
　今年の夏は、本校から４つの部活動が全国高等学校総合体育大会（イン
ターハイ）『君が創る　近畿総体』に出場します。バドミントン部女子個
人ダブルスの北瀬晴果さんと増谷二葉さんは京都府長岡京市「京都府長岡
京記念文化会館」で、男子ハンドボール部は大阪府堺市「堺市金岡公園体
育館」ほかで、剣道部男子個人の小林賢哉くんは和歌山県和歌山市「和歌
山ビッグホエール」で、アーチェリー部男子個人の岩島志龍くんと女子個
人の森花緒梨さんは奈良県橿原市「県立橿原公苑陸上競技場」で、それぞ
れ熱戦を繰り広げます。とくにバドミントン部の全国出場は、本校史上初
の快挙です。これまでの並々ならぬ努力によってつかんだ岐阜県代表の名
誉を胸に、西高生らしい全力プレーで実力を１００パーセント発揮してく
れることを願っています。一戦一戦悔いの残らぬよう戦い、上位入賞さら
には優勝を目指して頑張ってください！
 では、選手のみなさんの意気込みをご覧いただきましょう！
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　４月７日（火）、厳粛な雰囲気のなかで平成２７年度の入学式が挙行さ
れました。来賓の方々や保護者の皆様が見守るなか、新入生一人一人の名
前が読み上げられると、希望に満ちた返事が会場に響き渡りました。新入
生代表として金沢実玖さん（１Ｇ：中山中出身）が宣誓し、２６６名の入
学が許可されました。例年よりも１クラス多い１学年８クラスの大所帯で
す。今後の西高校を盛り上げてくれる学年になることを期待しましょう！
　入学してまもなく３ヶ月。今回は各クラスの代表８名に、どんな夢を
もっているのか、どんな高校生活を送りたいのかを語っていただきまし
た。生徒たちの「初心」をご覧ください！

   私が西高で頑張りたいことは部活動です。私はウィンドアンサンブル
部に所属しました。目標は日本一になることです。目標を達成するため
に、基礎練習や合奏練習に集中して取り組むことを徹底しています。日
本一になるとは、全国大会への出場はもちろんのことですが、結果だけ
にこだわるのではなく、聴いて下さる人々に感動を届けられるような演奏
ができるようになるという意味も含みます。今はまだ一年生なので、分か
らないことだらけで迷惑をかけてしまうかもしれませんが、一日でも早く先
輩の姿に近づけられるように精一杯頑張りたいです。また、先生方や保
護者の皆様、西高のウィンドアンサンブルを応援して下さる方への感謝
の気持ちを忘れずに生活していきたいです。挨拶や返事などの礼儀も
普段から大切にしたいと思います。３年後、自分の道へと歩み出すため
に当然ながら勉強面にも力を入れていきたいです。

   僕はハンドボール部に所属して毎日練習に励んでいます。中学校の
時、県大会優勝を目標に頑張りましたが、県大会さえ出場することもで
きずに地区予選で自分の夏が終わりました。本当に悔しい思いをしまし
た。そのため、県大会で優勝したいという夢を叶えるために西高に進学
しました。高校ではハンドボールの高い技術を学ぶことができます。ま
た、部活動だけでなく毎日の私生活も大切であり、礼儀や行動もきちん
としなければりません。今年の先輩方はインターハイ出場を決めました。
１年生の僕は先輩方の一生懸命な姿勢を見てきました。全国に行くた
めには先輩方の様にならなければいけないこともわかりました。２年後、
今年の先輩のような姿勢で練習する自分がコートにいたいです。チーム
に貢献できる選手になるために、日々練習に力を入れて技術を伸ばし
ていきたいです。悔いのない取り組みをしていきます。

佐々木 結花 岡﨑 海斗
１年A組：養老東部中出身 １年Ｂ組：中山中出身
ウインドアンサンブル部 ハンドボール部

   私達は厳しい試合を勝ち抜きインターハイへの出場権を得ることがで
きました。厳しい試合でも勝つことができたのは、日々の辛い練習を乗り
越えられたからだと思います。時には辛くて練習をしたくないと思うことも
ありました。でも、そんな時に頑張っている先輩や後輩の姿があり、自分
も頑張らなければいけないと思って取り組むことができました。また、多く
の遠征で経験した悔しさや喜びが自分の力となり、本番で力を発揮でき
たと思います。しかし、このように成長できたのは自分一人だけの力では
ありません。どんなに遠くても疲れていても遠征に連れて行って下さる先
生、日々遅くまで指導をして下さる先生、遠くから見守ってくれる親がい
たからだと思います。全国大会まではまだ少し時間があります。今より少
しでも強くなり、１試合でも多く勝って自分がお世話になっている人達に
感謝の気持ちを伝えたいと思います。

