
［総合成績］

１位　２年G組

３年Ａ組：朝日中卒

　『規格外～飛び出せ！発想！』をテーマとして掲げた今回の西高祭。来年は高山西高校創立５０周年を迎えるということで、全校生徒が発想を出し合い、西高史上最高
のものを作り上げようと取り組みました。今年も西高祭のメインは「クラスＣＭ」「西コレ」「西フェス」でしたが、各クラスがユニークな発想をもとに個性豊かなパ
フォーマンスを披露し、西高祭を大いに盛り上げてくれました。また、昨年に引き続き作成された「巨大モザイク壁画」では、壁画自体の大きさをコンパクトにまとめ、
これまでよりも精緻なクォリティーの高い壁画に仕上げました（作製したモザイク壁画は、高山市役所に寄贈する予定です）。午後からの「有志企画」も生徒のパワーが
爆発し、最後まで活気あふれる西高祭となりました。どの企画も素晴らしく、たった１日でしたが多くの生徒が楽しみ、仲間と協力して何かを成し遂げる感動を味わうこ
とができたと思います。今年は例年以上に生徒が中心となって運営する西高祭となりましたが、生徒会長の及部一清君（３G：中山中卒）、実行委員長の長瀬麻耶さん
（３A：朝日中卒）を中心に入念な企画・運営を行って大成功を収めることができました。来場者数は４５０名以上でした。来年の創立５０周年記念に向け確かな手応え
を感じることができました。今後の生徒達の活躍が非常に楽しみです。
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＜２年生の部＞

　今年の西高祭スローガンは『規格外』～飛び出せ！発想！～です。
生徒会としては、今までとは一味違う西高祭をという思いで考えました。
そのスローガンのもと、全校生徒で創り上げる西高祭の実現を目指しま
した。大きな内容の変化はありませんが、より「質」にこだわった、内容を
充実させる事に意識を置きました。昨年より引き続いた「巨大モザイク壁
画」では、昨年よりマス目を細かくし、より壁画のクォリティーを高めるよう
にしました。「西フェス」でも、各クラスの工夫が見られ、限られた環境の
中でも素晴らしいものが出来たと思います。質を高めるという事にこだ
わった今年、来年迎える高山西高等学校５０周年記念に向けての橋渡
しになったのではないかと思います。協力して下さった皆さん、先生方、
ありがとうございました。

西高祭実行委員長

［西フェス］
＜３年生の部＞ １位　３年F組 2位　３年H組

＜１年生の部＞ １位　１年G組

長瀬　麻耶

生徒総会（４／１６）

　今年の生徒会活動方針、行事計画が説明さ
れ、生徒会長及部一清君（３G：中山中卒）か
ら生徒会スローガン「Professional」の発表が
ありました。「誇りのもてる西高を自分たちの
手で創り上げていく。そして、自身の心の中に
西高生としての自信と誇りをもって生きていく」
ことを訴える会長の姿に共感する生徒は多く、
真剣な眼差しで聞き入っていました。

　東海高校総体には、本校より個人１名、団体５種目が出場します。今春行われた各大会の
伝達表彰の後には壮行会も行われました。特にインターハイ出場の男子ハンドボール部、
アーチェリー部女子には上位入賞の期待が掛かります。また、壮行会と併せて、姉妹校であ
るアメリカテキサス州ＩＳＡ高校ウェルカムセレモニーも行われました。一週間、ＨＲ活動や各
教科の授業、西高祭、部活動見学などに、ホストチューデントと共に参加し、西高での生活を
通して、日本文化に触れ、本校生徒とも交流を深めたようです。

　「音楽を通して臓器移植をもっと知っ
て欲しい」。昨年７月、肝移植を受けた
ピアニスト児嶋由紀さんらと開いたコン
サートの反響が大きく、今年からチャリ
ティーコンサートとしてスタートしまし
た。生体肝移植を受けた元衆議院議長の
河野洋平さんらの対談や児嶋さんのピア
ノ演奏などもありました。入場料の一部
を日本臓器移植ネットワークなどに寄付
しました。

東海高校総体壮行会・ＩＳＡウェルカムセレモニー（６／１１）

新入生乗鞍研修（４／１０～１２）

　生徒指導部、進路指導部、教務部などから
西高生の心構えを教えていただきました。グ
ループコミュニケーションでは仲間との交流を
深め、ドッチボール大会ではクラスの一体感を
強め、合唱コンクールではクラスの和を創り上
げました。いずれも新しい仲間と打ち解けられ
る貴重なひとときとなりました。西高生活のス
タートとして意義ある研修となりました。
　今年の１年生は個性派揃いです。

