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 　夏休みも終わり、いよいよ体育祭の季節となってきました。体育祭では、生徒たちが西高生活で身に付けたものが、そのまま現れてきます。とくに応援合戦では、規律
ある上下関係や仲間との絆が集約され、迫力のある応援へと昇華されます。今年も各団素晴らしい応援を披露してくれました。また、この季節には体育祭以外にも多くの
行事、話題が満載です。すべてをご紹介できればいいのですが、紙面の都合上、厳選された行事・話題を下記に紹介いたします。どうぞ、ご覧ください。

平成２４年後期生徒会執行部 　柿本　一朗　　（２Ｇ：中山中出身） デンバー市高校生、岩手県立大槌高校生徒訪問（７／２６）
　中島　翔太　　（２Ｉ：清見中出身）
　熊崎　夏帆　　（１Ｇ：萩原南中出身） 　高山市の姉妹都市であるデンバー市の高校

生５名と東日本大震災で甚大な被害を受けた
岩手県立大槌高校の生徒４名が本校を訪問
しました。本校生徒が本校と高山市の説明を
行い、大槌高校の生徒が震災の概要をパ
ワーポイントなどで説明してくれました。また、
震災についてのグループディスカッションは非
常に考えさせられるものとなりました。

　高山　真央　　（１Ｇ：神岡中出身）
　垣内佐由里　 （１Ｊ：日枝中出身）
　横山実玖歩　 （１Ｇ：日枝中出身）
　木村　桃子　　（２Ｇ：中山中出身）
　二村紫都花　 （２Ｊ：下呂中出身）
　上口　紗奈　　（２Ｊ：古川中出身）
　国政ゆめの　 （２Ｇ：清見中出身）
　堀　明香里　　（１Ｆ：松倉中出身） 高山赤十字病院職員による出前授業（８／３）
　加藤光之介　 （１Ｇ：中山中出身）

　後期生徒会では三つのことを中心に活動したいと考えています。一つ
目は、体育祭です。来年は高山西高等学校創立５０周年ということで、
生徒が主体となってこの体育祭を創り上げ、来年を迎えるうえでの大切
なイベントにしたいと考えています。そして、この体育祭で部活動以外の
先輩・後輩の絆を深め、全校一体となる雰囲気をつくっていきます。二
つ目は、委員会の活動です。これまで、どちらかというと先生が中心に
なって進めていた委員会もありましたが、これからは委員長や委員を中
心に自ら進んで活動できるような委員会にします。三つ目は、昨年度か
ら取り組んでいるベルマーク集めの活動です。集めてもらったベルマー
クで学校の備品を購入することによって、活動の成果を目に見える形に
していきます。僕たち後期生徒会は１年生６人、２年生６人と例年より１
年生が多いですが、全校生徒協力の下、最大限の努力をして素晴らし
い学校となるよう頑張りたいと思います。

　高山赤十字病院の職員６名が、本校にて出
前授業を行いました。将来医療関係の職業に
就くことを希望している生徒を前に、医療従事
者の仕事の様子、現在の職を選んだ理由、そ
の職のやり甲斐などを話していただきました。
医療関係の仕事に対する理解を深め、進路
意識を高める貴重な機会となりました。

全国高等学校クイズ選手権中部地区予選出場（８／５）

　全国高等学校クイズ選手権中部地区予選
が名古屋市庄内緑地公園で行われ、本校１
年Ｇ組の有志５チームが出場しました。全国
大会出場を決める決勝戦には６チームが残
り、本校からも１チーム（中澤亮太：朝日中出
身、中山宗一郎：下呂中出身、新井康充：朝
日中出身）が残りました。あと一歩のところで
県代表の座を逃してしまいましたが、来年こそ
は県代表の座を獲得できるといいですね。

後期生徒会長
柿本　一朗

２年Ｇ組：中山中出身

「助産師から伝えるいのちの大切さ」講演会（６／２８）

　高山赤十字病院から助産師の方をお招き
し、１年生を対象に「いのちの大切さ」につい
ての講演を行っていただきました。６名の助産
師の方がスライドショーを使いながらご自分の
現場体験を語ってくださり、生徒たちは真剣に
聞き入っていました。お産劇には、父親役とし
て鈴木慎太郎先生が出演し、迫真の演技で
会場を沸かせる一幕もありました。

