
１位 光賀　翔哉
２位 菅沼　明登
３位 川上　拓真
４位 山本　湧馬
５位 丸山　颯太
６位 加藤　天羽 １位 野村　円花
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８位 滝　良太 ３位 野尻　未優
９位 西平　吉慶 ４位 村瀬　奏絵
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７位 石田　瑞稀
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９位 牧野ひかる
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　今年は例年になく早い冬の訪れとなりましたが、夏から秋にかけてはイベントが目白押しでした。４７年ぶりに開催されたぎふ清流国体は、大成功のうちに幕を閉じま
したが、本校の生徒も選手や補助員としてこの大会に携わり、大いに活躍しました。また、本校でもマラソン大会を皮切りに以下のような行事が行われました。今や風物
詩となった学校行事や日々の取り組みに対する表彰などの話題が満載となっております。紙面の許す限りご紹介ご報告いたしますので、どうぞご覧ください。

校内マラソン大会（１０／１６）
　素晴らしい秋晴れの下で行われた、平成２４年度第２５回校内マラソン大会。先生方も走り、皆気持ちの良い汗をか
くことが出来た１日でした。今年は、昨年以上に全体のレベルの高い大会になりました。男子総合優勝は、光賀翔哉
君（１Ａ：清見中出身）。昨年の優勝の記録を２分も縮める素晴らしいタイムでの優勝でした。女子の部はバスケット
ボール部、バドミントン部、陸上部が上位を独占しました。女子総合優勝は、野村円花さん（１Ｂ：古川中出身）でした。
序盤から快調なペースで走破し堂々の優勝でした。教員の部優勝者は堀尾譲先生（ちなみに２位：小林隆徳副校長、
３位：鈴木慎太郎先生、４位：１荒井啓太郎先生、５位：横田匡司先生）でした。毎年レベルアップを見せるマラソン大
会。清々しく走る生徒を見ていると我々までもが元気になります。

[男子総合]
（１Ａ：清見中出身） 陸上部
（３H：北稜中出身） 陸上部
（２B：日枝中出身） サッカー部
（１A：東山中出身） ハンドボール部

バスケットボール部
（３A：日枝中出身） バドミントン部 （２A：中山中出身） バスケットボール部

[女子総合]
（２B：萩原南中出身） バスケットボール部 （１B：古川中出身）
（２A：久々野中出身） サッカー部

（２B：東山中出身） ハンドボール部 （２H：松倉中出身） バドミントン部
（１I：松倉中出身） 軟式野球部 （１B：松倉中出身） バドミントン部

鹿児島情報高校とのジョイントコンサート（１１／２）
（２I：中山中出身） バドミントン部
（３J：美濃加茂東中出身） バスケットボール部

（２J：古川中出身） バスケットボール部 （２J：中山中出身） バドミントン部

　全国屈指の吹奏楽の名門校である鹿児島情報高校を招き、ジョイン
トコンサートが開催されました。「吹奏楽の神様」と称される顧問の屋
比久勲先生には、以前にも本校ウインドアンサンブルを指導していた
だいており、今回のジョイントコンサートはその一環として行われまし
た。会場中の皆が楽しめるコンサートとなりました。

（２B：東山中出身） 陸上部
（１I：東山中出身） 陸上部
（１Ｉ：日枝中出身） バスケットボール部

同窓会総会（１２／５）

校内ディベート大会モデルディベート（１２／１０）

　毎年恒例の校内ディベート大会の季節がやってまいりました。１・２年生の
各クラスから選抜された３～５名の代表者が設定された論題についてディ
ベートを行うというもので、今年度の論題は「日本は原子力発電所を直ちに
撤廃すべきである。是か、非か。」です。今回のモデルディベートでは、１・２
年生の前で、２年Ｇ組の生徒がディベートの実演をし、副校長自らがディベー
トのルールやディベートにおける技術、評価されるポイントなどを詳しく解説し
ました。白熱した議論や分かりやすく丁寧な解説を、生徒たちは真剣な眼差
しで聞いていました。来年１月２８日（月）には予選リーグ・準決勝。２月４日
（月）には体育館にて１・２年生の前で公開される決勝戦となります。クラスの
団結力が試される伝統ある行事です。

