした。しかし、自分の周りには自分
と同じような立場の中で両立を目指している仲間がいて、そんな仲間に
助けられ、自分も頑張ることができたと思います。勉強の面では学力を
向上させることができ、自分の夢に近づける大学への進学を決めること
ができました。部活動では、３年次にキャプテンを務めました。始めは
チームでなかなか結果が出せず悔しい思いをしましたが、キャプテンとし
て言葉や行動でチームに刺激を与え、チームを変えていった結果、最
後の大会では県ベスト６で終えることができました。３年間の高校生活で
保護者や先生方に支えられ、夢に向かって頑張れたと感じています。
西高校で学んだことを忘れずに頑張っていきたいです。

小林沙貴 面手　優太
３年Ｇ組：下呂中出身 ３年Ｈ組：松倉中出身

特進Ⅰクラス 男子バスケットボール部

　入学当初私は、部活動では県大会優勝、学習面では国公立大学合
格、という目標を掲げていました。やはり、一番苦労したのは部活動と勉
強の両立でした。特Ⅰと比べると勉強時間は劣ってしまうため、１年生
の時から、夜学校に残って勉強する習慣をつけました。しかしテストの点
数はずっと低迷し何度も挫折しました。そんな中、先生方は親身になり
話を聞いて下さり、色々なアドバイスを下さいました。私が諦めず勉強し
てこれたのは、先生方のお陰だと思っています。それから、クラスの仲
間たちに恵まれたと思います。勉強も出来て優しい仲間に分からない問
題を教わったことも沢山あります。私は、富山大学に合格できたのは自
分の力だとは思っていません。恵まれた環境、先生、仲間の存在のお
陰です。３年間で私は二つの目標を達成することができました。西高校
だからこそ、夢を叶えることが出来ました。

　思い返せば様々な出来事が頭をよぎります。地元から離れて本気で
剣道をする決心をした中学３年生の秋に始まり、寮生活、部活、勉強の
全てにおいて質の高い西高校への入学は希望ばかりでした。しかし現実
はそう甘くなく、部活では試合に出られず、定期テストではクラスで最下
位になったこともあります。何度もやめようかと考えました。しかしそんな
僕の周りには、いつも一緒に頑張る剣道部の仲間がいました。仲間に恵
まれたから、今の自分がいると思います。そして何度失敗してもその悔
しさをバネに立ち上がる不屈の心を、部活を通して手に入れました。や
がてそれは、第一志望の大学合格につながりました。西高校には、感謝
の気持ちでいっぱいです。今は胸を張ってこの学校が好きだと言えま
す。僕に関わって下さった全ての人の優しさをかみしめ、大学生としてい
いスタートを切りたいと思います。３年間ありがとうございました。

坂上　圭佑 北川　陸
３年Ｉ組：日枝中出身 ３年Ｊ組：蘇原中出身

軟式野球部 剣道部

本校のキャリア教育
　１／２０の「進路の日」には、県内外から集まった大学・短大・専門学校の個別説明会や高山労働基準監督署の署長さんによる「働くときのルール」を
テーマとした講演会が行われました。生徒たちにとっては進路選択に必要な知識を深める貴重な時間となりました。３／６には、１年蛍雪クラスを対象と
した高山市内企業見学会が行われ、実際の職場を肌で感じる良い機会となったようです。そして３／９には、２年生の全クラスを対象とした「親父ゼミ
ナール」が開催されました。卒業生の父親７人が各クラスで高校時代の体験や働くことを通して学んだことなどを語ってくださいました。３／１８には、２年
蛍雪クラス対象に「高校生就職ガイダンス」が実施され、面接指導はもちろん、自己理解や表現力の強化などに関する講義が行われました。

　高山を舞台とした映画「きみとみる風景」の上映会が行われました。これは、数日後に卒業
式を控えた３年生を対象に、いつまでも故郷の素晴らしさを覚えていて欲しいという想いを込
めて実施されました。故郷への想いや仲間との絆を再確認する感慨深いものとなりました。

滝村健一郎

「３年生を送る会」＆｢地球のステージ｣

　３年生を送る会では、高山市出身の桑山紀彦さんによる
「地球のステージ」が行われました。桑山さんは現在、宮
城県名取市で医師として活動する傍ら、医療ボランティア
として世界各地を飛び回っています。人種、宗教、政治に
とらわれず信念を貫く桑山さんの姿は、３年生に対する力
強いエールとなりました。また、毎年恒例の「在校生ビデ
オレター」、「生徒会思い出ＤＶＤ」が上映されたほか、３年
生各クラスの生徒から担任に対して感謝の言葉が贈られ
ました。笑いあり、涙ありの思い出深い会になりました。

