
［結　果］

北の国から３日目（９／１７）
　今日は函館の町で自主研修をしました。最初は五稜郭タワーに皆で上がって、バスや路面電
車を使って函館山駅へ向かいました。事前に各班で計画を立て、函館朝市で海鮮丼を食べた
り、赤レンガ倉庫で家族や友達にお土産を買ったり、グループ皆でお揃いのキーホルダーを買っ
たりしました。自主研修後はもう一度ニセコへ戻り、ホテルでバイキング形式の夕食をいただきま
した。カニやラーメンやケーキなをお腹いっぱい食べました。

北の国から４日目（９／１８）
　研修旅行も今日が最終日となり、まだ帰りたくないという気持ちでいっぱいです。早朝にニセコ
のホテルを出発し、新千歳空港へ移動し、２班に分かれて中部国際空港に向かいました。飛行
機の出発が１時間遅れるというハプニングがありましたが、無事到着することができました。本当
にあっという間の４日間でした。私達がこんなに研修旅行を楽しむことができたのも添乗員の
方々や先生方、そして研修旅行に行かせてくれた家族のおかげです。研修旅行ができた裏には
たくさんの方々のサポートがあるということを忘れないようにしたいです。

　今年も研修旅行は北海道です。フェリー上では、日常を忘れさせるスローな一日を楽しみながら、日本海の大海原に沈む夕日を眺め。羊蹄山から流れ出すニセコ尻別川
での迫力あるラフティング。地球の躍動を感じさせる昭和新山の噴煙。函館の街では、新鮮で美味しい食べ物や異国情緒溢れる歴史ある町並みを楽しみ、そして、函館山
からは、函館湾と津軽海峡が街の光のシルエットを引き立たせ、幻想的な夜景を生み出していました。ホテルでは、北海道グルメ満載の豪華バイキングに舌鼓。今年は全
行程天候に恵まれ、日本海の絶景、北海道の自然の雄大さを満喫する思い出一杯の研修旅行となりました。押井悠伽さん（２Ｆ：日枝中出身）から今回の研修旅行の詳し
い内容を説明してもらいましょう。

北の国から１日目（９／１５）
　ついに皆が楽しみにしていた研修旅行が始まりました。早朝に西高を出発してバスで新潟に向
かい、新潟港で大きなフェリーに乗りました。皆でデッキに出て海を眺めたり、写真を撮ったり、船
内で友達と楽しく話したり、トランプゲームなどをして過ごしました。また、夕方には水平線に沈む
夕日を見ることができ、とても感動しました。滅多に海を眺めることができない私達にとって、フェ
リーでの一日はとても刺激的なものになりました。

北の国から２日目（９／１６）
　北海道に到着しました。まだ北海道にいるという実感がないままニセコに移動しました。ニセコ
では国が認めた一級河川である尻別川でラフティングをしました。水がとても冷たかったけれど、
仲間と協力して川下りを楽しみました。午後は昭和新山でクラス写真を撮った後、函館に向かい
ました。函館山に登り、百万ドルの夜景とも呼ばれている景色を眺めました。今まで見たことがな
いくらいきれいな夜景にとても興奮し、感動しました。

★今夏、全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）岐阜県予選に初出場した硬式野球部。ウインドアンサンブル部をはじめ、硬式野球部保護者、本校生徒や関係者など
多数が観戦する中、選手たちは力の限りを尽くして戦ってくれました。結果は初戦敗退でしたが、高山西高校硬式野球部の「飛騨から甲子園出場へ」を実現する本気の挑
戦が始まりました。今後の硬式野球部の活躍に、みなさんご期待ください！★夏休み期間中、３年Ｇ組、１年Ｆ組、１年Ｇ組の生徒が飛騨地区内の各中学校へ赴き、学習
サポーターを実施しました。古川、国府、東山、荘川、萩原北の各中学校を訪れ、自らの経験を踏まえて各教科の指導や勉強の仕方についてのアドバイスを行いました。
この学習サポーターに参加した本校生徒は、後輩にものを教えることを通して、年長者としての自覚と責任を身につけることができたようです。★二村征乃輔くん（１
Ｉ：下呂中出身）が、ボーイスカウト下呂第一団を代表し、山口県山口市で開催される「世界スカウトジャンボリー」に参加しました。日本での開催は４４年ぶり。世界
１６１の国と地域から約２万人の参加し、キャンプなどを通して国際交流を行いました。★バドミントン部女子個人ダブルスでは、北瀬晴果さん（２Ｉ：八幡中出身）と
本谷かすみさん（２Ｉ：東山中出身）が全日本ジュニアバドミントン選手権大会に出場します。近年のバドミントン部女子は、今夏のインターハイ出場を始めとして、め
ざましい活躍を見せており、今後のさらなる活躍が期待されます。★情報ビジネス部は、全国パソコン技能競技大会で２年連続の団体準優勝（２部門）を成し遂げ、個人
でも全国3位に食い込む活躍を見せています。ボランティア活動への積極的な参加や学校行事への献身的な協力など、技術だけでなく人間性の向上をも目指している情報
ビジネス部。部員一人一人の全人的な成長が今回の結果に結びついたのではないでしょうか。来年は全国制覇を期待しましょう！