   僕には国公立大学へ進学という目標があります。そのためには、日々
の勉強をコツコツと取り組んでいけば、目標の達成につながると思いま
す。だから西高の特Ⅰクラスを希望しました。けれども、今僕の夢は漠
然としていて、夢という夢がありません。この世の中には、夢を持ってそ
れを叶えている人はたくさんいます。今は自分の夢を持つこと、見つける
ことをしたいです。夢を探すためには、いろいろなものを見たり、聞いた
り、いろんな人との出会いが大切になると思います。いろんな視野で考
えて夢を見つけていきたいです。西高に入学して新しい仲間に出会い、
同じ目標を持ったクラスメートと共に頑張っています。勉強がしやすい環
境を作ってくれている先生や仲間、西高に入れてくれた親に感謝の気
持ちを持ってこれからも取り組んでいきたいと思います。自分に厳しい姿
勢で頑張ります。

   私の人間目標は、善意を持つことと誰に対しても感謝の気持ちを忘
れないことです。人を大切にすれば、いつかは自分に返ってきます。ま
た、人に好意を受けたら、いつかは恩を返さなければならないと思って
います。社会に出た時それが当たり前にできるように、西高で相手を思
いやる気持ちを磨いていきたいと考えています。学力面での目標は、大
学の商学部か経営学部に進学できるように力をつけることです。一生懸
命勉強して苦手科目をなくしていきたいです。高校の勉強は覚えること
がたくさんあって大変ですが、私は楽しいです。なぜなら、高め合える仲
間が周りにいて、自分が成長できるからです。それぞれ目標とする大学
や学部は違いますが、一生懸命頑張っている仲間を見ると「まだでき
る。もっと頑張らないと。」と思えます。応援して下さるたくさんの方々の
思いを胸に精神面、学力面を成長させていきたいです。

瓜田 俊行 角井 美月
１年Ｆ組：東山中出身 １年Ｇ組：日枝中出身

特進Ⅰクラス 特進Ⅰクラス

　 私が西高で頑張りたいことは、部活動と勉強の両立です。私は女子
バスケットボール部に所属しました。毎日の練習は自分にとって学ぶとこ
ろがたくさんあります。練習は大変ですが、それ以上に得るものが大きい
です。素晴らしい先輩方と仲間と共にこれからも自分を磨いていき、
チームに貢献できる選手になりたいです。勉強面では、高校卒業後に
進学できるよう勉学に励んでいきたいです。高校の勉強は中学と比べて
かなり難しいです。そのため、毎日の家庭学習が大切になってきます。
授業の復習を家庭学習でしっかりと取り組んでいきたいです。日々の積
み重ねをきちんとして、学力を身につけていきます。部活動と勉強の両
立は大変だと思いますが、特進Ⅱクラスには同じような志を持った仲間
がたくさんいます。仲間と共に励まし合い、支え合って３年間頑張ってい
きたいと思います。

   私が西高で叶えたい夢は二つあります。一つは部活動でインターハイ
に出場することです。私は、中学校の頃から全国大会出場を目標に頑
張ってきましたが、それを達成することはできませんでした。西高に入学
して特Ⅱコースを選びました。部活と勉強の両立が大変で毎日が慌た
だしく思います。しかし、そんな生活の中で全国の舞台に立つにふさわし
い姿、生活の基礎である挨拶や礼儀が身につきます。当たり前のことを
部活動と勉強の両立という厳しい環境の中で、しっかりとできるようにし
ていきたいです。日々努力すれば、必ず良い結果はついてくると思いま
す。普段の生活から細かい所にこだわっていきたいです。もう一つの夢
は大学進学です。私の将来の夢はまだ決まっていません。今はしっかり
と勉強し、どんな夢を見つけても達成できるようにしたいです。３年間の
高校生活で自分を高め、二つの夢を叶えられるように頑張ります。

木戸脇 緩乃 一本木 伶奈
１年Ｈ組：東山中出身 １年Ｉ組：松倉中出身
女子バスケットボール部 陸上部

　 僕が西高で叶えたい夢は、部活動で全国大会に出場することです。
この夢を叶えるためには、毎日の練習の積み重ねが大切です。ただ練
習をするのではなく、一つ一つの練習の意味や目的をしっかりと考えて
取り組まなければなりません。今できるプレーに満足せずに、自分のプ
レーの幅を広げていきたいと思っています。今よりもいろいろなプレーが
できるように、仲間とお互いに競い合い、実力を磨いていきたいです。そ
して、チームに貢献できる選手になりたいです。特進Ⅱクラスは、勉強も
しっかりと取り組んでいかなければなりません。部活動に励むと勉強でき
る時間は限られます。毎日時間を上手に見つけて勉強していきたいで
す。勉強面や生活面において、当たり前の事は当たり前にできるように
なりたいです。３年間の高校生活で、自分を大きく成長させられるように
様々な面で頑張っていきたいと思います。