ウインドアンサンブル部第２５回定期演奏会（８／１２）

　第２５回定期演奏会が行われ、今年も多くの
方々にご来場いただきました。今年のウインド
アンサンブル部は、中部日本吹奏楽コンクー
ル岐阜県大会、岐阜県吹奏楽コンクールを勝
ち抜き、中部本大会、東海大会に出場できる
ことになりました。質の高い演奏は観客を魅
了し、今年も大成功を収めることができまし
た。

インターハイ・地区総体壮行会（７／４）

　インターハイに出場する男子ハンドボール
部、アーチェリー部女子、そして新チームと
なって初めての公式戦となる飛騨地区総合体
育大会に出場するそれぞれの運動部に対し
て壮行会が行われました。全校生徒を代表し
て生徒会長が激励の言葉を贈るとき、選手た
ちはとても凛々しい顔をしていました。

体育祭結団式（７／９）

　体育祭へ向けての結団式がありました。副
校長から団旗を手渡された各団長は、諸先輩
方の築いた伝統の重みを感じつつ、これから
はじまる熱い戦いへ向けて闘志をみなぎらせ
ていました。生徒会のスローガン発表があり、
前後半応援合戦の順番の抽選が行われる
と、全校の雰囲気も盛り上がっていきました。
団幹部の紹介と団長の所信表明も終わり、い
よいよ体育祭の取り組みが始まります。

就職希望者模擬面接（９／８）

　育友会進路指導委員会主催による、就職希
望者対象の模擬面接が行われました。育友
会役員を中心に、外部より企業関係者などの
講師を面接官として招き、本番さながらの緊
張感ある模擬面接となりました。面接後の各
講師からのアドバイスはどれも厳しく、声の出
し方や言葉遣い、椅子の座り方など細かなと
ころまでご指導していただきました。就職活動
の厳しさ、難しさを痛感するものとなりました。

バケツ注水リレー（７／１０）

　毎年恒例となりましたバケツ注水リレーに１
年Ｇ組の生徒が出場しました。生徒たちは大
会前に練習を行い本番を迎えましたが、的に
向かって正確に水を飛ばすのは難しく、苦労
していました。当日は非常に蒸し暑い日でした
が、大粒の汗を流しながら、練習の成果を発
揮することができました。

秋季バス遠足（９／１２）

　１年生は「野外博物館リトルワールド」、３年
生は「上高地」を訪れました。「野外博物館リト
ルワールド」では、各国の展示家屋を見学し、
それぞれの国の料理を堪能しました。民族衣
装に着替える者もおり、楽しく世界の文化に触
れる一日となりました。天候に恵まれた「上高
地」では、空の青さに浮き出る白い雲、くっきり
と立体感ある山々が印象的でした。梓川の冷
たい流れに足を浸し、クラスメイトとの食事を
楽しみながら、上高地の大自然を満喫した思
い出に残るバス遠足となりました。

ぎふ清流国体炬火リレー（７／１７）

　乗鞍岳の麓、ほうのき平スキー場で採火さ
れたぎふ清流国体炬火リレーが、本校にやっ
てきました。本校からは１年ＦＧ組の生徒が、
トーチとシンボル旗を手に、沿道で小旗を振り
ながら応援する生徒に笑顔で応えながら、本
校周辺を爽やかに駆け抜けていきました。

　平成２４年度体育祭は、体育祭スローガン『闘』の元、素晴らしい天気の中開催されました。今年の体育祭は、体育科主導＆生徒会・実行委員会という今までにない形
をとり、体育祭の流れを大きく変えました。各団テーマ、青団「蒼龍天覆」、黄団「黄焔万丈」、赤団「炎帝紅蓮」を掲げ、最後まで闘いました。今年は、ぎふ清流国体
が開催されるということもあり、実行委員会では国体につながるように考え、入場行進ではミナモが選手と一緒に入場するなど会場を沸かせました。競技は、どの団も熾
烈な争いで、最後の最後までどの団が優勝するかわかない展開。最終順位は、黄団が優勝、赤団が準優勝となりましたが、結果以上に全校生徒の晴れ晴れとした笑顔が印
象に残りました。「生徒が自慢の学校」というフレーズにふさわしい、まさに全校生徒が主役となった体育祭になりました。お忙しい中、会場に足を運んでくださった来
賓の方々、保護者の方々、熱い応援ありがとうござました。