新入生対面式（４／９）

　１年生は宇津江四十八滝、２年生は千光
寺、３年生は松倉山へと向かいました。前日ま
で荒天が続き、実施が危ぶまれていました
が、当日は何とか天候に恵まれ、さわやかな
一日となりました。クラスメイトとの会話を楽し
む者、飛騨高山の自然を堪能する者など、忙
しい日常を束の間忘れ、心身共にリフレッシュ
させることができた環境ウォークとなりました。

　生徒会主導での新入生対面式が行われまし
た。部活動の紹介をはじめ、校歌の意義、資
源リサイクルとゴミ分別の大切さ、本校の学習
三原則などについての説明がなされました
が、いずれも工夫を凝らした解りやすいものに
仕上がっていました。これから始まる西高生活
が具体的に理解できたのではないかと思いま
す。本校の自慢である生徒主導の行事運営、
自ら考えて行動する生徒会執行部、自信と誇
りをもって部紹介をする上級生の姿に、新入
生は憧れを感じたのではないでしょうか。

環境ウォーク（５／１７）

　今回の交通講話は、高山警察署交通課交通総務係長
警部補保母将史さんをお招きしました。ビデオを見ながら
「自転車で歩道を走るときは、歩道を走らせていただいて
いるという意識が必要」、「自転車が危険なのではない。
運転している人の心に危険が潜んでいる」など自転車通
行に関する意識や注意点などを教えていただきました。
　本校では大きな事故こそ無いものの、ほんのわずかな
不注意から自転車事故がありました。決して他人事では
なく、危険はどこにでも潜んでいることを忘れず登下校を
して欲しいものです。

交通講話（５／２１）

入学式（４／６）

　春とはいえ、まだ寒さを感じる４月６日、平成
２４年度入学式が厳粛に挙行されました。新
入生の読み上げでは、２２５名一人ひとりの希
望に満ちた大きな返事が体育館に響き渡り、
これから始まる西高生活への決意の表れを感
じとることができました。
　新入生を代表して宣誓をおこなう大役は、横
山実玖歩さん（１G：日枝中卒）が務めました。

着任式・始業式（４／９）

生徒対象進路ガイダンス（４／２３）

　４年制大学、短期大学、専門学校、そして専
門学校の公務員及び就職の担当者を迎え、
進路ガイダンスを行いました。校舎内の各教
室および体育館のフロアに各学校のブースを
設け、少人数に分かれて分野別のガイダンス
となりました。少人数制のため、質問しやすい
雰囲気があり、生徒も納得するまで各担当者
のお話を聞くことができたようです。

創立記念講演会（５／７）

　今回は腰塚勇人さんをお招きしました。腰塚
さんは、スキーの大事故をきっかけに全身マ
ヒの体となりましたが、その後の懸命のリハビ
リにより社会復帰できるまでに回復しました。
この事故をきっかけに人生観が大きく変化し
たそうです。自らのリハビリの体験を元にした
『命の授業』をダイヤモンド社より出版し、フジ
テレビ「奇跡体験アンビリバボー」にも出演、そ
して現在は、全国各地で「命の授業」の講演を
行い、命の大切さを訴えています。
　　「ドリームメーカーとは、自分の可能性を信
じ夢を実現しようとする人、誰かの夢を知り応
援しようとする人、誰かのありのままの存在を
認め、その人に寄り添って生きる人のことであ
る。」「ドリームメーカーには決まった形もルー
ルもありません。自分なりのイメージを持って
いただいてＯＫである。」等々、時間を惜しまず
熱く語っていただきました。今回の講演は、本
校生徒が腰塚さんが出演したテレビ番組に感
動し、当時の教頭に講演依頼を訴え実現した
という経緯があります。生徒の夢もかなえた素
晴らしい創立記念講演会となりました。

　今年から新たに５名の先生が本校で教鞭を
執ることとなりました。そのうち２名は本校の
卒業生、１名は公私間交流で吉城高校から派
遣されてきた先生です。そしてもう１名は、事
務職員兼アーチェリー部コーチとして赴任され
ました。着任式ではそれぞれの先生が熱い抱
負を語ってくださいました。
　始業式では、２・３年生の担任・副担任の発
表がありました。今年は学校改革の１年目で
す。例年のようにクラス担任が持ち上がるとは
限らないため、生徒達は自分のクラス担任が
誰なのか予想も付かない状況での発表となり
ました。副校長訓話では、これから西高校が
目指すべき姿が述べられ、３学年揃っての新
たな西高のスタートとなりました。
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　入学してから早くも二ヶ月経ちますが、西高での生活は毎日がとても
充実しています。特Ⅰは学習中心の生活で宿題も多く、多忙な日々が
続いています。そんな中での先生方やクラスの仲間の存在はすごく大き
いです。先生方はいつも熱心に指導して下さり、クラスの仲間は高い志
を持って努力しているので、自分も頑張ろうという気持ちになります。私
は将来、医療分野の仕事に就いて、たくさんの人を笑顔にできるような
人になりたいです。進路のことで不安になることもあるけど、先生方につ
いていき三年間夢に向かって頑張っていきたいです。