★亡き父から譲り受けた名車
“グロリア”が目印の喫茶店
「ＧＡＲＡＧＥ CAFÉ ＤＯ
ＴＯ」を営む駒田匡俊さん（H
１２年度卒）。本格派のエス
プレッソをベース、和洋折衷
のカフェメニューが評判のお
店です。今回は、こだわり続
ける店主の人柄が紹介されま
した。★スキーヤーとして国
内外で活躍する新井真季子さ
ん（H２３年度卒）。この度、
飛騨信用組合とメインスポン
サー契約を結びました。現在
は左膝のリハビリに励んでい
ますが、１２月には復帰し、
平昌冬季オリンピック出場を
目指します！西高卒業生初の
オリンピック選手誕生を期待
しましょう！★バリトンサッ
クス奏者として活躍している
浦朋恵さん（H１１年度卒）。
“ムッシュかまやつ”、“川
本真琴”らのライブやレコー
ディングに参加。昨年は「フ
ジロックフェスティバル」に
出演しました。また「さんま
のコンプレックス芸能人杯」
に出演するなど、タレント活
動も行っています。この度、
ニューアルバム「ナツメヤシ
の指」をリリースしました。
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   岐阜県選抜チームは、国体東海ブロック予選で静岡、愛知、三重に
全勝することができ、和歌山で行われる国体に出場することが決定しま
した。自分自身も対戦相手に全て勝ちましたが、試合の内容としては反
省する点が多くありました。改善していかなければならない課題がたくさ
ん見えた試合だったので、これからはこの課題を意識しながら、国体ま
でに今よりも技術力を伸ばし、コンディションをさらに良くして十分な結果
を残せるように練習をしていきたいと思います。今年の岐阜県代表チー
ムは、自分以外全員が麗澤瑞浪高校の選手で、３年生が２人しかおら
ず、去年と同様２年生が多いチームとなりました。しかし、個々に力があ
るので、厳しい東海ブロックを勝ち抜くことができました。国体は高校生
活最後の大会となるので、岐阜県の代表として、そして西高の代表とし
て誇りと自覚を持って頑張ってきます。

　平成２７年度第７０回国民体育大会「紀の国わかやま国体」剣道競技に、小林賢
哉くん（３Ｂ：浜松中部中出身）が出場します。小林くんは、今夏に行われたイン
ターハイにも男子個人の部に出場しましたが、今年は練習に集中することが難しい
時期もありました。そういった困難を乗り越え、彼は今大会でも岐阜県国体少年男
子選抜チームの一員として出場します。先日行われた壮行会では、全校生徒の期待
を胸に、岐阜県代表そして西高校代表として全力を尽くし活躍することを誓ってく
れました。右に、日々の部活動での取り組みや部活動に対する思い、国民体育大会
へ向けての抱負などを語ってもらいました。１０／３（土）から和歌山県那智勝浦
町体育文化会館で繰り広げられる熱戦に、みなさんご注目ください！