第１６回校内ディベート大会　予選・準決勝（１／２６）、決勝（２／２）
　今年で１６回目を迎える校内ディベート大会。今年の論題である｢２０１７年までに小学校・中
学校・高校・大学の教科書及び副教材すべて電子書籍化するべきである。是か非か｣は、生
徒達にとって身近な問題であり、議論も実感がこもったものとなりました。今年度の決勝戦
は、２年Ｇ組（肯定側）と２年Ｊ組（否定側）の組み合わせで行われ、全校生徒が見守るなか、
双方ともクラス一丸となって調べ上げた資料を手に、積極的に攻める議論を展開しました。最
終的に勝利を手にしたのは２年Ｇ組でしたが、この決勝戦は会場を大いに盛り上げました。

映画｢きみとみる風景｣上映会

　硬式野球部への移行が決定し、その準備が始まっ
たのが昨年の夏。今年１月には田原監督を迎え、そ
の活動も徐々に本格化してきました。平日は氷点下
のグラウンドで基礎練習を、休日は校外の雪のない
グラウンドで土の感触を味わいながら実戦的な練習
を行っています。甲子園出場、全国制覇の経験を、
選手一人一人に伝えようとする監督。その熱い指導
の下、「飛騨から甲子園」への挑戦が始まります！

   僕の兄も姉も西高校のアーチェリー部で、インターハイや全国大会に
出場していました。僕は中学時代にハンドボールをしていましたが、兄や
姉の姿を見てアーチェリーに力を入れてみようと思い入部しました。アー
チェリーは楽しいし、優しい先輩や愉快な仲間にも恵まれました。また、
これまでの試合で幾度となく勇気づけられました。去年は、学校のアー
チェリー場も立派に改装して頂き、冬でも試合同様の距離練習をするこ
とができるようになりました。そんな全国的にも類のない恵まれた環境
と、先生方の指導、そして仲間たちのおかげで、全国選抜大会に出場
することが決まりました。感謝の気持ちを忘れず、平常心で臨み、自己
新記録を目指し納得できる試合をしてきたいと思います。先輩方が築か
れた西高校アーチェリー部の実績に恥じないように、そして、同じアー
チェリー部の仲間の分も精一杯頑張ってきます。

　昨秋に行われた岐阜県高校秋季大会で優勝した滝村健
一郎くん（２Ｈ：中山中出身）が、静岡県の「つま恋：
多目的広場」で３／２６から開催される全国高等学校
アーチェリー選抜大会に出場します。滝村くんは、最近
行われた岐阜県内の各種大会では、常に上位に入賞して
います。次に目指すのは全国大会での上位入賞！冬の寒
さの厳しい飛騨高山での練習は困難を極めますが、志を
高く持ち希望を胸に練習に励む彼にとっては、自分が成
長するチャンスと感じられるようです。全国大会では練
習の成果を発揮し、堂々と戦ってきてくれるでしょう！