　今年新たに、個性豊かな２２５名の新入生が仲間入りしました。乗鞍研修での仲間
作りから始まり、部活動では上級生に混じり、厳しい練習そして上下関係の大切さを
学ぶ蛍雪・特進Ⅱクラスの生徒たち。朝の０限授業から放課後の９限授業。さらに休
日返上の補習と、３年後の進路実現に向けて一心不乱に勉学に励む特Ⅰクラスの生徒
たち。文武両道を目指す西高のアクティブな授業を受け、毎日の課題をこなす姿には
逞しさを感じます。西高に入学し、何を夢見て、そしてどんな西高生活を送るのか、
各クラスの代表者より抱負を語っていただきます。

熊﨑 夏帆
１年G組：萩原南中卒

特進Ⅰクラス　慌ただしくも校内に活気があふれるこの時期は、さまざまな行事が目白押しでした。新体制となった本校では、新入生を迎え入れることから始まり、運動部の集大成で
あるインターハイ予選、姉妹校ＩＳＡ高校の生徒の受け入れ、クラスのまとまりを発揮する西高祭と続き、短期間に本当に多くの行事がありました。とくに西高祭では、
「さすが３年生」と思わず唸ってしまう発表ばかりでした。クラスのまとまりは、進路実現に不可欠なものであり、生徒にとって一生の宝物にもなります。また、本校の
卒業生が、教育実習生として教鞭を振るう立場となり、多くのことを学んでくれたようです。今回、４月～６月中旬までの主だった行事などを紹介します。

　私は、叶えたい夢があって西高校を希望しました。部活動で全国大会
出場という大きな夢です。毎日厳しい練習ですが、夢を実現させる為に
最後まで諦めず、忍耐強くやり抜こうと心に誓っています。日々の練習で
は、仲間を大切にし周りの方々に感謝して取り組むように努力していま
す。顧問の先生は熱血で、一生懸命指導して下さるので更に意欲が湧
きます。部活動を通して、集中力、忍耐力を養い毎日の練習の積み重
ねを大切にして、必ず結果を残せるように頑張ります。私は、負けて流
す涙より、勝って嬉し涙を流したいです。夢は必ず叶うと信じています。

　僕の叶えたい夢は、インターハイ出場です。この夢を叶えるためには、
毎日の練習の積み重ねが大切になってきます。一つ一つの練習のポイ
ントをおさえて、一生懸命練習したいと思っています。いきなり大きな目
標を達成することは難しいので、小さな目標を立ててその目標を何個も
達成していきたいです。そうする事によって最終的な目標にたどり着ける
と信じて、日々練習をしています。また、部活動の練習を一生懸命行う
だけではなく、毎日の生活面での当たり前のことは、しっかりやるという事
を大切にしたいです。部活動も勉強も両立できるよう頑張っていきます。

松下 沙耶香 面手 優太
１年A組：東山中卒 １年H組：松倉中卒

卓球部 男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

　僕が西高校で叶えたい夢は二つあります。一つ目は大学進学です。そ
の為には無駄な時間を無くし、勉強に使うことが大切だと思います。時
間を有効に使うことが今の僕には一番必要なことだと思っています。二
つ目は、野球で東海大会へ行くことです。中学の時より部活が出来る時
間が増えました。練習に関しては、中学の時よりも充実しています。それ
に、西高の野球部は僕の思っていた以上にレベルが高いです。これか
ら、先輩と共に一生懸命練習を行い、さらに上を目指して頑張っていき
たいと思います。

松葉 杏奈 坂上 圭佑
１年B組：中山中卒 １年I組：日枝中卒

陸上部 軟式野球部

　私が西高校で叶えたい夢は、部活動で東海大会に出場することで
す。私は中学校の時、ハンドボール部に所属していました。その時の目
標が「東海大会優勝、全国大会出場」でした。ですが、惜しくも東海大
会では優勝できず、二位で全国大会に出場しました。その時の悔しさが
忘れられず、今度は、西高校の陸上部で東海大会に出場し、上を目指
していきたい、と強く思いました。そのために一日一日の練習を大切に、
コーチや先生に言われたことを意識してこれからも精一杯取り組んでい
きたいと思っています。そして、勉強と部活動をしっかりと両立できるよう
頑張ります！