 小林　賢哉
３年Ｂ組：浜松中部中出身

剣道部

　今年の体育祭は、天候が非常に心配されましたが、全校生徒の思いが通じ無事に実施することができました。体育祭準備期間は雨の日が多く、なかなか団席で応援練習
を行うことができなかったため、どの団も非常に苦労しました。しかし、団長や団幹部はよく団員を励まし、全体の雰囲気を盛り上げ、各団それぞれに個性のある応援を
創り上げました。その結果、当日は例年以上に完成度の高い応援が見られました。競技に対しても一人一人が真剣に取り組み、各団が本気で優勝を目指す姿が伝わってき
ましたが、最後は前年３位の赤団が黄団の４連覇を阻止して優勝を勝ち取りました。また、体育祭を影で支えた実行委員も、天候による競技種目の変更に対して臨機応変
に対応するなど、体育祭の円滑な運営に大きく貢献し、全校生徒がそれぞれの個性を発揮して煌めくことができた１日だったように思います。来年の体育祭は、新しい要
素も取り入れてさらに進化したものにしたいと思いますので、どうぞご期待ください！なお、悪天候のなかで行われた体育祭でしたが、約７２６名の方が来場してくださ
いました。お忙しい中、会場に足を運んでくださった来賓の皆様や保護者の皆様、熱い声援をおくっていただき誠にありがとうござました。

入場行進 同率１位　：　赤　団 同率１位　：　黄　団 同率１位　：　青　団
マスコット（前半） １位　：　青　　　団 ２位　：　黄　　　団 ３位　：　赤　　　団
マスコット（後半） １位　：　黄　　　団 ２位　：　青　　　団 ３位　：　赤　　　団
応援合戦（前半） １位　：　赤　　　団 ２位　：　青　　　団 ３位　：　黄　　　団
             （後半） １位　：　赤　　　団 ２位　：　青　　　団 ３位　：　黄　　　団
競技成績 １位　：　赤　　　団 ２位　：　黄　　　団 ３位　：　青　　　団

総合成績 優　勝： 赤　団 準優勝：黄　団 第３位：青　団

　今年の黄団は四連覇をかけ、「虎王輝迫」のテーマのもと全力で取り
組みました。準備当初は団席もサブもまとまらず、不安に感じる時もあり
ましたが、体育祭当日が近づくにつれて団席もサブもまとまっていき、真
剣に取り組む姿がありました。競技で３位をとっても皆で励まし合いまし
た。応援でも、制限時間通りにはいきませんでしたが、これまでで一番
良いものを作りあげることができました。しかし結果は準優勝。４連覇を
達成することはできませんでした。悔しい結果となりましたが、先生の力
をほとんど借りず自分たちの力だけで作りあげ、団員一人一人が楽しん
で体育祭をすることができたので良かったです。団長として迷惑をかけ
てばかりの団長でしたが、サブ、マスコット、総務、団席とたくさんの人に
支えられたおかげで最後までやりきることができました。皆本当にありが
とう。来年こそ優勝してくれるのを期待しています。

黄団　団長
加藤　慧

（３I：日枝中出身）

 　今年の青団は「青龍天昇」のもと楽しく、明るい雰囲気が持ち味の団
でした。今年は例年よりも練習期間が長かったですが予定より遅れてし
まい、本番３日前まで満足のいく練習ができませんでした。団席もまとま
りがなく、このままでは本番に間に合うかわかりませんでした。しかし、時
間がたつにつれて青団全員がまとまってきて何とか本番に間に合うこと
ができました。総合成績では３位でしたが、応援では前後半２位を取る
ことができ、マスコットも前半１位、後半２位を取ることができました。みん
なが頑張ってくれたからこれらの順位を取ることができたのだと思いま
す。この頑張りは青団の財産だと思います。いろんな面で助けてくれた
仲間には、本当に感謝しています。こんな団長でしたが最後までついて
きてくれてありがとう！青団の団長で良かったと心の底から思います。青
団最高！青団大好き！

青団　団長
紺谷　和貴

（３A：松倉中出身）

　今年の赤団はスローガン「覇気炎烈」のもと、全てにおいて一番になる
ことを徹底し、練習から全力で行いました。当初は、自分がしっかりして
いないせいで団もまとまりませんでしたが、最後の方になるにつれて団も
まとまっていき、一つになることができました。その結果が総合１位、応
援合戦前後半１位だと思います。競技では、仲間を全力で応援する姿
が見られ、勝った時には全員で喜ぶことができました。応援では、赤団
全員の後押しを背中で感じながら全力でできました。話が下手でリー
ダーシップが無いこんな自分で、たくさん先生に怒られてつらかったです
が、団全員のおかげでやりきることができました。本当にこの赤団でよ
かったと思います。優勝旗を持たせてくれた、赤団全員に感謝です。あ
りがとうございました。黄団の４連覇を阻止できて良かったです。これか
らは赤団の時代到来です。１００連覇くらいいっちゃいましょう。