２年Ｈ組：中山中出身
アーチェリー部

平成２６年度（第５０回）卒業証書授与式  

硬式野球部本格的に始動 

全国大会へ向けて 

西高生の地域貢献 

おもなできごと  

★礼儀作法を学ぶ茶道の授業の一環で、２年生の蛍雪クラスの生徒が美鳩幼稚園の園児に

お茶を振る舞いました。★３年生各クラスより選ばれた生徒が古川中学校に、１年Ｇ組の

生徒が日枝中学校に赴き、スクールサポーターとして学習指導を行いました。中学生の目

線に立ち、自分なりに工夫しながら指導する姿は、中学生のやる気を引き出しました。 



［飛騨地区大会］
☆バレー ☆卓球 ☆女子バレー
準決勝　高山西０－２飛騨高山 ３位

男子個人Ｓ　　加藤謙吾 ２位 予選リーグ　高山西０－２高田（三重）

☆男子バスケットボール 男子個人Ｗ　　加藤謙吾・川上宜也 １位 　　　　　　高山西２－１浜松日体（静岡）

準決勝　高山西９８－７９高山工業 女子個人Ｓ　　平田菜々美 １位 　　　　　　高山西０－２誠信（愛知） 予選リーグ敗退

決　勝　高山西８５－６０斐太 優勝 女子個人Ｗ　　平田菜々美・鎌倉綾香 １位

☆男子ハンドボール
☆女子バスケットボール ☆女子バレー
決　勝　高山西８０－５０斐太 優勝 １位トーナメント　

１回戦　高山西２－０大垣日大 　　　　　　高山西２０－２２四日市工業（三重）

［岐阜県大会］ 準決勝　高山西０－２済美 ３決戦　　　高山西２９－３０市岐阜商（岐阜） ４位

☆女子バレー ３決戦　高山西１－２岐阜聖徳 ４位
１回戦　高山西０－２本巣松陽 １回戦敗退 ☆剣道

☆剣道
☆男子バスケットボール 男子団体　１回戦　高山西２－０名東（愛知）

１回戦　高山西７４－８６可児工業 １回戦敗退 男子団体　２回戦　高山西３－１益田清風 　　　　　２回戦　高山西４－０気賀（静岡）

　　　　　３回戦　高山西３－１加茂 　　　　　準々決　高山西２－１星城（愛知）

　　　　　準々決　高山西３－０郡上 　　　　　準決勝　高山西４－０愛工大名電（愛知）

　　　　　準決勝　高山西４－１美濃加茂 　　　　　決　勝　高山西０－１麗澤瑞浪（岐阜） 準優勝
　　　　　決　勝　高山西１－２麗澤瑞浪 準優勝 女子団体　１回戦　高山西４－０相良（静岡）

女子団体　２回戦　高山西４－１可児 　　　　　２回戦　高山西１－０桜丘（愛知）

　　　　　３回戦　高山西２－１大垣東 　　　　　準々決　高山西１－２星城（愛知） ５位
　　　　　準々決　高山西２－２中京　※代表勝

　　　　　準決勝　高山西１－２郡上 ３位 ☆バドミントン

女子団体　１回戦　高山西３－２宇治山田（三重）

　　　　　２回戦　高山西０－３岡崎城西（愛知） ２回戦敗退

☆ウインドアンサンブル

金管八重奏 銅賞

衣笠芙悠実（ホルン） 優秀賞

☆女子バスケットボール
１回戦　　　高山西６８－　２８富田

２回戦　　　高山西７７－　５７東濃実業

ブロック決　高山西６５－　４６岐阜城北

決勝リーグ　高山西２２－１３５岐阜女子

　　　　　　高山西３４－１０３県岐阜商 ☆情報ビジネス
　　　　　　高山西５８－　４２長良 ３位 ☆ウインドアンサンブル
優秀選手賞　中西真唯 面手彩奈　下形優奈　中村盛人

金管八重奏 金賞 藤井紫乃　柚原 沙映

☆男子ハンドボール クラリネット八重奏 金賞
ブロック決　高山西３１－　９岐山 打楽器五重奏 金賞 情報処理技能検定試験（表計算） ４名

決勝リーグ　高山西２０－１５市岐阜商 木管八重奏 金賞 情報処理技能検定試験（データベース） １０名

　　　　　　高山西２５－１４岐阜東 優勝 日本語ワープロ検定試験 １１名

金管八重奏 金賞 ホームページ作成検定試験 ６名

［東海大会］ 打楽器五重奏 金賞 プレゼンテーション作成検定試験 ８名

☆女子バスケットボール 木管八重奏 金賞 パソコンスピード（日本語） ８名

１回戦　高山西３８－８２安城学園（愛知） １回戦敗退 パソコンスピード（英文） ３名

日置桃子（トランペット） 金賞 文章デザイン検定試験 ６名

　今年のアメリカテキサス州での語学研修は１５泊１６日の日程で行われました。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、日常会話はすべて英語です。生徒たちは、現地の人たちとのコミュケーションを通して英語運用能力を高
めるとともに、異文化に対する理解を深め、日本文化の特色についても再確認することができたようです。近い将来、多くの西高生が世界各地で活躍する日が来ると信じています！

  僕は、このアメリカ語学研修で文化の違い、言語や性格の違う人々に
触れて様々な刺激を受けました。ホストファミリーに初めて会った時は、
緊張してしまい上手くコミュニケーションがとれませんでした。しかし、ホ
ストファミリーが僕の様子を察してくれて、ゆっくりと話したり、共通の話題
を作ってくれたりしました。おかげで僕の緊張が徐々になくなり、積極的
に話せるようになりました。ＩＳＡでは、一緒に教室に入って授業を受けま
した。日本とは違った雰囲気で驚きました。また、クラスメートとも友達に
なり、様々なことを話すことが出来ました。自分なりに上手くコミュニケー
ションがとれたと思います。この研修で、日本の文化がアメリカでたくさん
の人々に知られていることや日本の文化を尊重してしてくれていることを
感じました。日本が認められた気がして嬉しかったです。他の国の文化
を理解し、尊重する姿勢は大切なことだと実感しました。