　僕は、今までの自分を変えようと思い西高校に入学しました。正直入
学したばかりの頃は、大変そうだという印象を受けました。しかし、今は、
生活しやすい学校だという印象に変わっています。僕は、国公立大学へ
の進学を目指しています。正直、今までの勉強法や取り組み方では自
分を変えられるとは思っていません。西高校では、それを忘れずに、継
続すればこの夢は叶うと思って、勉強に取り組みたいです。「継続」はこ
れまでも自分の課題でした。西高校の環境は、とても恵まれているもの
だと思うので、感謝の気持ちを忘れずに、自分の夢に向かって頑張りた
いです。

　今年は、「ぎふ清流国体」が開催されます。本校では多くの部活動から岐阜県選抜選手としての出場、そして大会補助員とし
て運営に携わる者など、様々な場面で国体を盛り上げていきます。岐阜県知事が本校アーチェリー場を訪れ、アーチェリー強化
指定選手・指導者を激励した模様、アーチェリー成年女子選手として長岡光江先生、バスケットボール成年女子監督として打江
謙二先生がそれぞれ新聞で紹介されました。いよいよ本校も国体モードになってきました。

　私はまだ、将来なりたい職業が決まっていません。しかし、この西高校
のＪ組でバスケットボールと勉強のどちらにも力を注ぎ頑張ることで、学
力が足りなかったり、自分の努力不足で夢を諦めることがないように、こ
れから三年間つらいことも一生懸命乗り越えていきたいです。そして、こ
の学校で様々な人と触れ合い、たくさんのことを学ぶことで、自分の夢を
見つけていけたらいいなと思います。部活動と勉強の両立は大変なこと
もありますが、自分の力を伸ばすためにも精一杯取り組みたいと思いま
す。まずは、大学への進学を目標として頑張っていきたいです。

高原 寛 松波 萌
１年F組：中山中卒 １年J組：下呂中卒

特進Ⅰクラス

新入生インタビュー

ぎふ清流国体へ向けて！

主な学校行事

ウインドアンサンブル部 第１回「いのちの歌」チャリティーコンサート出演

平成２４年　西 高 祭　（６／１４）　「規格外～飛び出せ！発想！」



飛騨地区大会 岐阜県大会 ☆アーチェリー
☆男子バスケットボール ☆アーチェリー 男子団体

決　勝　高山西　７４－５９斐太 優勝 男子団体 準優勝 準々決　高山西１８４－１９５東海（愛知） ６位

男子個人　　中島貴志 ６位 男子個人　　西田智洸 １７位

☆卓球（男子） 　　　　　　西田智洸 ７位 　　　　　　中島貴志 ２５位

男子団体　 女子団体 優勝 　　　　　　林達也 ３０位

予選リーグ　高山西３－０吉城 女子個人　　長瀬友里 １位 　　　　　　岩佐知樹 ３８位

　　　　　　高山西３－１高山工 　　　　　　倉坪絢 ２位 女子団体

決勝トーナメント 　　　　　　滝村佳子 ８位 準々決　高山西２０３－１５１東海学園（愛知）

準決勝　　　高山西３－０飛騨高山 　　　　高山西２０３－１８５聖マリア（岐阜）

決　勝　　　高山西３－０斐太 優勝 ☆男子ハンドボール 　　　　高山西１９０－２０２浜松商（静岡） 準優勝

男子個人Ｓ　栃洞槙人 １位 １回戦　高山西４５－１６大垣北  女子個人　　倉坪絢 ５位

　　　　　　牧上一平 ３位 ２回戦　高山西４２－１４岐阜 　　　　　　長瀬友里 １１位

男子個人Ｗ　栃洞槙人・熊崎健 １位 準決勝　高山西３３－１６富田 　　　　　　滝村佳子 １６位

　　　　　　大西康平・佐藤僚太 ２位 決　勝　高山西３１－２９市岐商 優　勝 　　　　　　黒木有佳 １８位

　　　　　　牧上一平・飯田雅史 ３位

女子団体　 ☆剣道 ☆陸上
リーグ戦　高山西３－０飛騨高山 男子団体　２回戦　高山西２－１関商工 走高跳　　　木之本辰也 予選敗退

　　　　　高山西３－２益田清風 　　　　　３回戦　高山西５－０岐山

　　　　　高山西３－０吉城 優勝 　　　　　４回戦　高山西２－１岐阜北 ☆男子ハンドボール
女子個人Ｓ　神木朱音 １位 　　　　　準決勝　高山西３－０可児工 ２回戦　高山西３２－２３星城（愛知）