   僕には西高で叶えたい夢があります。一つは、国公立大学に進学す
ることです。しかし、その道は険しく、毎日勉強に追われる日々が続いて
います。特Ⅱは特Ⅰに比べて大幅に授業数が少なく、それを補うには
かなりの努力が必要です。ですが、西高の先生は一流で、とても授業が
分かりやすいです。早く苦手をなくして意欲的に取り組めるようになりたい
です。もう一つは、甲子園に出場することです。飛騨から甲子園出場
は、小さい時からの夢でした。西高に硬式野球部ができた時は、とても
嬉しく思いました。今は思うようなプレーがなかなかできません。また、練
習は厳しく、毎日がくたくたです。しかし、尊敬できる先輩、優しい先輩、
同じ目標を持つ仲間と野球ができることは、とても楽しくてやりがいがあり
ます。勉強と部活動の両立は、想像していた以上に大変ですが、その
分充実した日々を過ごしています。

青木 良樹 三嶋 駿太
１年Ｊ組：萩原南中出 １年Ｋ組：古川中出身
男子バスケットボール部 硬式野球部

　平成２７年度のスローガンは「青春（アオハ
ル）」です。各クラスが創意工夫を凝らして企画を
考える雰囲気を大切にしながら、生徒会執行部を中
心に新しい西高祭を目指しました。とくに大きな改
革としては、１年生のクラス企画を展示企画にした
ことです。これにより、例年にない新しい取り組み
が生まれました。もちろん、毎年恒例のステージ企
画も健在です。短い準備期間ではありましたが、各
クラスの個性を生かした質の高いステージパフォー
マンスが繰り広げられました。また、外部の方々の
協力を得て運営した実行委員会バザーや、自衛隊岐
阜地方協力本部高山出張所ＯＢの方が設置してくだ
さった飛行機型のバルーン滑り台、本校卒業生のボ
ランティアによるヘアメイクサービスなど多くの協
力を得ることができ、大変感謝しております。今年
は自由観覧の時間も余裕をもって設けることがで
き、生徒や保護者の皆様に西高祭を満喫していただ
けたと思います。一般観覧者も４８０名を越え、嬉
しい限りです。ありがとうございました。

　今年の西高祭は「青春（アオハル）」というスローガンの下で取り組んで
きました。準備期間中にクラスの仲間の新たな良さを見つけ、皆で一つ
のものを創り上げる喜び、高校時代にしか味わうことのできない青春を
感じて欲しいという想いからこのスローガンに決めました。例年は全クラ
スがステージ発表でしたが、今年は各クラスの企画によって発表場所を
分散しました。午前中はステージ発表を全校生徒で見て、午後からは
自由観覧という新たなスタイルを取り入れました。そのために、準備段
階で様々な困難もありましたが、執行部と実行委員会の仲間が支え
合って解決して何とか当日を迎えることができました。各クラスの企画は
それぞれの特色が出ている「青春」を感じることができるすばらしい発表
ばかりでした。準備期間が短い中でこのような素晴らしい西高祭を創り
上げる西高は本当にすごいと思います。皆さんの協力に感謝していま
す。本当にありがとうございました。

西高祭実行委員長
宮川　頌健

３年Ｇ組：中山中出身

   私達は、県で準優勝してインターハイに出場することとなりました。私
達のペアは、ダブルスを組んでまだ日が浅く、コンビネーションを上手に
取れないことが多くありました。けれども、県大会の時はお互いに「勝っ
てインターハイに行きたい」という思いを強く持っていたからこそ勝てたん
だと思います。また、自分のことのように応援をしてくれる部活動の先輩
や後輩、先生、両親がいたから本番で自分の力を出しきれました。今か
らインターハイまで、まだ時間があります。たくさん練習をしてもっと強くな
りたいと思います。練習では、チームメイトや先生方にアドバイスを頂き、
向上心を持って取り組んでいきたいです。私達がインターハイに出られ
るようになったのは、周りにいるたくさんの人々のおかげです。感謝の気
持ちを忘れずに練習に励みたいです。支えてくれている人達のために
も、インターハイという舞台で満足のいく試合をしたいです。