　総勢約９０名の出席のもと、第１３回同窓会総会が催さ
れました。次年度に迫った創立５０周年に関する事業計画
などについて審議しました。また、フィナーレにはウインド
アンサンブル部のミニコンサートがあり、同窓会総会を一
層華やかにしました。その後に行われた懇親会では、懐
かしい旧友・恩師との再会に話題が弾み、大変盛大な懇
親会となりました。

シンガポール高校生来校（１１／３０～）

 　今年もシンガポールよりLanguage Elective Program（語学選抜プロ
グラム）の一環として、８名の高校生が来校しました。ウェルカムセレ
モニーでは、生徒会長の歓迎の言葉から始まり、生徒会制作の飛騨
高山及び西高紹介ビデオの上映、ウインドアンサンブル部の記念演
奏など盛りだくさんの内容で歓迎の意を表しました。３日間の滞在中
には、バディ（世話役）の本校生徒と共に各ホームルームでの授業や
清掃活動に参加し、部活動を見学しました。そして、今回の来校目的
である英語ディベートでは、１年Ｇ組生徒と熱戦を繰り広げていまし
た。論題は『日本の大学は９月から学年を始めるべきである。是か、
非か。』です。互いに白熱した議論を展開しました。一人一人が流暢
な日本語で自己紹介するなど、親近感ある留学生であり、休み時間
などには、個々に本校生徒と交流を深めていました。

納税に関する講座（１２／１０）
　就職が内定した生徒を対象とし、納税に関する講座を開
きました。税理士の前越路子氏を講師にお迎えし、税金
の必要性やその種類、国の歳入・歳出などを生徒に対し
て説明していただきました。また、現在話題となっている
「税と社会保障の一体改革」などについても説明していた
だき、これから社会に出る生徒たちにとって大きな意味の
ある講座となりました。講義の最後には、生徒たちが実際
に確定申告の記入などを行い、社会人としての一歩を踏
み出す生徒たちにとって貴重な時間となりました。

乗鞍フォーラム（１２／９） 剣道部岐阜県地域子ども支援賞受賞
　乗鞍自動車利用適正化協議会の主催する「乗鞍のあり方を考えるフォーラ
ム」で、本校１年生１０名が乗鞍スカイラインの現状と課題、高校生の視点か
らの提案をプレゼンテーションしました。このフォーラムは、乗鞍の地域振興
と環境保全を考えるにあたり、乗鞍スカイラインの関係者・市民等さまざまな
立場の人々が参集し、今後の乗鞍のあり方の方向性を考える機会として開
催されています。昨年度も本校生徒が参加し、ディベートを披露しましたが、
今年は形を変え、乗鞍の地域振興と環境保全についてプレゼンテーションし
ました。高校生らしい意見に聴衆からは大きな拍手が送られました。

　剣道部が長年にわたって行っている「剣西会」という剣道の稽古会が県知事から表
彰を受けることとなりました。西高の剣道部が中心になって小・中学生の指導を行い、
さらに社会人、高齢者までが参加して一緒に稽古し、剣道を通じて交流していることが
評価され、「岐阜県地域子ども支援賞」を受賞したのです。剣道部主将の飯山紘一郎
君（３B：松倉中出身）が授賞式に臨み、古田肇県知事から表彰状を授与されました。
「現在、支援団体は数多く組織されていますが、数年で衰弱し消滅することが多く、高
校生主体で長く継続されていることは素晴らしいことだ。」と選考委員長よりお褒めの
言葉を頂きました。剣道部の活動が地域より評価されたことは大変嬉しいことです。

「私と年金」エッセイ入選
　本校では年金事務所の方々を講師としてお招きし、１年
生を対象とする年金講座を開催しました。年金講座を授
業内に取り入れる試みは東海地区初であり、モデルケー
スとして、愛知県からも講師の方がみえました。そして、こ
の取り組みの総まとめとして１年生全員が「わたしと年金」
エッセイに応募したのです。身近な人と公的年金制度との
関わりをテーマとしており、公的年金の大切さや、社会保
障としての公的年金の意義などに関するエピソードを盛り
込んだエッセイです。本校からは渡辺遥さん（１Ｇ：古川中
出身）が入選し、来校された日本年金機構の方から直接
表彰していただきました。