みんなでピョン １位　：　３Ｈ（１６１回） ２位　：　１Ｂ（１４２回） ３位　：　３Ｉ（１１５回）

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

総合成績 優　勝： 黄　団 準優勝： 赤　団 第３位： 青　団

３年Ｉ組：日枝中出身

体育祭実行委員長
木村　桃子

２年Ｇ組：中山中出身

　今年の青団は「楽しく笑顔で」を目標に、応援練習に取り組みました。
取り組み期間中の応援練習では、他の団よりも進行が遅く心配していま
したが、全体練習を続けていくうちに、自分や団幹部の思いが通じたの
か、徐々に応援の声が大きくなり、整列や行進もきれいになっていきまし
た。その結果、当日の応援では、前半１位、後半２位という成績を収め
ることができました。これは青団の全団員のチームワークで勝ち取ったも
のだと思います。しかし、競技面で青団は力を出し切ることができず、総
合成績では残念ながら最下位の３位でした。総合優勝を逃したことはと
ても悔しかったですが、青団として体育祭を思い切り楽しむことができた
と思います。本当に「記録より記憶に残る体育祭」になりました。最後に
青団の団幹部・団員のみんな・マスコット・総務、そして青団に関わって
くださった先生方、本当にありがとうございました！来年の青団も「楽しく
笑顔で」を胸に頑張ってください。

青団　団長
山本　成真

３年Ｂ組：境川中出身

　今年度の体育祭スローガン「闘」には、「勝利を目指し、一つ一つの競
技に熱くなる」という思いと「自らの仕事を徹底してやり通す」という思い
が込められています。私は実行委員長として、毎回の練習における「取
り組みへの姿勢」にこだわってきました。静かで素早い整列や美しい行
進を目標に、時には厳しく、時には励ましながら、何度も何度も同じメッ
セージを伝えました。練習も初めの方は手探りのところもあり、なかなか
まとまらず、「本当にこのままで大丈夫だろうか、自分のやり方がダメな
のかもしれない」と悩むこともありました。しかし、昨日より今日、今日より
明日と、各団の整列や行進は日々進化し、本番はどの団も素早い整列
や美しい行進を見せてくれました。開会式や閉会式での姿勢も例年以
上に立派なものだったと思います。この体育祭を創り上げていく過程で、
全校の皆さんや先生方から多くの協力と温かい言葉をいただきました。
本当にありがとうございました。

　今年は全国高校選抜大会、
全国高等学校総合体育大会
（インターハイ）と２大大会
に出場し、ぎふ清流国体少年
男子選抜には９名もの選手を
輩出したハンドボール部、東
海吹奏楽コンクールで金賞受
賞、中部日本吹奏楽コンクー
ル岐阜県代表として本大会に
出場するウインドアンサンブ
ル部が「さるぼぼ倶楽部」、
全国高等学校軟式野球選手権
岐阜大会で軟式野球全国屈指
の強豪中京高校を最後まで苦
しめた軟式野球部が「高山市
民時報」、地元高山市で開催
されるぎふ清流国体アーチェ
リー競技少年女子の部に出場
する長瀬友里さん（３Ｈ：東
山中出身）と倉坪絢さん（２
Ｊ：日枝中出身）、成年女子
の部に出場する長岡光江先生
が「国体だより」にそれぞれ
掲載されました。

　今年の赤団は、「炎帝紅蓮」の下、団員全員が輝ける体育祭を目指し
て取り組んできました。とくに応援には力を注ぎました。まず、本格的な
練習が始まる前に細かな練習計画を立て、スムーズに団席指導ができ
るようにしました。そして、団の結束を強めるために返事にこだわりまし
た。最初は団席のみんなが全く返事をしてくれなくて、「これから大丈夫
だろうか」と心配しましたが、最後には僕や団幹部の声に対し、大きく明
るい返事をして盛り上げてくれたので、胸が熱くなりました。その結果、本
番では団席、サブ、マスコット、総務など団員一人一人が赤団のために
全力で頑張ってくれたので、最高の応援になったと思います。総合順位
で赤団は準優勝でしたが、競技をしている仲間を応援したり励まし合っ
たりする姿があり、素晴らしい団になれたと思います。僕に悔いはありま
せん。団員、幹部、マスコット、総務、先生方、今まで本当にありがとうご
ざいました。赤団の団長でよかった。