北瀬　晴果

増谷　二葉

2年Ｉ組：八幡中出身

2年Ｊ組：日枝中出身

バドミントン部

バドミントン部

冨士井　陸  小林　賢哉
３年Ｈ組：東山中出身 ３年Ｂ組：浜松中部中出身

ハンドボール部 剣道部

　中日新聞飛騨版の
人気企画「新人・片
山記者の教えてくれ
はるう」で、片山記
者がウインドアンサ
ンブル部に体験入部
した模様が紹介され
ました。部活動内の
雰囲気やコンクール
に掛ける意気込みな
ど、部員達のありの
ままの姿を紹介して
頂きました。

   ５月に行われた県総体で、私はインターハイ出場の切符を手にするこ
とができました。入部当初から「インターハイ入賞」を目標に練習してき
ました。しかし、思うような結果を残すことができずにいました。応援をし
てくれる人達の期待に応えられない自分に何度も憤りを感じました。練
習を重ねても点数が伸びてこない時は心が折れそうになることもありまし
た。そんな時、心の支えになったのは応援してくれる人の温かさでした。
たくさんの言葉をかけて下さった先生方や一緒に頑張ってきた個性豊
かな仲間達、私の成長を見守り続けてくれた両親。多くの温かい言葉は
私の心の中に深く感じるものがありました。だからこそ、今まで頑張り続け
ることができたと思います。インターハイでは、支えてくれた人達や悔し
涙を流した仲間の思いを背負いながら頑張ってきたいと思います。苦し
んできた３年間の集大成として全力で戦います。

★ウインドアンサンブル部の「春の高原演奏会」が、新穂高
ロープウェイしらかば平駅前で開催されました。楽器の演奏は
もちろん、合唱やダンスを取り入れたパフォーマンスに、聴衆
からは温かい拍手と歓声が上がりました。★先日の西高祭で行
われた古本バザーの収益金と、生徒会を中心に生徒たちから集
めた募金をネパール地震の被災地支援金として中日新聞社会事
業団に寄託しました。★情報ビジネス部は乗鞍青少年交流の家
で行われた「のりくらグリーンフェスティバル」に補助員ボラ
ンティアとして参加しました。当日は天候に恵まれ、多くの来
場者がありました。情報ビジネス部員のテキパキとした運営
は、大いに役立ったようです。★今年は２日間に渡って１３４
名の生徒が献血を行いました。献血者数では、県内の高校のな
かでも最多を誇ります。献血の意義についてのレクチャーもあ
り、医療系進学希望者の多い本校の生徒たちにとっては、非常
に良い機会となりました。

   僕は、８月に行われるインターハイに向けて練習をしています。昨年
のインターハイは団体で出場することができました。しかし、今の実力で
は全国に通用しないと痛感しました。この悔しい経験があったからこそ、
今年は日本一になるという目標を掲げ、一生懸命練習に励むことがで
きました。練習では思うような取り組みができずに悩むことも多くありまし
たが、一緒に頑張ってきた仲間達のおかげで今まで続けてくることがで
きました。僕にとっては、仲間の存在がとても大きな支えとなり、力を与
えてくれました。全員が同じ目標を持ち、それに向かって頑張ってこれ
たから今の自分があると思います。まずは、東海大会で優勝して弾みを
つけたいです。全国大会まで残された時間は少ないけれど、日々の練
習を大切にしていきたいです。今まで支えてくれた先生方や家族、仲間
への感謝の気持ちを忘れずに頑張ってきます。

森　花緒梨

岩島　志龍

３年Ａ組：羽島中央中出身

３年Ｉ組：丹生川中出身

アーチェリー部

アーチェリー部

   僕達ハンドボール部は、５月に行われた県大会で優勝し、インターハ
イへの切符を手にすることができました。昨年は出場することができず、
また、今年の選抜大会の予選でも一点差で敗れて全国を逃すという悔
しい思いをしてきました。そのため、全員がインターハイに出場したいとい
う思いは、どこのチームよりも強いものがありました。練習はたいへん厳し
くて何度も先生やコーチと意見が対立することもありました。しかし、全員
が高い目標を持ち、練習に取り組むことで乗り越えることができました。
インターハイでは自分たちの目標である「全国４強」を目指します。大会
まで残された時間は少ないですが、今まで以上にチーム一丸となって
頑張っていきます。３年間の集大成として高山西らしい姿勢で戦ってい
きます。そして、今まで支えてくれた人達に対する感謝の気持ちを忘れ
ずに、最後まで全力で戦い、目標を達成したいと思います。