　今年のスローガン「煌」には、西高生にしか出せない煌めきをつくりあげ
てほしい、それぞれの思い出の中で一生煌めき続けるような体育祭にし
たい、という願いをこめました。夏休みが明けてすぐに練習が始まりまし
たが、始めのころは、入場行進、開閉会式などの練習で全体としてメリ
ハリが無く、本番までに完成させられるか正直不安でした。しかし、本番
に近づくにつれて、団リーダーを中心に整列や行進にこだわる姿が増
え、少しずつ団としてのまとまりが生まれたように感じました。応援練習に
関しても悪天候の中、精一杯声を出してリーダーの思いに応えようとす
る姿がとても印象的でした。そうした努力が、本番のすばらしい応援につ
ながったと思うし、閉会式での喜びや、悔しさの表情に表れていました。
西高生にしかつくれない煌めきがたくさん見られた、本当にすばらしい体
育祭でした。

赤団　団長 体育祭実行委員長
熊﨑　一眞 川上　亮輔

（３B：小坂中出身） （２G：日枝中出身）

西高生の活躍が紹介されました 

祝！国民体育大会出場 

卒業生の活躍が紹介されました 

体育祭  ～スローガン「煌（きらめき）」～ 

２年生研修旅行ｉｎ北海道 



☆男子ハンドボール ☆男子ハンドボール ☆情報ビジネス
１回戦　高山西　５０－１３　高山工業 １回戦　高山西　３２－２１　高知中央（高知）

決　勝　高山西　３２－１４　斐太 優勝 ２回戦　高山西　４５－３４　湯沢（秋田） 日本語ワープロ競技　団体の部 準優勝

３回戦　高山西　２３－２９　大阪体大浪商（大阪）　 ベスト１６ 情報処理技能競技　　団体の部 準優勝

☆男子バスケットボール 　　　　　　　　　　個人の部　尾形悠斗（３Ａ：国府中出身） ３位

準決勝　高山西　９７－３６　飛騨高山 ☆アーチェリー 　　　　　　　　　　個人の部　尾形悠斗（３Ａ：国府中出身） 正確賞

決　勝　高山西　７９－４９　高山工業 優勝 男子個人　　岩島志龍（３Ｉ：丹生川中出身） 予選敗退 　　　　　　　　　　個人の部　沖本眞司（２Ａ：中山中出身） 正確賞

女子個人　　森花緒梨（３Ａ：羽島中央中出身） 予選敗退

☆女子バスケットボール ☆陸上
２回戦　高山西　１０８－４９　飛騨高山 ☆剣道
決　勝　高山西　１０８－８５　益田清風 優勝 男子個人　　小林賢哉（３Ｂ：中部中［静岡］出身） １回戦敗退 男子　４×４００ｍＲ