　今年の黄団は「黄焔万丈」の下、応援練習や競技練習に取り組んで
きました。体育祭当日は、他の団よりも黄団が競技で一歩リードし、頑
張っている仲間と団席から精一杯応援する姿がたくさん見られ、とても
嬉しかったです。応援合戦で黄団がこだわったのは、全員で全力の声を
出す事でした。本番では、応援団も団席も全力で声を出し、満足のいく
応援ができました。団長を務めさせてもらって一番大変だったのは、人
をまとめるという事でした。自分が全力で取り組む姿勢を見せていかな
ければ、周りの人はついてきてはくれないと改めて気付かされました。黄
団が優勝できたのは、一人一人が一生懸命な姿で取り組んだ結果だと
思います。しかし、自分たちだけでなく、先生方や他の団のみんな、実
行委員の人たち、保護者の方々が様々な面で協力してくださったからこ
そ、頑張れたのだと思います。感謝の気持ちを忘れず、この貴重な経験
を通して成長できた事をこれからの人生の力にしていきます。

赤団　団長 黄団　団長
北村　佳裕 東　亮斗

３年Ａ組：日枝中出身

主な学校行事と話題 

平成２４年度 体育祭 ［９／５（水）］ 

西高部活動が紹介されました！ 



☆バドミントン ☆男子ハンドボール ☆アーチェリー
男子団体　リーグ戦　高山西３－２益田清風 １回戦　高山西３１－２８香川中央（香川）　 女子個人

　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨神岡 ２回戦　高山西３１－３５氷見（富山） 予選ラウンド　　　長瀬友里 ９位通過

　　　　　　　　　　高山西３－１飛騨高山 　　　　　　　　　滝村佳子 ３０位通過
　　　　　　　　　　高山西１－３斐太 　　　　　　　　　倉坪絢 ５３位通過
　　　　　　　　　　高山西３－１高山工業　　 準優勝 　　　　　　　　　黒木有佳 １１８位
女子団体　リーグ戦　高山西３－１飛騨高山 決勝ラウンド　　　滝村佳子 ７位

　　　　　　　　　　高山西３－０益田清風 　　　　　　　　　長瀬友里 1回戦敗退

　　　　　　　　　　高山西３－０斐太 ４勝０敗 　　　　　　　　　倉坪絢 1回戦敗退

　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨神岡 優勝 女子団体　

　　個人Ｗ　角島早織・藤本純里 １位 予選ラウンド ４位通過

　　　　　　大澤美月・長瀬佑佳 ２位 決勝ラウンド

　　１回戦　高山西１７９－１７３鶴岡北（山形） 得点成績により

☆女子バレー 　　準々決　高山西１８７－１９９和歌山（和歌山） ５位
準決勝　高山西２－０益田清風

決　勝　高山西２－１飛騨高山 優勝

☆男子バスケットボール ☆軟式野球 ☆剣道
準決勝　高山西１０７－６８高山工業 全国高等学校軟式野球選手権岐阜大会 岐阜県高等学校剣道大会
決　勝　高山西　６４－８５斐太 準優勝 Ａゾーン　１回戦　高山西５－０岐阜 男子団体