　この夏、企業実習に参加した２年生蛍雪クラスの代表者６名が、実習で体験したことや学んだことなどを報告しました。夏季休業中、彼らは学校で学ぶことのできない
貴重な体験をしました。「販売は体力的につらい仕事だけど、とても楽しくやりがいを感じる」、「あいさつ、お礼などのコミュニケーションが接客業務には大切だと分
かった」「高品質の製品を作り続ける職人の技術を間近で体験して感動した」など、ここで経験したことは、将来の職業選択の際に役立つことでしょう。

　私は、「ウィズハート（ヘルスバンク）」で企業実習をしました。仕事は、
商品が売れた棚の奥にある商品を前に出して、後ろに新しい商品を入
れる「前出し」ということをしました。それから、お客さんが買った商品をレ
ジで袋に詰める「サッカ」という仕事やトイレ掃除や消費期限チェックもし
ました。最初は仕事が楽しかったけど、半日やると、ずっと立ち仕事のた
め疲れが出てきました。だけど、私は、決められたことを最後までやりき
り、分からない仕事は積極的に聞いて、あいさつ、返事を大きな声です
ることを４日間目標としてやりました。この企業実習では、接客の仕方や
商品出し、前出しのことなどたくさんのことを知ることができましたが、す
べてのことに共通しているのは「お客さんを中心に考えて行動する」こと
だと学びました。販売の仕事は、体力的にもつらい仕事だけど、とても楽
しくやりがいを感じる仕事だと思いました。

　僕は柏木工（株）に企業実習に行きました。僕が行った仕事内容は建
具の製造で、機械を使ってドアやドア枠を取り付ける仕事をやらせていた
だきました。予想と異なったことは、全ての工程において機械による作業
が多いのかと思っていましたが、手作業で行う仕事の方が多く、驚きまし
た。また予想以上に品質管理が行われており、驚きました。目標としたこ
とは、まず職場では大きな挨拶をすること。説明をしっかり聞いて失敗を
しないように心がけること。テキパキ行動することでした。最初は、なかな
か上手くできず周りのスピードに影響されて焦って、慌ててしまって失敗
をしてしまいました。しかし、スピードも大事なことですが、傷など付けない
ようにするための丁寧さも大事だということを学びました。なかなか、素早
く丁寧にという仕事は出来ないと思いますが、その中で、素晴らしい品質
の製品を作り続ける職人の技術を間近で体験することができ、たくさんの
ことを学ぶことができました。

松下　千夏 佐藤　僚太
２Ａ：久々野中出身 ２Ｂ：松倉中出身
（株）ウィズハート

　高山グリーンホテルはお客様に安心して泊まって頂けるような、様々
なサービスを提供する会社です。私の仕事内容は、客室の掃除、シー
ツ交換、客室備品等の確認です。最初に驚いたことは、従業員の数に
対して、掃除をする客室の数が多いことや、部屋にある備品を置く角度
などのとても細かい点に気を遣ってみえることです。そうした従業員の
方々の姿を見て、私も、細かなところに気を配り、お客様のために一つひ
とつに手を抜かず実習を行うことを目標に頑張りました。大変だったこと
は、掃除です。客室には洋室と和室があり、それぞれ異なった備品を覚
えることや準備の違いに苦労しました。この４日間の企業実習を通して
学んだことは、どうしたらお客様に満足してもらえるのかということを考え
て仕事をすることの大切さを学びました。常にお客様の立場に立って、
また利用していただけるように努める努力はすごいと思いました。