　　　　　　松下沙耶香 ３位 　　　　　決　勝　高山西０－４麗澤瑞浪 準優勝 準決勝　高山西３８－３６桜台（愛知）

女子個人Ｗ　神木朱音・松下沙耶香 １位 女子団体　２回戦　高山西５－０岐阜農林 決　勝　高山西２６－２４市岐商（岐阜） 優　勝

　　　　　　山田有花・荒川琴海 ３位 　　　　　３回戦　高山西４－０大垣養老

　　　　　４回戦　高山西１－０大垣北 ☆剣道
☆バドミントン 　　　　　準決勝　高山西３－２中京 男子団体

男子団体　 　　　　　決　勝　高山西２－３麗澤瑞浪 準優勝 予選リーグ　高山西１－２浜松北（静岡）

　　　１回戦　　高山西３－０高山工 　　　　　　高山西４－０名古屋大谷（愛知）

　　　２回戦　　高山西２－３飛騨高山 ☆バドミントン 　　　　　　高山西２－１三重（三重）

　　　２位決戦　高山西３－１益田清風 準優勝 男子団体　１回戦　　高山西３－０加茂農林 決勝トーナメント　

男子個人Ｓ　柏崎楓 ３位 　　　　　２回戦　　高山西０－３大垣西 ベスト１６ 準々決　　　高山西１－３皇學館（三重） ５位

　　　　　  池田光希 ベスト８ 女子団体　１回戦　　高山西３－０郡上 女子団体

　　　　　  鈴木星哉 ベスト８ 　　　　　２回戦　　高山西３－１大垣東 予選リーグ　高山西５－０西尾東（愛知）

　　　　　  西畑弥 ベスト８ 　　　　　準決勝　　高山西０－３県岐商 　　　　　　高山西１－２榛原（静岡）

男子個人Ｗ　池田光希・鈴木星哉 １位 　　　　　３位決　　高山西１－３済美　 ベスト４ 　　　　　　高山西４－０白子（三重）

　　　　　　柏崎楓・西畑弥 ２位 女子個人Ｗ　山腰留伽・野尻未優 ベスト４ 決勝トーナメント　

女子団体　 準々決　　　高山西１－２中京（岐阜） ５位

　　　準決勝　　高山西３－１斐太 ☆男子バスケットボール
　　　決　勝　　高山西３－０飛騨高山 優勝 １回戦　　　高山西　６５－　４８関

女子個人Ｓ　山腰留伽 １位 ２回戦　　　高山西　７６－　６６郡上

　　　　　　野尻未優 ２位 ブロック決　高山西　５２－１０８美濃加茂 ☆アーチェリー
　　　　　　村瀬奏絵 ３位 ５位決予備　高山西　６５－　８４長良 ベスト８

女子個人Ｗ　山腰留伽・野尻未優 １位 男子団体　 準優勝

　　　　　　野尻愛里沙・村瀬奏絵 ３位 ☆女子バスケットボール 男子個人　　中島貴志 ４位

１回戦　　　高山西１２３－　３９富田 　　　　　　林達也 ５位

☆陸上 ２回戦　　　高山西１２５－　５６中津商 　　　　　　西田智洸 ７位

男子２００ｍ　　木下由聖 ３位 ブロック決　高山西　６５－　６６土岐商 女子団体　 準優勝

男子１１０ｍＨ　牧田朋之 ２位 ５位決予備　高山西　８０－　５８岐阜農林 女子個人　　長瀬友里 １位

男子４００ｍＨ　大栗田有平 ３位 ５位決戦　　高山西　８２－　５９大垣商 ５位 　　　　　　倉坪絢 ６位

男子走高跳　　　木之本辰也 １位 　　　　　　滝村佳子 ８位

男子三段跳　　　木之本辰也 １位 ☆陸上
女子２００ｍ　　荒家育美 ３位 男子走高跳　　　木之本辰也 ５位 男子個人　　林達也 ５位

女子１１０ｍＨ　荒家育美 ２位 女子１００ｍＨ　荒家育美 ７位 　　　　　　西田智洸 ７位

女子４００ｍＨ　北村美由起 １位 女子４００ｍＨ　北村美由起 ７位 　　　　　　中島貴志 ８位

　　　　　　　　中田詩野 ３位 女子個人　　倉坪絢 １位

女子走高跳　　　山越百恵 １位 ☆卓球 　　　　　　長瀬友里 ４位

女子走幅跳　　　森本玲 １位 男子団体　１回戦　高山西３－０関

　　　　　２回戦　高山西３－０岐阜聖徳 ☆女子バレー
☆女子バレー 　　　　　３回戦　高山西３－０大垣工