   厳しい県予選を勝ち上がり、僕は自分の夢を叶える舞台への切符を
手にすることができました。去年の県予選では悔しい思いをしたので、今
年は何としても勝ちたいという思いで１年間稽古をしてきました。日々の
練習では、大事な場面で実力を発揮できるように心掛けました。そし
て、勝負強くなれるように努力しました。大会本番は試合によく集中でき
ていて、気付いたら決勝まで勝ち上がっていました。しかし、決勝戦では
自分の弱点をつかれて負けました。最後の最後で隙をつくってしまいま
した。まだインターハイまでは時間がありますので、精神面をもっと鍛え
たいです。自分が全国に行けるのも周りの人達のおかげです。休みもな
く面倒を見て下さった先生、いつも笑顔で一緒に頑張ってくれた仲間
達、剣道が強くなるために寮生活までさせてくれた両親。皆さんへの恩
返しは和歌山の地で果たしたいと思います。

新１年生インタビュー 

平成２７年度 西高祭  スローガン「青春（アオハル）」 

全国高等学校総合体育大会へ向けて 

西高生の地域貢献 

西高部活動が紹介されました 



［岐阜県予選］ ☆アーチェリー
☆男子バスケットボール ☆男子ハンドボール
準決勝　高山西　９９－５３　益田清風 １回戦　高山西　３５－１９　岐阜工業 男子個人　　滝村健一郎 １位

決　勝　高山西　７２－６０　斐太 優勝 ２回戦　高山西　３０－８　　岐山 　　　　　　岩島志龍 ３位

準決勝　高山西　４１－２１　大垣西　 　　　　　　千田佳汰 ５位

☆卓球 決　勝　高山西　２２－１９　岐阜東 優勝 女子個人　　森花諸梨 ２位

男子団体 　　　　　　古田咲陽 ８位

予選リーグ　高山西　３－０　飛騨高山 ☆アーチェリー
　　　　　　高山西　３－０　高山工業 男子団体　　 準優勝 ☆女子バレー
決勝トーナメント 男子個人　　岩島志龍 ６位

　　　　　　高山西　１－３　斐太 ３位 　　　　　　近藤篤裕 ７位 １回戦　高山西　２－１　岐阜聖徳学園

男子個人Ｓ　加藤謙吾 準優勝 女子団体　　 ３位 準決勝　高山西　２－１　大垣東

男子個人Ｗ　加藤謙吾・川上宜也 優勝 女子個人　　森花諸梨 ４位 決勝　　高山西　２－１　加茂 優勝

　　　　　　畦地輝慶・田中星也 ３位

女子団体 ☆陸上 ☆陸上
リーグ戦　　高山西　３－１　益田清風 男子　３０００ｍＳＣ　野戸雄介 ４位
　　　　　　高山西　３－０　飛騨高山 女子　　８００ｍ　　　越智朝子 ６位 女子　　８００ｍ　　越智朝子 ２位

　　　　　　高山西　３－１　斐太 優勝 　　　　４００ｍＨ　　塚谷紗也香 ５位
女子個人Ｓ　荒家志緒 優勝 　　　　砲丸投　　　　谷口真鈴 ４位 ☆男子ハンドボール
　　　　　　松葉瑞姫 ３位 　　　　円盤投　　　　谷口真鈴 ４位
女子個人Ｗ　平田菜々美・鎌倉綾香 優勝 １回戦　高山西　２９－９　　大垣工業

　　　　　　三ツ森愛莉・中川悠 準優勝 ☆男子バスケットボール ２回戦　高山西　１４－１６　各務原西 ベスト８

　　　　　　荒家志緒・船場真佑 ３位 １回戦　　　高山西　７３－６０　岐阜高専

２回戦　　　高山西　５９－６２　大垣工業 ２回戦敗退 ☆卓球
☆サッカー
１節　高山西　１－０　吉城 ☆女子バスケットボール 男子個人Ｓ　川上宜也 予選通過

２節　高山西　２－２　斐太 １回戦　　　高山西　７３－３１　富田 女子個人Ｓ　荒家志緒 予選通過

３節　高山西　４－４　飛騨高山 ２回戦　　　高山西　６４－２３　大垣南

４節　高山西　４－０　高山工業 準優勝 ブロック決　高山西　５６－４９　岐阜総合 ☆硬式野球
決勝リーグ　高山西　３９－８０　県岐阜商 春季岐阜県高校野球大会地区予選
　　　　　　高山西　２３－１４１岐阜女子 　高山西　０－７　飛騨神岡