屋敷　侑吾
１年Ｇ組：丹生川中出身

特進Ⅰクラス

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）。★ユニバーシアード冬季大会のアルペンスキースーパー大回転で９
位入賞を果たした新井真季子さん（Ｈ２３年度卒）。★中日写真協会飛騨支部平成２６年最優秀賞に輝いた田口幸弘さん（Ｈ１０年度
卒）。★成人式の日に自分の将来について語った中井カンナさん（Ｈ２４年度卒）。★アーチェリー全日本室内大会に出場した平野寛明
さん（Ｈ９年度卒）。★ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」で吉田松陰とともに幕末の時代を支えた玉木彦介役を演じる富田佳輔さん（Ｈ２１
年度卒）。

　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。県内の大会においては、男子ハンドボール部の優勝を筆頭に、剣道部の全国選抜大会岐阜県予選における男子
団体準優勝、女子団体３位、女子バスケットボール部の新人大会３位などの結果が光っています。東海大会には、男子ハンドボール部、剣道部、女子バスケットボール
部、バドミントン女子団体、ウインドアンサンブル部金管八重奏が出場しました。特に剣道部男子団体は準優勝という好成績を収めています。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。どの成果も生徒たちの日々の努力の賜物です。

飛騨地区高等学校卓球選手権大会 東海私立高等学校男女バレーボール選手権大会

東海高等学校ハンドボール選手権大会
岐阜県私立高等学校男女バレーボール選手権大会

東海高等学校選抜剣道大会
全国高等学校選抜剣道大会岐阜県予選

全国高等学校選抜大会東海地区予選

東海アンサンブルコンテスト

   今回アメリカ語学研修に参加し、様々な体験をさせて頂きました。実
際にアメリカで生活をしてみて、お互いの国の優れているところに気付く
ことができました。日本に住んでいるだけでは決してわからなかったと思
います。また、ＩＳＡでも文化の違いに驚かされました。授業は全然日本
とは違い、学校のシステムも全く異なっていました。また、アメリカの生徒
は皆積極的でした。気軽に話しかけてきたり、笑わしてくれたりと本当に
馴染みやすかったです。日本人はどうしてもこのような場面では躊躇す
ることが多いと思いますが、アメリカの生徒は全く違っていました。また、
感動したこともありました。僕のホストスチューデントは足が悪かったので
すが、自分でできることは自分でしっかりとこなし、できないところは助け
て貰うという生活をしていました。自分の力でしっかりと生きていくという
強い姿勢に自分も大きな刺激を受けました。

打江　泰介
１年G組：中山出身
特進Ⅰクラス

　家庭科の授業で、郷土料理の歴史や調
理法を学んできた生徒たちが、調理実習
を行いました。朴葉ずしなどの郷土料理
は、生徒たちにとって身近な存在であり
ながら、意外と知らないことが多く、新
たな発見があったようです。また、飛騨
の代表的な民芸品「さるぼぼ」作りにも
挑戦しました。地元のお土産屋さんだけ
でなく、いたるところで販売されている
「さるぼぼ」ですが、シンプルな外見と
は異なり、作るのは意外と難しいようで
す。ただ、飛騨探求の旅はまだ始まった
ばかり。今後の活動もお楽しみに！

中部日本個人・重奏コンテスト岐阜県大会

全日本高等学校管打楽器ソロコンクール

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

岐阜県アンサンブルコンテスト飛騨地区予選
会長特別賞

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

海外語学研修 

卒業生の活躍が 

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 

西高生の活躍が紹介されました 

ぎふグローバル人材育成モデル校に指定   ～本校の取り組み紹介～ 

★卒業式では多くの生徒が表彰されました。なかでも、岐阜県知事賞、私立中高連会長賞、三枝賞（学力優秀）、特別活

動賞（部活動で好成績）、１２か年皆勤達成（３か年皆勤賞受賞）の２５名が紹介されました。★情報ビジネス部の面手

彩奈さん（３Ｉ：国府中出身）、下形優奈さん（３Ａ：国府中出身）、中村盛人くん（３Ａ：国府中出身）、 藤井紫乃さ

ん（３Ｈ：松倉中出身）、柚原沙映さん（３Ｈ：日枝中出身）の５名が、日本情報処理検定協会の８種目全ての検定にお

いて１級以上を取得し、会長特別賞を受賞しました。一校で５人以上が受賞したのは、本校を含め全国で３校だけです。

★中日新聞朝刊の飛騨版に連載中の｢まちオピ｣に、葉山瑛介くん（２Ｈ：各務原市那加中出身）が登場しました。 