　　　　　準決勝　高山西５－２岐阜工業 ２回戦　高山西　４－０　岐阜

☆女子バスケットボール 　　　　　決　勝　高山西０－１中京 準優勝 ３回戦　高山西　４－０　関商工

準決勝　高山西１４１－２０斐太 ４回戦　高山西　３－１　長良

決　勝　高山西１１９－５２益田清風 優勝 ☆サッカー 準決勝　高山西　２－２　中京（代表勝）

岐阜県ユースリーグ 決　勝　高山西　１－１　麗澤瑞浪（代表負） 準優勝

☆陸上 １節　高山西１－１大垣南 女子団体

男子２００ｍ　　玉田龍大 ３位 ２節　高山西１５－０土岐紅陵 ２回戦　高山西　５－０　各務原

　　走高跳　　　木之本辰也 １位 ３回戦　高山西　４－０　東濃実業

　　４×１００ｍＲ ☆陸上 ４回戦　高山西　４－０　県岐商

［中谷健吾・大下智矢・玉田龍大・木下由聖］ ２位 準決勝　高山西　２－１　市岐商

　　４×４００ｍＲ 男子走高跳　　　木之本辰也 ５位 決　勝　高山西　０－２　中京 準優勝

［三塚真吾・大栗田有平・木下由聖・安川侑己］ ３位 女子１００ｍＨ　荒家育実 ６位

総合成績 ５位 　　４００ｍＨ　北村美由起 ５位 ☆卓球
女子４００ｍ　　北村美由起 ３位 　　　　　　　　中田詩野 ７位

　　１００ｍＨ　荒家育実 ２位 　　三段跳　　　森本玲 ４位 ジュニア男子個人Ｓ　　栃洞槙人 予選通過

　　　　　　　　北村美由起 ３位 　　　　　　　　　　  熊崎健 予選通過

　　走高跳　　　山越百恵 １位 男子４×１００ｍ ジュニア女子個人Ｓ　　松下沙耶香 予選通過

　　　　　　　　荒家育実 ２位 ［中谷健吾・大下智矢・玉田龍大・木下由聖］ 予選敗退 　　　　　　　　　　  荒川琴海 予選通過

　　走幅跳　　　森本玲 ３位 　　４×４００ｍＲ

　　４×１００ｍＲ ［三塚真吾・大栗田有平・安川侑己・木下由聖］ 予選敗退 ジュニア男子個人Ｓ　　栃洞槙人 ４回戦敗退

［森本恵・北村美由起・森本玲・荒家育実］ ２位 女子４×１００ｍＲ 　　　　　　　　　　  熊崎健 ２回戦敗退

総合成績 準優勝 ［森本恵・北村美由起・森本玲・荒家育実］ 予選敗退 ジュニア女子個人Ｓ　　松下沙耶香 ２回戦敗退

　　４×４００ｍＲ 　　　　　　　　　　  荒川琴海 ２回戦敗退

☆剣道 ［下老百花・中田詩野・北村美由起・森本玲］ 予選敗退

男子団体　リーグ戦　高山西４－１益田清風 男子個人Ｓ　　熊﨑健 ３位

　　　　　　　　　　高山西２－０飛騨高山 ☆バドミントン 　　　　　　　栃洞槙人 ５位

　　　　　　　　　　高山西４－０斐太 女子個人Ｓ　　荒川琴海 ５位

　　　　　　　　　　高山西３－０吉城 優勝 男子個人　大森裕太（初心者の部） ３位

　　個人　紺谷弘貴 １位 女子個人　藤本純里（初心者の部） 優勝 ジュニア男子個人Ｓ　　栃洞槙人 １位

　　　　　泉賢史 ３位 　　　　　　　　　　　熊崎健 ３位

女子団体　リーグ戦　高山西４－０益田清風 ☆男子ハンドボール 　　　　　　　　　　　佐藤僚太 ３位

　　　　　　　　　　高山西５－０斐太 ジュニア女子個人Ｓ　　松下沙耶香 ２位

　　　　　　　　　　高山西４－１飛騨高山 優勝 ２回戦　高山西　３４－１８　岐阜工業

　　個人　岩佐由香 １位 準決勝　高山西　２７－２２　県岐阜商 ジュニア男子個人Ｓ　　栃洞槙人 予選通過

　　　　　田中うらん ２位 決　勝　高山西　３２－４２　市岐阜商 準優勝 　　　　　　　　　　　熊崎健 予選通過

一般男子個人Ｗ　　　　熊崎健・栃洞槙人 予選通過

☆軟式野球 ☆ウインドアンサンブル ジュニア女子個人Ｓ　　松下沙耶香 予選通過

決　勝　高山西０－３吉城 準優勝 一般女子個人Ｓ　　　　神木朱音 予選通過

高校大編成の部 優勝（金賞） 一般女子個人Ｗ　　　　松下沙耶香・荒川琴海 予選通過

☆サッカー
１回戦　高山西９－０飛騨神岡 大編成の部 金賞 ☆アーチェリー
準決勝　高山西３－２斐太 東海アーチェリー選手権大会
決　勝　高山西０－２飛騨高山 準優勝 大編成の部 銀賞 男子の部　　西田智洸 １８位

　　　　　　林達也 ３７位

☆ハンドボール ☆情報ビジネス 　　　　　　岩佐知樹 ４４位
準決勝　高山西３７－１４益田清風 　　　　　　上垣内琢也 ５１位
決　勝　高山西４７－　８斐太 優勝 日本語ワープロ競技　　団体の部 ３位 女子の部　　長瀬友里 ９位