　　　　　　高山西　６０－６２　土岐商 ４位 　高山西　１－１１美濃加茂

優秀選手賞　戸谷彩乃 　高山西　１－７　東濃実業

　高山西　４－３　加茂農林 地区予選敗退

☆バドミントン
女子団体　２回戦　高山西　３－２　大垣北

　　　　　準々決　高山西　３－２　本巣松陽

　　　　　準決勝　高山西　３－１　済美

　　　　　決　勝　高山西　１－３　県岐阜商 準優勝

女子個人Ｗ　北瀬晴果・増谷二葉 準優勝

☆剣道
男子団体　１回戦　シード ☆その他
　　　　　２回戦　高山西　５－０　岐阜城北

　　　　　３回戦　高山西　４－１　可児工業 小木曽桃子 優秀賞

　　　　　４回戦　高山西　３－２　郡上

☆女子バレー 　　　　　準決勝　高山西　４－０　中京 小鳥優香里 優秀賞

１回戦　高山西　２－０　飛騨神岡 　　　　　決　勝　高山西　１－３　麗澤瑞浪 準優勝

準決勝　高山西　０－２　益田清風 男子個人　小林賢哉 ２位

３決戦　高山西　２－０　吉城 ３位 　　　　　内山有希 ３位

　　　　　佐藤拓哉 ５位 ☆陸上
☆陸上 女子団体　１回戦　シード 男子　３０００ｍＳＣ　野戸雄介 予選敗退
男子　４００ｍ　　石丸進也 ３位 　　　　　２回戦　高山西　２－０　大垣北 女子　　８００ｍ　　　越智朝子 予選敗退
　　　１１０ｍＨ　井口颯太朗 ３位 　　　　　３回戦　高山西　３－１　関商工 　　　　４００ｍＨ　　塚谷紗也香 予選敗退
　　　４００ｍＨ　中田滉己 １位 　　　　　４回戦　高山西　１－２　関　 ベスト８ 　　　　砲丸投　　　　谷口真鈴 予選敗退
　　　　　　　　　牧田慎司 ２位 　　　　円盤投　　　　谷口真鈴 予選敗退
　　　走幅跳　　　中林郁也 １位
　　　三段跳　　　中林郁也 １位 ☆剣道
　　　砲丸投　　　清水裕也 ３位 男子個人　　佐藤拓弥 ベスト１６

女子　１００ｍ　　保谷茉湖 １位 　　　　　　小林賢哉 ベスト１６

　　　　　　　　　大坪由依 ３位 　　　　　　内山有希 ベスト１６

　　　４００ｍ　　塚谷紗也香 １位 男子団体

　　　８００ｍ　　越智朝子 １位 予選リーグ　高山西１－１磐田西（静岡）

　　１５００ｍ　　越智朝子 １位 　　　　　　高山西２－０津西（三重）

　　　１００ｍＨ　池田紗矢香 ３位 ☆卓球 　　　　　　高山西１－４桜丘（愛知） 予選リーグ敗退

　　　４００ｍＨ　塚谷紗也香 １位 男子団体　　１回戦　高山西　３－１　長良

　　　　　　　　　大坪由依 ２位 　　　　　　２回戦　高山西　３－１　東濃実業 ☆男子ハンドボール
　　　走高跳　　　一本木伶奈 １位 　　　　　　３回戦　高山西　３－２　大垣工業 ２回戦　高山西３１－２７岡崎城西（愛知）