準決勝　高山西２－０飛騨高山 　　　　　準々決　高山西０－３富田 ベスト８ 予選リーグ　高山西０－２東海大相模（神奈川）

決　勝　高山西０－２益田清風 準優勝 女子団体　１回戦　高山西３－０可児 　　　　　　高山西２－１尚絅学院（宮城）

　　　　　２回戦　高山西０－３済美 ベスト１６ 　　　　　　高山西２－０好文学園女子（大阪） 予選リーグ

☆男子ソフトテニス 　　　　　　高山西０－２安田女子（広島） 敗退

男子個人Ｗ　青木大地・上野湧太 ベスト１２ ☆軟式野球
１回戦　　高山西１－０多治見工 ☆その他

☆女子ソフトテニス ２回戦　　高山西２－５県岐商 ベスト８

女子個人Ｗ　梶井愛里・桜本真希 ベスト１６ 下谷美浩 最優秀賞

　　　　　　北平早弥佳・山下優花 ベスト１６ ☆女子バレー
１回戦　高山西２－０中津

☆サッカー ２回戦　高山西０－２岐阜各務野 ベスト１６

リーグ戦　高山西０－０吉城

　　　　　高山西１－４飛騨高山 ☆男子ソフトテニス ☆アーチェリー
　　　　　高山西０－２高山工 男子団体　２回戦　　高山西０－３岐阜工 ２回戦敗退

　　　　　高山西０－３斐太 ５位 女子個人　　長瀬友里 ５位

☆女子ソフトテニス 　　　　　　倉坪絢 ８位

女子団体　２回戦　　高山西３－０本巣松陽 　　　　　　滝村佳子 ６１位

　　　　　３回戦　　高山西０－２岐阜農林 ベスト１６

女子個人　　長瀬友里 ７位

☆ウインドアンサンブル

優秀賞

☆男子ハンドボール

２回戦　高山西２７－１７洛北（京都）

３回戦　高山西３２－２４瓊浦（長崎）

準々決　高山西２９－３２藤代柴水（茨城） ベスト８

全国高等学校選抜大会

全国高等学校選抜大会

　今回、西高校で実習させて頂き、教員の仕事の大変さを学びました。
高校時代は学校の先生の大変さが全然分かっていませんでした。高校
時代の教員のイメージは、授業をやり、担任を持ち、部活指導をするだ
けだと思っていました。しかし、教育実習で先生方の姿を見て、イメージ
はすっかり変わりました。前述の内容プラス進路指導・生徒指導・自分
の仕事などいろんなことをこなしている姿を見て、教員の大変さを実感し
ました。実習中、ご指導して下さった富田先生には、本当に感謝してい
ます。自分の勉強不足で大変ご迷惑をおかけました。しかし、毎回指導
していただき、大変勉強になりました。今回教育実習をさせて頂き、生
徒たちと関わったり、先生方の事務的な仕事まで見せていただき、多く
のことを学びました。本当に感謝しかありません。今回、教育実習で学ん
だことをしっかりと生かし、高山西高等学校の先生方を目標に夢に向
かって頑張っていきたいと思います。今までありがとうございました。

小林　隆之介 二村　貢太
日枝中卒 下呂中卒
中央大学 国際武道大学
物　理 体　育

数　学 数　学

　私は今回、教育実習生として母校である高山西高等学校へ行かせて
もらいました。朝の挨拶活動から始まり、夜の部活動、そして教材研究
と、私が想像していた以上にハードなスケジュールで、改めて「教師」と
いう仕事の大変さを実感しました。この実習中、私が最も感じたのは「教
える事の難しさ」です。今まで学生として、教えてもらう立場でしたが、今
回初めて授業を行い、30名ほどの生徒全員に伝え、理解してもらう事
はとても困難な事でした。自分の教材研究の足りなさや、授業の工夫の
無さが目立ちました。また、15年続けている剣道でも、指導するとなる
と、1人1人の性格や個性に合わせて指導しなければならず、うまく言葉
に表現する事が出来ませんでした。しかし、時が経つにつれ、少しずつ
生徒との関わりが深くなり、徐々に生徒の気持ちを考えるようになりまし
た。最後になりますが、担当の先生方、そして生徒たちには本当にお世
話になりました。ありがとうございました。