水上　陽翔 上牧　聖華
２Ａ：松倉中出身 ２Ｂ：朝日中出身
（有）丸栄石油

柏木工（株）

　僕は、「丸栄石油」で企業実習をしました。ガソリンの給油や窓拭きな
どは、簡単で楽な仕事だと思っていたけど、想像以上に窓の拭く幅が大
きくて、とても体力のいる仕事でした。また、窓拭き用のタオルを硬く絞ら
なくてはならないため、手のひらが痛くなったり、使ったタオルを何度も洗
濯して、たたんで干しての繰り返しで大変でした。車の数が多い日は、休
む時間もないくらい、一日中働き続けました。また、朝の出社時間や昼
食の時間などのいろいろな場面で、時間に対してとても気を遣いました。
仕事というものは、身体的にも精神的にも大変だということを感じました。
しかし、従業員の方が、お客さんと笑顔で対応したり、一つ一つの行動
が早かったり大きな声で挨拶する姿を見て、それを目標に精一杯頑張り
ました。本来の仕事だけでなく、あいさつ、お礼などのコミュニケーション
が接客業務には大切だということを学びました。 （株）高山グリーンホテル

　私は、ＪＡ飛騨トマト選果場で実習を行いました。私の仕事は、トマトの
サイズを分けて出荷できるように箱に詰めることです。他にも、農家からト
マトを運んでくる仕事や出荷する仕事など、たくさんありました。始めは楽
な仕事だと思っていたけど、トマトを詰めるだけでも、集中しないと間違え
てしまうし、詰めるトマトもどんどんくるので、途中一度も気が抜けずに休
むこともできません。また、建物の中はとても暑くて体力的にも精神的に
も辛い仕事でした。しかし、一度も間違えずに箱に詰めて出荷すること
や、あいさつをしっかりして、言われたことをテキパキとこなし、周りの方に
迷惑をかけないことを目標にして、一生懸命頑張りました。仕事をすると
いうことは、私たちの毎日の学校生活や部活動とは全く違う辛さがあると
思いました。だけど、実習中は、明るくあいさつをすると、周りの人も親切
にしてくれたり、仲良くなれたりしたので、充実した実習をおくれました。

山下　善弓 西岡　麻衣
２Ａ：中山中出身 ２Ｂ：国府中出身

ＪＡひだ高山トマト選果場

政井颯起　（２Ｊ：松倉中出身）　森下将史　（２Ｈ：東山中出身）

平野友寛　（２Ｉ：東山中出身）

（株）ファミリーストアさとう

　ぎふ清流国体は、１年FG組生徒の炬火リレーへの参加から始まりました。アーチェリー競技では少年女子が過去最高タイの４位、個人としては長瀬友里さん（３H：東
山中出身）が８位入賞を果たしました。また、バスケットボール競技成年男子、そして本校生徒が主力として活躍したハンドボール競技少年男子は、両者とも初の全国制
覇を成し遂げました！決勝戦当日は、メイン会場である飛騨高山ビッグアリーナに全校生徒がつめかけ、熱い声援を送りました。また、ウインドアンサンブル部は総合開
会式で演奏し、バスケットボール部、ハンドボール部、アーチェリー部、サッカー部、２年FG組の生徒たちは補助員として大会運営を支えました。
　９月下旬からの２週間ほどは、国体ムード満載の学校生活となりました。キラキラと輝く選手たちの姿は生徒たちの目にしっかりと焼きついたことでしょう。

☆ハンドボール競技少年男子
２回戦　岐阜選抜　３３－２０　茨城選抜

準々決　岐阜選抜　３２－３１　福井選抜

準決勝　岐阜選抜　３１－２８　大分選抜

　私はファミリーストアさとう国府店で企業実習を行いました。私の仕事
は、惣菜部門の仕事でした。仕入れた商品を一つ一つパックしたり、肉、
魚、野菜等を調理し店頭に並べる事です。仕事中はほとんど立ちっぱな
しで、休む時間はほとんど無く、決められた時間内に仕事を終わらせて
次の仕事をやらなければいけないと言うことが大変でした。目標としたこ
とは、４日間常にお客様のことを考え、指示通りにしっかり行動するという
こと。自分が実際調理した商品が店頭で売られるということを考え、テキ
パキと行動する事。お客様や社員の方に笑顔で、気持ちのよい挨拶を
することです。実習を通して学んだことは、お客様のことを第一に考える
ことです。予想と異なることもありましたが、普段何気なく利用している
スーパーでも働く側にしか分からないものが沢山あり、その気遣いという
部分で、企業は大変な努力をしていることがよくわかりました。