　　　[牧田慎司・山本岳・中林郁也・大倉準之輔]　 予選敗退

☆剣道 ☆バドミントン 女子　４×１００ｍＲ

男子団体　高山西　４－０　飛騨高山 女子個人Ｗ　北瀬晴果（２Ｉ：八幡中出身） 　　　[一本木伶奈・大坪由依・塚谷紗也香・池田紗矢香] 予選敗退

　　　　　高山西　２－２　斐太 　　　　　　増谷二葉（２Ｊ：日枝中出身） １回戦敗退

　　　　　高山西　５－０　吉城 ☆バドミントン
　　　　　高山西　３－０　益田清風 優勝

男子個人　紺谷康貴 １位 女子個人Ｓ　本谷かすみ ベスト１６

　　　　　春見駿介 ２位 女子個人Ｗ　北瀬晴果・本谷かすみ ベスト４

女子団体　高山西　３－０　飛騨高山

　　　　　高山西　５－０　斐太 女子個人Ｗ　北瀬晴果・本谷かすみ １回戦敗退

　　　　　高山西　２－１　益田清風 優勝

女子個人　渡邉萌衣 １位

☆卓球
男子団体

予選リーグ　　　高山西　３－０　吉城 ☆硬式野球
　　　　　　　　高山西　３－１　益田清風

決勝トーナメント １回戦　　　高山西　０－７　可児 １回戦敗退

　　　準決勝　　高山西　３－０　斐太

　　　決　勝　　高山西　２－３　益田清風 準優勝 リーグ戦　　高山西　６－７　関

女子団体　 　　　　　　高山西　１－２　東濃実業

リーグ戦　高山西　３－０　益田清風 　　　　　　高山西　０－２　可児工業

　　　　　高山西　３－０　飛騨高山 　　　　　　高山西　２－２　斐太 予選敗退

　　　　　高山西　３－２　斐太 優勝 ☆剣道
☆陸上 リーグ戦　岐阜４－１愛知

☆バドミントン 　　　　　岐阜４－１三重

男子団体 男子　　４００ｍ　　牧田慎司 ２位 　　　　　岐阜４－１静岡 優勝

リーグ戦　高山西　２－３　高山工業 　　　　８００ｍ　　山本岳 １位
　　　　　高山西　３－０　飛騨神岡 　　　　　　　　　　大倉準之輔 ２位 　小林賢哉（３Ｂ：中部中［静岡］出身）

　　　　　高山西　３－０　飛騨高山 　　　　　　　　　　加藤慎基 ３位
　　　　　高山西　３－１　斐太 　　　１５００ｍ　　森下雄介 ２位 ☆男子バスケットボール
　　　　　高山西　１－３　益田清風 ３位 　　　４００ｍＨ　　牧田慎司 ２位 １回戦　岐阜４２－６５静岡 １回戦敗退

女子団体　 　　　　　走高跳　　大坪駿平 １位
リーグ戦　高山西　３－０　飛騨高山 　　　　　　　　　　中田初 ３位
　　　　　高山西　３－０　益田清風 　　　　　円盤投　　黒木和樹 ２位
　　　　　高山西　３－０　斐太 優勝 　　　４×４００ｍＲ ☆男子ハンドボール

　　　[横江輝龍・加藤慎基・牧田慎司・陣出新大]　 ２位 リーグ戦　岐阜１３－２９愛知

☆サッカー 女子　　１００ｍ　　大坪由依 ３位 　　　　　岐阜２５－４２三重

１回戦　高山西　１－０　高山工業 　　　　４００ｍ　　塚谷紗也香 １位 　　　　　岐阜２４－２５静岡 予選敗退

準決勝　高山西　１－２　飛騨高山 ３位 　　　　　　　　　　大坪由依 ２位
　　　　　　　　　　一本木伶奈 ３位
　　　１００ｍＨ　　池田紗矢香 ２位
　　　　　走高跳　　一本木伶奈 １位
　　　　　走幅跳　　一本木佑果 ２位
　　　　　円盤投　　今井綾乃 ３位
　　　　　やり投　　今井綾乃 ３位

☆陸上 　　　４×１００ｍＲ

男子　　２００ｍ　　中田滉己 ３位 　　　[野中久瑠美・大坪由依・一本木伶奈・池田紗矢香] １位
　　　　４００ｍ　　山本岳 １位
　　　　８００ｍ　　山本岳 ３位 ☆バドミントン
　　　１５００ｍ　　野戸雄介 ２位
　　　　　走高跳　　大坪駿平 ２位 女子個人Ｓ　本谷かすみ ３位

　　　　　三段跳　　中林郁也 ３位 女子個人Ｗ　北瀬晴果・本谷かすみ １位

　　　４×１００ｍＲ

　　　[加藤慎基・坪之内景太・中林郁也・中田滉己] ３位 ☆ウインドアンサンブル
　　　４×４００ｍＲ

　　　[石丸進也・山本岳・坪之内景太・中林郁也]　 １位 大編成の部　 高山市長賞

総合成績 ３位
女子　　１００ｍ　　保谷茉湖 １位 大編成の部　 金賞

　　　　　　　　　　大坪由依 ３位
　　　　２００ｍ　　保谷茉湖 １位 ☆卓球
　　　　　　　　　　塚谷紗也香 ２位
　　　　４００ｍ　　塚谷紗也香 １位 男子個人Ｓ　加藤謙吾 １位