　　　　　　　　　池田紗矢香 ２位 　　　　　　４回戦　高山西　０－３　富田 ベスト８ 準決勝　高山西１９－１３清水東　（静岡）

　　　走幅跳　　　保谷茉湖 １位 女子団体　　１回戦　高山西　３－０　岐山 決　勝　高山西１７－２０愛知（愛知） 準優勝

　　　砲丸投　　　今井綾乃 ２位 　　　　　　２回戦　高山西　１－３　岐阜高専 ベスト１６

　　　円盤投　　　中畑裕里奈 １位 ☆アーチェリー
　　　やり投　　　今井綾乃 ２位 ☆女子バレー 　 男子団体

副会長 １回戦　高山西　２－１　海津明誠 準々決勝　高山西０－６浜松湖東（静岡） ７位

副会長 ☆バドミントン ２回戦　高山西　０－２　大垣商業 ベスト１６ 男子個人  滝村健一郎 １４位

書　 記 女子個人Ｓ　北瀬晴香 優勝           近藤篤裕 ３４位

書　 記 　　　　　　増谷二葉 ３位 ☆サッカー 　　　　　櫻野隆文 ３９位

財政委員長 女子個人Ｗ　北瀬晴果・増谷二葉 優勝 １回戦　高山西　０－１　恵那 １回戦敗退 　　　　　岩島志龍 ４１位

体育委員長 　　　　　　豊澤澪菜・日下部百香 ３位 女子個人　森花諸梨 ６位入賞

風紀委員長 ☆男子ソフトテニス
図書委員長 男子団体　２回戦　高山西　０－３　大垣北 ２回戦敗退 ☆バドミントン
保健委員長 女子団体

文化委員長 ☆アーチェリー ☆女子ソフトテニス １回戦　　高山西３－１常葉菊川（静岡）

環美委員長 滝村健一郎 ２回戦敗退 女子団体　２回戦　高山西　０－３　岐阜各務野 ２回戦敗退 準々決勝　高山西１－３名経大市邨（愛知） ベスト８

　新年度を迎えた生徒会執行部がまずやらなければならない行事が２つありま
す。１つは新入生を迎える対面式。対面式では学習三原則、校歌の意義、ゴミ分
別の方法等、これから始まる西高生活でのポイントを新入生に伝えます。もう１つ
は、今年１年間の生徒会活動を説明する生徒総会。平成２７年前期生徒会長野
中健司くん（３Ｊ：東山中出身）から今年度の生徒会スローガン「歩み」が発表され
ました。「自分たちの力で一歩を踏み出し、歩みを進めていける。そんな学校にし
たい」と、その大きな夢を全校生徒へ訴えかけました。

　いよいよ硬式野球部が「全国高校野球選手権大会（夏の甲子園）岐阜県予選」へ出場しま
す。決して練習環境に恵まれているとはいえない状況の中、生徒・保護者・指導者が協力し合
い、様々な困難を乗り越えてここまできました。軟式時代の輝かしい実績を超え、高山西高校
に新たな歴史の１ページを刻んでくれることと思います。硬式野球部の挑戦が今始まります！

　５／１２には全校生徒を対象とする進路希望別の進路ガイダンスが行われまし
た。進学希望者は、学校別・分野別に分かれ、担当者と向き合って詳しい説明を
受けました。５／２６には３年生の蛍雪クラスが、プロ講師による面接指導を受け
た後、進学・就職希望別のガイダンスに参加しました。その他、看護師志望者対
象は休日を利用しての「看護体験学習」、２年Ｇ組の生徒は岐阜大学工学部の学
生と地域の将来について語り合う「ぎふフューチャーセンター」に参加しました。西
高では、生徒が自分の将来について考える様々な機会を提供しています。

　環境教育の一環として、毎年春に行われる環境ウォー
ク。飛騨の大自然を肌で感じながら、環境保護に対する
意識を高めることが目的です。今年は、春風が心地よく感
じられるさわやかな晴天にも恵まれ、１年生は宇津江四
十八滝、２年生は高山市街地を通り抜けての城山公園、
３年生は原山・松倉遊歩道で自然に親しみました。

本校のキャリア教育

生徒会諸行事

　３週間という短い期間でしたが本当にありがとうございました。朝早くから元気に登
校をし、夜遅くまで活動しているみなさんを見て、私も同じような気持ちで実習するこ
とが出来ました。実習期間で学んだことがあります。それは感謝することです。当然
のようなことだと思いますが改めて実感しました。指導教員の横田先生、橋下先生
を含めたくさんの先生方には至る所でアドバイスをして下さりました。教員のことだけ
ではなく、社会人としての常識的なことや責任感を学びました。また、生徒たちにも
感謝しています。生徒の方から気軽に話かけて下さり、気持ちが楽になったことがあ
りますし、担当教科の数学に関しても指導することによって勉強させられたこともあり
ます。最後に生徒のみなさん。よりいっそう目標を持って学校生活に取り組んでほし
いと思います。でも、その目標に向かっている途中では自分たちが気付かない、当た
り前なことだと思っているだけで多くの人たちが携わっています。その人たちに感謝を
しながら必死に頑張ってほしいと思います。私もみなさん以上に精進していきます。
本当にありがとうございました。