決　勝　岐阜選抜　３１－２４　山口選抜

［本校からの出場選手］

湯之上佳史（３Ｈ：東山中出身）　倉畑凌介　（３Ｂ：中山中出身）

槇本崇志　（３Ｈ：中山中出身）　継石祥平　（３Ｂ：東山中出身）

長瀬友里（３Ｈ：東山中出身）　倉坪絢（２Ｊ：日枝中出身）

☆アーチェリー競技少年女子
女子団体

予選ラウンド

決勝トーナメント

　　１回戦　岐阜選抜１９１ー１７３福岡選抜

　　準決勝　岐阜選抜１８５－１９８滋賀選抜

　　３決戦　岐阜選抜１７７－２０５広島選抜

女子個人　長瀬友里

　　　　　倉坪絢

［本校からの出場選手］

主な学校行事と話題

ぎふ清流国体（第６７回国民体育大会）を終えて

企業実習報告



☆ウインドアンサンブル ☆アーチェリー
東海アーチェリー選手権大会

高校大編成の部 優勝（金賞） 男子の部　　西田智洸 １８位 ２回戦　高山西　８４－　６４大垣東

　　　　　　林達也 ３７位 ３回戦　高山西　７８－　７１岐南工

高校大編成の部 優勝（金賞） 　　　　　　岩佐知樹 ４４位 ４回戦　高山西　７６－１０９中京 ベスト１６

　　　　　　上垣内琢也 ５１位

実行委員長賞 女子の部　　長瀬友里 ９位 ☆女子バレー
岐阜県高等学校記録会

☆剣道 男子個人　　西田智洸 １位 ２回戦　高山西１－２郡上 ２回戦敗退

岐阜県高等学校剣道大会 　　　　　　林達也 ２位

男子団体 　　　　　　岩佐知樹 ３位 ☆卓球
２回戦　高山西　４－０　岐阜 　　　　　　上垣内琢也 ４位

３回戦　高山西　４－０　関商工 女子個人　　長瀬友里 ３位 女子個人ジュニアＳ　松下沙耶香 ３回戦敗退

４回戦　高山西　３－１　長良 　　　　　　倉坪絢 ５位 女子個人Ｓ　　　　　神木朱音 ２回戦敗退

準決勝　高山西　２－２　中京（代表勝） 女子個人Ｗ　　　　　松下沙耶香・荒川琴海 １回戦敗退

決　勝　高山西　１－１　麗澤瑞浪（代表負） 準優勝 男子個人　　西田智洸 １位

女子団体 　　　　　　林達也 ２位 ☆英語ディベート
２回戦　高山西　５－０　各務原 　　　　　　岩佐知樹 ３位

３回戦　高山西　４－０　東濃実業 　　　　　　上垣内琢也 ４位 １回戦　高山西３－０郡上

４回戦　高山西　４－０　県岐商 女子個人　　倉坪絢 １位 準決勝　高山西１－２聖マリア

準決勝　高山西　２－１　市岐商 　　　　　　宮上玲奈 ７位 ３決戦　高山西３－０斐太 ３位

決　勝　高山西　０－２　中京 準優勝 ベストディベーター賞　杉山智穂

☆サッカー ☆美術
１回戦　高山西１７６－　１５羽島

第３節　高山西　１－１岐阜 ２回戦　高山西１１５－　３８郡上 洋画　　　　　　　　　　桐谷衣以奈 佳作

第４節　高山西１４－０岐阜第一 ２位 ３回戦　高山西　８５－　６１関商工 グラフィックデザイン　　清水美樹 奨励賞

第５節　高山西　２－１恵那 Ｇ２参入戦出場 準々決　高山西　７３－　５５県岐阜商 　　　　　　　　　　　　木田向日葵 文化協会長賞

準決勝　高山西　４９－　９５岐阜女子 ３位 　　　　　　　　　　　　高井徹 運営委員会賞

２回戦　高山西１－４各務原西 ２回戦敗退 優秀選手賞　山下善弓

☆サッカー ☆軟式野球 ☆剣道
１回戦　高山西５－０吉城 ２回戦　高山西０－３恵那 ベスト８ 男子団体　２回戦　高山西３－１飛騨高山

準決勝　高山西１－０飛騨高山 　　　　　３回戦　高山西３－０中京

決　勝　高山西１－０斐太 優勝 ☆陸上 　　　　　４回戦　高山西２－１可児工業