　　　　　　　　　　一本木伶奈 ２位 女子個人Ｓ　平田菜々美 １位

　　　　８００ｍ　　越智朝子 ２位 　　　　　　荒家志緒 ３位

　　　　　走高跳　　一本木伶奈 １位 　　　　　　中川悠 ３位  [岐阜県大会]

　　　　　　　　　　池田紗矢香 ３位 ☆陸上
　　　　　走幅跳　　保谷茉湖 １位 男子個人Ｓ　加藤謙吾 予選通過 男子　　　走高跳　　大坪駿平 ５位

　　　　　砲丸投　　谷口真鈴 １位 　　　　　　川上宜也 予選通過 　　　４００ｍＨ　　牧田慎司 ６位

　　　　　円盤投　　谷口真鈴 １位 　　　　　　田中星也 予選通過 女子　　４００ｍ　　大坪由依 ６位

　　　　　　　　　　中畑祐里奈 ２位 男子個人Ｗ　加藤謙吾・川上宜也 予選通過 　　　４００ｍＨ　　一本木伶奈 ５位

　　　４×１００ｍＲ　 女子個人Ｓ　平田菜々美 予選通過 　　　　　走高跳　　一本木伶奈 ４位

　　[野中久瑠美・保谷茉湖・大坪由依・塚谷紗也香] １位 　　　　　　鎌倉綾香 予選通過 　　　４×４００ｍＲ

総合成績　　 優勝 　　　　　　荒家志緒 予選通過 　　　[谷口ゆいか・一本木伶奈・大坪由依・池田紗矢香] ４位

全日本卓球選手権大会飛騨地区予選

東海卓球選手権大会岐阜県予選

　[紺谷和貴（３Ａ：松倉中出身）]　　[道上幸祐（３Ｈ：東山中出身）]

　[小嶋健翔（２Ｂ：日枝中出身）]　　[早瀬翼　（２Ｂ：日枝中出身）]

全日本ジュニアバドミントン選手権大会岐阜県予選

岐阜県吹奏楽コンクール飛騨地区予選

岐阜県吹奏楽コンクール

　[青木良樹（１Ｊ：萩原南中出身）]

★本校出場選手★

　[脇坂侑汰（３Ｊ：東山中出身）]　　[冨士井陸（３Ｈ：東山中出身）]

　[内木隆斗（３Ｂ：中山中出身）]　　[中川凌平（３Ｉ：東山中出身）]

　[萱垣彪我（３Ｂ：国府中出身）]　　[加藤慧　（３Ｉ：日枝中出身）]

全国高等学校野球選手権大会岐阜県大会

秋季岐阜県高校野球大会中濃飛騨地区予選

飛騨選手権大会

★本校出場選手★

★本校出場選手★

　今年の夏は、飛騨地区高等学校総合体育大会からスタートしました。今年は優勝旗８本を獲得しました！またインターハイでは、男子ハンドボール部がベスト１６、
飛騨地区女子として初出場したバドミントン女子個人ダブルスも奮闘しました。東海ミニ国体では剣道・男子バスケットボール・男子ハンドボールの３競技で合計１２
名もの西高生が出場。岐阜県の代表選手としてチームに大きく貢献しました。また、新人戦では、陸上部が男子個人種目で２種目、女子個人種目で３種目、リレーで１
種目、東海大会進出を決めました。文化系部活動では、情報ビジネス部が全国パソコン技能競技大会で、昨年に続き団体の部（２種目）で準優勝しました。更に個人の
部３位、２名が正確賞を受賞し、昨年以上に優秀な成績を収めました。これらは生徒たちの努力の賜物です。今後のさらなる活躍にご期待ください！

全国パソコン技能競技大会

東海陸上選手権大会

東海総合バドミントン選手権大会

全日本ジュニアバドミントン選手権大会

　「理解から平和へ」という理念のもとに国際交流を行って
いる団体“People to People”から、親善大使としてアメリカ
の中高生が来校し、本校の生徒たちが授業や部活動に
打ち込む様子を見学しました。また、岐阜県世界青年友
の会のプログラムに参加していた香港城市大学の学生と
本校１年G組の生徒が、高山の古い町並みを一緒に散策
しました。飛騨高山の魅力を満喫できたようです。