前山　卓也
松倉中出身
富山大学
数学科

★「ファーストイーストカップ」の大回転で２年連
続のシーズンチャンピオンに輝き、来シーズンの
ワールドカップ（大回転）出場権を得た、新井真季
子さん（H２３年度卒）。★北海道で開かれる「全
日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会」に
出場する平野寛明さん（H９年度卒）と五反田裕子
さん（H１５年度卒）。★岩手県で行われる「ジャ
パンオープンハンドボールトーナメント」に出場す
る高山ハンドボールクラブ。主力メンバーは本校卒
業生が多く、本校教員でクラブの代表者の山下祐輝
さん（Ｈ２０年度卒）をはじめ、田中清徳さん・山
崎陽一さん・笠城翔也さん（Ｈ１９年度卒）、瀬木
晴紀さん・横山佳汰さん（Ｈ２０年度卒）、白川友
裕さん・小鳥慶伍さん・西山晴敏さん（Ｈ２１年度
卒）、政井睦貴さん・槇本宏樹さん（Ｈ２２年度
卒）、西平吉慶さん（Ｈ２５年度卒）、上垣内汰聞
さん（Ｈ２６年度卒）が所属しています。★トヨタ
白川郷自然学校職員を務める傍ら、中日写真協会飛
騨支部で活躍され、「新穂高ロープウェイフォトコ
ンテスト」で２年連続での最優秀賞を獲得した田口
幸弘さん（Ｈ１０年度卒）。

岐阜県高校春季大会

スプリングチャレンジカップ（２部）

［飛騨地区予選］

岐阜県春季陸上競技大会

　男子ハンドボール部、剣道部男子個人、バドミントン部女子個人ダブルス、アーチェリー部男子個人・女子個人の選手たちが岐阜県予選を勝ち抜き、みごと全国高等
学校総合体育大会（インターハイ）の切符を手にしました。インターハイに出場する部活動は、高山西高校の代表として、この夏を熱く戦い抜いてくれるはずです。
　東海高等学校総合体育大会には、５競技７種目が出場しました。特筆すべきは、男子ハンドボール部です。全国屈指の激戦区である東海地区で準優勝を勝ち取りまし
た。白熱した決勝戦では僅差で敗れたものの、インターハイに向けて弾みのつく結果となりました。また、今夏より硬式野球部が甲子園予選へ参戦します。「熱い夏の
戦い」が期待されます。どの部活動にとっても今大会は３年生にとって集大成となる大会です。生徒たちが有終の美を飾ることを心から願っています！

岐阜県高校ハンドボール選手権大会

中部日本卓球選手権大会　岐阜県予選

高山市英語スピーチコンテスト

クラブユースフォーラム（国際ソロプチミスト高山）

環境ウォーク 　朝の登校指導から始まり、ＳＨＲ、実習授業、清掃指導と忙しい毎日でしたが、指導者とし
て西高生活を体験したことにより、学生時代には見えなかったものが見えるようになったので
はないでしょうか？また、西高祭での取り組みでは、兄貴分としてクラス企画を盛り上げ、ス
テージ劇では体を張った演技も見せてくれました。立派な先生になってください！

　★★★★★　　　活気あふれる学校を　　　★★★★★
生徒会長　 坂上　貴彦  （２Ｇ：日枝中出身）

岩佐　康汰（２Ｊ：古川中出身）
丹後　京香（１Ｇ：日枝中出身）
ブレイルズフォード　マイカ　萌（１Ｊ：東山中出身）    私が生徒会長として西高校に求める学校とは『活気あふれる学校』です。今年度の全

校生徒の数は、ここ数年の中で最も多く、なんと７００人を越えています。多くの生徒がい
るということは、それだけ多くの良さがあると言えます。一人一人の素晴らしさを認め合
い、その良さを活かしていける学校にしたいと考えています。後期は、三大行事の一つで
ある体育祭があります。このメインの行事を絶対に成功させなければいけないと思ってい
ます。後期生徒会長になったからには、今までの伝統と自分たちの創意工夫を取り入れ
た盛り上がりのある体育祭にします。それには７００人を越える全校生徒の力が必要で
す。少しでも信頼してもらえるように責任を持って仕事をこなしていきます。『活気あふれ
る学校』を目指す以上は、まず自分が活気のある生徒会長として全力を尽くします。

小鳥　優香里（１Ｇ：小坂中出身）
脇田　真悠子（２Ｇ：日枝中出身）
川上　亮輔（２Ｇ：日枝中出身）
松岡　慶志郎（１Ｆ：松倉中出身）
押井　悠伽（２Ｆ：日枝中出身）
伊藤　梨乃（１Ｇ：萩原北中出身）
上口　航生（２Ｇ：古川中出身）
横山　耕太（２Ｊ：丹生川中出身）

卒業生の活躍 

おもなできごと  

平成２７年後期生徒会執行部決定！ 

卒業生教育実習に来る 

部活動の活躍 

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）予選 各 種 大 会  

東海高等学校総合体育大会 

硬式野球部「甲子園への挑戦」始まる！ 

全国高校選抜大会（３月下旬開催） 