　朝早くから朝練習に来る生徒、勉強に励む生徒、でもその陰に教師と
いう大きな功労者がいるということを改めて感じました。生徒が学校に来
る前から学校に来て、夜も遅くまで仕事をこなす教師の姿。高校時代に
もそんな先生方の姿を見てきましたが、ここまで大変だとは思いません
でした。授業の難しさ、教師という立場となって初めてわかることが多く、
まず自分の意識を変えなければならないと感じました。どんな職業でも
そうだけど、その道のプロにならなければいけないと感じました。初日は、
生徒の前での自己紹介でさえ緊張してしまい、また生徒とどう接していけ
ば良いのか分からず生徒との距離を感じました。しかし、日を重ねるたび
に生徒の顔を見ることや、生徒の声を聞くことが楽しみになり高校へ行く
のが楽しみになりました。実習中は、教えることよりも、学ぶことの方が多
く、中でも生徒との信頼関係の重要性を改めて感じた日々でした。

　今回の教育実習は、母校ということもあり実習をすることが楽しみで
あった。校門などでのあいさつ活動では、積極的にあいさつをしてくれる
生徒の姿や、朝練習をする姿が多く見られ、朝からすがすがしい気持ち
になった。実習中は教師として生活することで、本校の雰囲気をまた
違った立場で見ることができた。朝早くから夜遅くまで仕事をしている諸
先生方の姿は、教職への考えかたを変えるきっかけになり、良い刺激と
なった。今回の経験により、私自身改善していかなければならない部分
を多く学ぶことができた。実習授業では、板書の難しさ、発問の内容など
指導の大変さを多く経験し、生徒との関わりでは、生徒指導の厳しさを
学ぶことができた。今後、教師として、人間として自分の行動に責任を
持ち、諸先生方から指導していただいたことを忘れず成長し、生徒から
尊敬される教師を目指し努力したい。３週間ご指導本当にありがとうござ
いました。

笠原　大輝 石倉　知佳
日枝中卒 中山中卒
名城大学 秀明大学

名城大学 帯広畜産大学
公　民 生　物

３年Ｈ組：東山中卒

　今年は６名の卒業生が本校で教育実習を行い、教科指導、クラス経営、部活動指導など多くのことを学びました。西高祭を間近に控え、クラスの生徒に混じって準備に
取り組む姿を見ていると、実習生が高校生であった頃が思い出されます。放課後も部活動で生徒と共に汗を流すなど、授業以外でも生徒と向き合う機会が充実した実習と
なりました。厳しい指導教官のもと、研究授業では堂々とした振る舞いで解りやすく丁寧な授業を展開し、それぞれが成長した姿を見せてくれました。

　「おはようございます」、から実習は始まりました。朝校門に立ち、多くの
生徒と挨拶を交わしとても心地よく感じました。西高校は勉学、部活動
をしっかり出来るだけではなく、挨拶もしっかり出来る地元の生徒として
育ててみえるなと感じました。実習を通じて先生として教えるという大変
さを痛感しました。教師として生徒に教えるには、生徒よりも何倍もの知
識を蓄えていないといけません。難しい所はわかりやすいように噛み砕
き、いかにわかりやすく生徒に伝えるか悩みました。生徒の頃は授業を
受けるという当たり前のことでしたが、先生方は生徒よりも努力していると
いう事が良くわかりました。部活動では卓球を見学し、熱心に指導する
先生と汗を流しながらついて行く生徒の姿に心動かされました。一生懸
命になって物事に打ち込む姿は誇らしいものだと思います。指導して下
さった先生方、一緒に生活した西高校の生徒の皆さんに本当に感謝し
ています。ありがとうございました。

　私が今回の教育実習で学ばせて頂いた事は、人に教えるという事の
大変さと教師という仕事の大変さです。自分では理解をしている事でも
生徒に分かりやすく教えるには、生徒の立場になって、ここが分かりにく
いだろうなど考えて授業を構成していかなければいけないと感じました。
そして、実際に自分で授業を行う事で先生方の凄さを感じる事が出来ま
した。教員は学業以外の生活や進路など生徒にわかって欲しい事、こ
れからの将来のために覚えてもらいたい事が多々ある事を学びました。
生徒として学校に通っていた時の自分の目線と、先生としての立場に
立った時の目線は違い、生徒の目線から見ていた時には何故行うのか
分からなかった事も、先生の立場に立ってみると、生徒のためを思い
行っているのだと分かりました。この教育実習で数多くの事を学ばせて頂
きました。2週間ご指導いただきありがとうございました。