秋季バス遠足

　１年生は「野外博物館リトルワールド」を訪れました。各
国のグルメを味わったり、民族衣装を試着したりと、世界
の文化を体験しながら、パスポートのいらない一日世界旅
行を楽しみました。３年生は「上高地」を訪れました。清ら
かな梓川に架かる河童橋から望む山々の雄姿と大正池
や明神池などの景色が織りなす自然の美しさを堪能しま
した。この天候に恵まれた気持ちのよい遠足で、忙しい生
活を送る生徒たちもリフレッシュできたようです。

★ウインドアンサンブル部
は、飛騨護国神社で開催され
た「終戦７０年記念大祭みた
ま祭り」で奉納演奏を行いま
した。また、白川郷学園白川
中学校の「芸術鑑賞会」での
演奏や、岐阜県腎アイバンク
協会主催の「チャリティーコ
ンサート」でも見事な演奏を
披露しました。★茶華道部
は、季節感のある３つの席を
用意し、高山市内の園児たち
にお点前を披露してお茶を振
る舞いました。★ＮＰＯ法人
カタリバの代表理事である今
村久美さん（Ｈ９年度卒）に
直接レクチャーを受けた１年
Ｇ組の生徒たちは、高山市内
の小中学生と「夢」について
熱く語り合いました。

★家庭科の授業を利用して行われた「年金セミナー」では、日本年金機構の方を講師にお迎えし、1年生
の各クラスで最新の年金事情やその課題・対策について講義していただきました。★７／７の「進路の
日」には、特進クラスで模擬試験、蛍雪クラスで基礎学力及び一般常識テストが行われました。また、蛍
雪クラスではさらに、地元企業５社による企業説明会、２年生が６月下旬に行った企業実習の発表会、そ
して、間近に迫った就職試験への対策として３年生対象の面接練習会が行われました。★夏季休業中に
は、岐阜総合人材チャレンジセンターから講師をお招きし、就職希望者に対して履歴書の書き方、自己分
析の仕方、面接のポイントなどに関するアドバイスをいただきました。また、ハローワーク高山主催の進
路ガイダンスにも参加し、生徒たちは着々と就職試験に対する準備を進めていました。★特進Ⅰクラスの
生徒は、名古屋で開催された‘夢ナビライブ２０１５’に参加しました。生徒たちは、自分が興味を抱い
ている大学のブースを回り、自分が学びたいと思っている学問や大学受験の仕組みについて、大学の担当
者に直接質問をぶつけていました。受験や大学に関する知識を深める大変貴重な機会となったようです。
★育友会主催の模擬面接では、地元企業の管理職や人事担当の方々が、3年生の就職希望者を対象に面接
指導を行ってくださいました。企業の方々による面接指導は、まさに本番さながらの緊張感。夏休み前か
ら準備してきた面接練習の成果を試す絶好の機会となりました。面接後は一人一人が的確なアドバイスを
いただき、就職試験に向けて最後の追い込みができたのではないでしょうか。

生と性を考える講話 バケツ注水大会

　１年生を対象に「生と性を考える」講話が実施されました。「助産師
から伝えるいのちの大切さ」と題し、高山赤十字病院の助産師の方々
が、いのちの大切さについて語ってくださいました。「自分自身と向き
合うこと」や「心も体も元気であること」、「家族や周りの人のサポート
に感謝すること」の大切さを説く助産師の方々のお話に、生徒たちも
感じるところがあったようです。また、分娩室での出産シーンの寸劇に
は本校教員が参加し、迫真の演技を見せていました。

　１年F組の生徒たちが、高山市防火協会主催の「バケツ
注水大会」に参加しました。バケツ注水には、技術や体力
だけでなくチームワークが必要とされるため、生徒たちは
補習の合間を縫ってクラス全員で練習を積み重ねました。
大会当日はあいにくの悪天候となりましたが、クラス一丸
となって練習の成果を発揮することができました。

本校生徒の国際交流

おもなできごと  

本校のキャリア教育  

西高生の地域貢献 

飛騨地区高等学校総合体育大会 

各 種 大 会  

東海ミニ国体（東海ブロック国体予選） 

全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 各種全国・中部・東海大会 

部活動の活躍 

新人大会 