情報処理技能競技　　　団体の部　 ３位

☆卓球 日本語スピード競技　　個人　面手彩奈 佳良賞

男子団体　予選リーグ　高山西３－１高山工業

［選　　手］ 　　　　　　　 　　　 高山西３－０益田清風

少年男子 　　　　　決勝トーナメント

［選　　手］ 　　　　　　　準決勝　高山西３－０飛騨高山

少年女子 　　　　　　　決　勝　高山西３－０斐太 優勝

女子団体　リーグ戦　　高山西３－０吉城

成年男子 　　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨高山 優勝

成年女子
［スタッフ］ ☆男子ソフトテニス
全 種 別 リーグ戦　高山西１－２斐太

　　　　　高山西０－３飛騨高山

成年女子 成年男子 　　　　　高山西０－３益田清風

［スタッフ］ 　　　　　高山西２－１高山工業 ５位

☆剣道 少年男子
［選　　手］ ☆女子ソフトテニス
少年男子 予選リーグ　高山西２－１飛騨高山

［スタッフ］ ☆バスケットボール 　　　　　　高山西２－１斐太

少年男子 ［スタッフ］ 　　準決勝　高山西２－１吉城

成年女子 　　決　勝　高山西０－２益田清風 準優勝

東海卓球選手権大会岐阜県予選

東海吹奏楽コンクール

中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会

岐阜県吹奏楽コンクール

全国パソコン技能競技大会

長瀬友里（３Ｈ：東山中出身）

　早朝、小樽港に降り立つと暖かな風が私達を迎え入れてくれました。待ちに待っ
た北海道に到着しました。函館へ移動し、まず五稜郭タワーに登りました。眼下に
広がる函館の広大さに、寝ぼけ眼であった私達もすっかり目が覚めた様子でした。
その後、班別研修となり異文化が混ざる函館の風景を楽しみました。自分達の気
になる場所を見学し、お土産も買いました。最後は、函館山からの夜景を見に行き
ました。さすが百万ドルの夜景と呼ばれるだけのことはあり、あまりの素晴らしさに言
葉が出ませんでした。函館の魅力に思う存分浸ることができた一日でした。

東海陸上競技選手権大会岐阜県予選

岐阜県陸上競技選手権リレー

岐阜県バドミントン選手権大会

堤杯選手権大会

２回戦敗退
ベスト３２

　楽しい日々は過ぎるのも早く、研修旅行もあと一日となりました。クラーク博士の
像の下で、３度目のクラス写真を撮り札幌の町を一望しました。北海道最後の食
事は、ジンギスカンでした。皆、慣れない味に戸惑いながらも、夢中で食べていまし
た。飛行機から北海道の自然と町並みを見下ろす私達の顔は、名残惜しくも満足
の笑顔でいっぱいでした。蛍雪・特Ⅰ・特Ⅱとそれぞれ違う生活を送る私達です
が、異文化が混ざり調和する北海道のように、一つになり西高校の顔となれるよう
に目標に向かい日々精進しようと改めて感じる研修旅行でした。

平野友寛（２Ｉ：東山中出身）

中部日本卓球選手権大会

岐阜県高校生卓球大会

全日本卓球選手権大会飛騨地区予選

中部日本卓球選手権大会岐阜県予選

　この夏、各運動部が１・２年生を主体とした新チームで臨んだ地区総体では、優勝旗８本、準優勝６つ、個人優勝や上位入賞多数という輝かしい成績を残しました。とく
に、軟式野球部は、全国屈指の強豪中京高校に惜しくも敗れはしましたが、最後まで緊迫した接戦となりました。そして、ウインドアンサンブル部は中部日本吹奏楽コンクー
ル岐阜県大会、岐阜県吹奏楽コンクールで岐阜県代表の座を射止め、また一歩全国大会出場へと近づきました。また、情報ビジネス部は、全国パソコン技能競技大会にて、日
本語ワープロ競技、情報処理技能競技ともに団体の部第３位となり、文化系部活動の雄となりつつあります。今後も高山西高校各部活動の更なる飛躍にご期待ください。

　雄大な北海道での研修旅行です。まずは、ゆったりとした船旅を満喫。函館では幕末から明治維新そして現代までの波瀾万丈な歴史を持つ五稜
郭を見学。班別研修では異国情緒を感じさせる町並みを肌で感じ、夜は幻想的な百万ドルの夜景を堪能しました。また、現在も噴気活動が見られ
る昭和新山の偉容を眺め、ラフティングでは水しぶきを上げながらの川下りを楽しむなど、北海道の自然にも触れました。ノーザンホースパーク
で食べたジンギスカンも大変美味しかったです。今回の詳しい研修旅行記は、舩坂恵里（２年Ｆ組：萩原北中出身）さんがお伝えします。