北村　将 岩西　翔太郎
日枝中卒 松倉中卒

３年Ｈ組：東山中卒

　今年の夏に開催される北信越かがやき総体（インターハイ）には、本校からも２つの部活動が岐阜県代表として出場します。アーチェリー部女子団体は、８／３～６に
かけて燕市吉田ふれあい広場で、男子ハンドボール部は７／２８～８／３にかけて柏崎市総合体育館他で、他県代表と激突します。上位入賞はもちろん、優勝を目指して
全力で戦いますので、みなさん応援よろしくお願いします。選手とサポーター一丸となって岐阜清流国体にもつながるよう雰囲気を盛り上げていきましょう。
　今回はそれぞれのキャプテンより、今までの取り組みでのエピソードや大会へ向けての抱負を語ってもらいました。この大会にかける選手の想いを感じてください。

　今回私たちアーチェリー部女子団体は、インターハイに出場することが
決まりました。今までは個人で何度か出場していましたが、団体では五
年ぶりでとてもうれしく思います。団体は各学校の上位三名の出した合
計点数で争うため、全員が自己ベスト記録を上回る点数を出す努力を
しなければ優勝することは難しいです。よく、アーチェリーは個人競技だ
と思われがちですが、インターハイでは、お互いに自分の点数を気にし
て、お互いに仲間の点数をカバーできるように努力する必要があるの
で、立派な団体競技だと私は思います。仲間同士、お互いが助け合え
るように、力をつけていきたいと思います。アーチェリーは、精神力はもち
ろん気力や集中力、体力が大切となります。本番では緊張やプレッ
シャーなどもあると思いますが、これから８月までの練習で心も体も鍛え
ていき、自分を信じ、みんなを信じながら、部員全員で切磋琢磨して頑
張ります。

　今回、全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技に出場すること
ができました。春の選抜大会が終わってから、次の目標を「インターハイ
予選優勝」とし練習に励んできました。その取り組みの中で、香川遠征
や大分遠征などレベルの高いチームと練習試合をさせてもらいました。
大分遠征は過去に結果を残して下さった先輩方のお陰で行ける、とても
意味あるものであり、多くの課題を見つけられた遠征でした。そこから先
生とコーチがメニューを考えて下さり、チーム内でも相談しながら取り組
みました。地味でつらいこともありましたが、基礎を大切に練習しました。
その結果、県予選決勝の市岐商戦では、とても力のあるチームでした
が、２点差で勝ちきることができました。しかし、まだまだ課題があります。
インターハイまでに克服し、県の代表として、選抜大会ではあと一歩で獲
ることのできなかったメダルを、今度こそ獲れるようにチーム２４人全員
で戦っていきたいと思います。

アーチェリー部 男子ハンドボール部
長瀬　友里 湯之上　佳史

全国高等学校選抜大会

インターシティー選手権　日本代表選考会

　岐阜県高校総体では男子ハンドボール（２年連続）、アーチェリー女子団体が優勝しました。剣道男子団体と女子団体、アーチェリー男子団体は準優勝、陸上
男子走高跳で木之本辰也くん（２Ｂ：日枝中卒）が５位入賞となり、それぞれが東海高校総体に出場しました。男子ハンドボール部は東海新人大会に続く、２大
会連続で東海高校総体優勝を果たしました。惜しくも出場を逃した部活動も、上位入賞や前年より順位を上げたりなど、ほとんどの部活動が実績を向上させてい
ます。そして、アーチェリー女子個人では「インターシティー選手権日本代表選考会」で７位と、世界へ向けた活躍も報告されています。

岐阜県高校春季大会

岐阜県ターゲット選手権大会

全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会

高山市英語スピーチコンテスト

インターハイ出場に向けて！

本校卒業生教育実習に来る

卒業生の活躍！
　今回も本校卒業生の活躍をご紹介しま
す。四日市看護医療大学案内には上野ひか
りさん（Ｈ２２年度卒）が、岐阜県警察官
採用案内には倭由樹さん（Ｈ１９年度卒）
が掲載されました。また、東京藝術大学に
入学する記念にと個展を開いた八賀史子さ
ん（Ｈ２２年度卒）が新聞で紹介されまし
た。また、月刊誌『ミセス』には、今村久
美さん（Ｈ９年度卒）の活動が特集記事と
して紹介されました。今村さんは、現在Ｎ
ＰＯカタリバ代表理事を務めながら、東日
本大震災の被災地域に放課後学校「コラ
ボ・スクール」を開設。被災地域の子ども
に対する継続的な支援を行っています。
　卒業後も、各分野で活躍している先輩た
ち。我々も応援しています！

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 東海高等学校総合体育大会

各種大会

全 国 大 会