男子４００ｍ　  木下由聖 ２位 　　　　　準決勝　高山西４－０美濃加茂

☆バドミントン 男子走高跳　　　木之本辰也 ４位 　　　　　決　勝　高山西２－２麗澤瑞浪　※本数負 準優勝

女子個人Ｓ　　　　　山腰留伽 １位 男子走幅跳　　　木之本辰也 ８位 男子個人　泉賢史 １位

　　　　　　　　　　野尻未優 ２位 男子４×１００ｍＲ 　　　　　紺谷弘貴 ３位

　　　　　　　　　　村瀬奏絵 ３位 ［中谷健吾・大下智矢・玉田龍大・木下由聖］ ４位 　　　　　伊藤雄平 ベスト８

　　　　　　　　　　森谷幸香 ４位 男子４×４００ｍＲ 　　　　　大河内敬介 ベスト８

女子個人Ｗ　　　　　山腰留伽・野尻未優 １位 ［三島晃・安川侑己・木下由聖・谷口優輔］ ７位 女子団体　１回戦　高山西３－２各務原西

　　　　　　　　　　村瀬奏絵・森谷幸香 ２位 　　　　　２回戦　高山西１－１可児　※代表戦勝

　　　　　　　　　　谷口紗彩・藤本純里 ４位 ☆アーチェリー 　　　　　３回戦　高山西２－２中京　※本数負 ベスト８

男子団体 優勝 女子個人　田中うらん ベスト８

☆卓球 男子個人　　西田智洸 １位

男子団体 　　　　　　林達也 ２位 ☆卓球
予選リーグ　高山西３－０益田清風 　　　　　　岩佐知樹 ３位 男子団体　２回戦　高山西３－０長良

　　　　　　高山西３－０飛騨高山 　　　　　　平井聡 ６位 　　　　　３回戦　高山西３－０大垣北

決勝トーナメント 　　　　　　上垣内琢也 ７位 　　　　　４回戦　高山西０－３県岐阜商

準決勝　　　高山西３－０高山工業 　　　　　　上遠野綾佑 ８位 　　　　　順位決定リーグ　

決　勝　　　高山西３－１斐太 優勝 女子団体 準優勝 　　　　　　　　　高山西３－１岐阜工業

女子団体 女子個人　　倉坪絢 １位 　　　　　　　　　高山西３－１向陽台

２校リーグ　高山西３－１飛騨高山 優勝 　　　　　　宮上玲奈 ７位 　　　　　　　　　高山西０－３中京 ６位

女子団体　１回戦　高山西３－１中津商業

☆男子ソフトテニス 　　　　　２回戦　高山西３－１加茂

１回戦　高山西０－３鶯谷 １回戦敗退 　　　　　３回戦　高山西３－１大垣北

　　　決勝リーグ　高山西０－３県岐阜商

☆女子ソフトテニス 　　　　　　　　　高山西０－３富田

２回戦　高山西２－１美濃加茂 　　　　　　　　　高山西２－３岐阜総合 ４位

３回戦　高山西０－２大垣商業 ３回戦敗退

☆バドミントン
女子団体　１回戦　高山西３－０多治見 ☆陸上
　　　　　２回戦　高山西３－２大垣東 男子４００ｍ　  木下由聖 予選敗退

　　　　　準決勝　高山西０－３県岐阜商 男子走高跳　　　木之本辰也 予選敗退

　　　東海代表戦　高山西２－３済美 ３位 男子４×１００ｍＲ

女子個人Ｗ　山腰留伽・野尻未優 ３位 ［中谷健吾・大下智矢・玉田龍大・木下由聖］ 予選敗退

　各部活動では世代交代が完了し、いよいよ新しいチーム体制がスタートしました。新人大会をはじめ各種大会、そして来春にはインターハイ予選があります。この時期に
鍛え身に付けた体力や技術が、後の勝利へと繋がっていくのだと思います。今回は、岐阜県新人大会でみごと優勝を勝ち取ったアーチェリー部男子、男子個人で優勝（団体
は準優勝）した剣道部男子、準優勝したアーチェリー部女子、中部日本吹奏楽コンクール本大会で優勝（金賞）したウインドアンサンブル部など１０部活動の期待のホープ
達に各部活動の現況、そして今後の抱負を語っていただきました。