北の国から１日目（９／１１）
　体育祭後の疲れを知らない私達高山西高校２年生は、朝４時に学校に集合し
北海道に向けて出発しました。無事新潟港に到着し、フェリーに乗りました。あいに
く天候は雨でしたが、船内はきれいで快適な生活ができ、これからの北海道研修
の期待で私達の心は晴々としていました。特別に操舵室を見学させて頂き、皆複
雑な機械の構造に興味津々でした。夕方には雨も上がり、大きな窓からどこまでも
見える水平線とそこに沈む真っ赤な夕日を眺めました。ここから見える大海原を進
めば待ちに待った北海道に到着します。友達との楽しい談笑と今後の北海道研修
への期待は高まるばかりでした。

北の国から２日目（９／１２）

北の国から３日目（９／１３）

北の国から４日目（９／１４）

☆アーチェリー

☆ハンドボール　ぎふ清流国体には、選手１７名（帯同選手含む）、スタッフ７名の総勢２４名の
本校関係者（生徒、職員、卒業生など）が出場します。また、補助員として男女バ
スケットボール部員、アーチェリー部員、ハンドボール部員、サッカー部員、２年
ＦＧ組生徒の総勢１４３名が参加し、式典音楽隊としてウインドアンサンブル部員
５６名がぎふ清流国体を支えていきます。壮行会では、出場選手と補助員の代表が
あいさつし、記念演奏では、ぎふ清流国体ソング「はばたけ、未来へ」が披露され
ました。飛び入り参加したミナモには全校生徒からの歓声が上がり、本校も国体
ムード一色となりました。

湯之上佳史（３Ｈ：東山中出身）

倉坪絢　（２Ｊ：日枝中出身）

倉畑凌介（３Ｂ：中山中出身）

国体予定者出場者 ＜本校関係者＞

南裕貴（２Ｉ：東山中出身）

　アーチェリー部顧問の杉浦
成利先生が、この度のロンド
ンオリンピックに女子団体
コーチとして出場し、銅メダ
ル獲得に貢献しました。普
段、本校アーチェリー部を指
導する傍ら、ナショナルチー
ムの指導も行っています。今
大会を終えた後には、ぎふ清
流国体が控えていますが、少
年女子には本校生徒２名、成
年男子には本校卒業生１名、
成年女子には本校職員がそれ
ぞれ出場する予定であり、地
元開催ということもあって、
期待が膨らんでいます。杉浦
先生には、全種別のスタッフ
として、国際大会で培った経
験豊富な指導力を発揮して貰
いたいと思います。本校から
もオリンピック選手が輩出さ
れるたら素晴らしいですね。

　美味しい朝食を食べ、私達は昭和新山に登りました。もくもくと水蒸気を出す山に
自然の雄大さを感じました。大自然をバックに皆カメラを手放せませんでした。”イ
エー”のかけ声から始まったラフティング。私達の目の前に現れる大波に激突し、
水しぶきを上げながらゴールを目指しました。川から頂上まで見える羊蹄山や急な
崖、滝を見ることができ、北海道の自然を堪能することができました。夜はお待ち
かねの豪華バイキングでした。噂通りの豪華さで何を食べても美味しかったです。
サプライズ企画もあり、素晴らしい一時を過ごしました。

酒井駿　（Ｈ２１年度卒業生）

槇本崇志（３Ｈ：中山中出身）

長岡光江（本校講師）

継石祥平（３Ｂ：東山中出身）
政井颯起（２Ｊ：松倉中出身）

津田博司（本校職員）

森下将史（２Ｈ：東山中出身）

富田康之（本校教諭）
打江謙二（本校教諭）

西平吉慶（２Ｂ：東山中出身）
中里栄二（Ｈ１９年度卒業生）

三川俊哉（本校教諭）

飯山紘一郎（３Ｂ：松倉中出身）
滝村紀貴（本校外部コーチ）

杉浦成利（本校職員）
五反田裕子（Ｈ１５年度卒業生）

飛騨地区高等学校総合体育大会  

各 種 大 会   

全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

部 活 動 の 活 躍 
２年生研修旅行ｉｎ北海道［９／１１（火）～１４（金）］ 

祝！ロンドンオリンピック アーチェリー女子団体 銅メダル受賞 

ぎふ清流国体出場壮行会（９／１８） 