　僕がアーチェリー部で学んだことは、感謝の気持ちを大切にすることで
す。アーチェリーは他のスポーツよりもお金がかかるので、家族にはもちろ
ん、指導して下さる先生方にも感謝の気持ちを持ってプレーすることが大
切だと思いました。西高は全国でも恵まれた環境で練習できます。さらに
指導して下さる先生方も世界レベルの技術で指導して下さるので、初心
者でもすぐにアーチェリーが上達します。あとは、部員のやる気が、技術の
上達にも大きく左右します。今後の目標はインターハイ男女団体でアベッ
ク優勝です。個人でもインターハイ出場者全員が上位入賞を目標にして
います。この目標を達成するためにも、人並み以上の練習をし、技術向
上に努めます。アーチェリーは個人競技ですが、僕たちはチームで練習し
全体のレベルアップが出来るように頑張っています。西高アーチェリー部
は、みんな元気が良く仲の良い部活なので、楽しく、この恵まれた環境で
力を発揮できるよう頑張っていきたいです。

　選抜大会を終え、チームは３位、自身は優秀選手賞をもらうことができ
てとても嬉しいです。このような成績が残せたのも、応援してくれる人達、
家族、チームメイトの力添えがあったからだと思います。試合の時は不安
やプレッシャーで押しつぶされそうになりましたが、一緒に頑張る仲間がい
て、チーム一丸になれたからこそ勝つことができました。この大会を通し
て、仲間の大切さを改めて実感しました。勝った瞬間みんなで喜び合っ
たことは今でも忘れることができません。私は高山西高女子バスケット
ボール部の仲間が本当に好きです。この仲間と一緒にどこまで成績を残
せるかが楽しみです。今、私達は「信念の力」をモットーに自分に厳しく、
一日一日を大切に、日々の練習を頑張っています。これからも厳しい練
習に耐え、チーム全体の力をレベルアップさせて次の大会に臨みたいと
思います。そして、まずはインターハイ出場を勝ち取ります。

アーチェリー部 女子バスケットボール部

西田　智洸 山下　善弓
２J：国府中出身 ２A：中山中出身

　私は、今年、インターハイ出場・団体５位入賞、ぎふ清流国体出場・団
体４位入賞をすることができました。この実績を残すことができたのは部
活での意識を変えたことにあると思います。「はっきりとした目標を作る」こ
れを明確にして練習に取り組みました。目標を明確にすることにより、今
自分がそこにたどり着くために何が必要なのか、どのような行動をしていく
べきかがわかりました。また、部全体での目標を決めることで、みんなで
一丸となって取り組もうという意識が強くなり、雰囲気も良くなりました。一
緒に頑張る仲間の存在は本当に自分の励みになりました。今年入賞を果
たすことができたのは仲間の支えがあったからです。自分一人ではできな
いことでも仲間がいることで可能にすることができるということを実感しまし
た。来年の目標は、個人の入賞だけでなく、団体でアベック優勝をするこ
とです。この目標を達成できるように部員全員で頑張ります。

アーチェリー部
倉坪　絢

２J：日枝中出身

　今回私達は東海高等学校選抜大会出場を決めることができました。私
にとって人生初の東海大会でとても嬉しく思っています。新チームとなっ
て私が女子部部長となり、部長としての自覚や実力が伴わずに後輩には
迷惑をかけましたが、後輩の協力のお陰で先輩方や自分たちの目標で
あった東海大会に出場することができたのだと思います。今回の東海大
会では全国大会を目指したいと思いますが、何よりも東海大会という舞台
で１人１人がチームのために後悔のない試合をする事で成長できる大
会、今後チームの成長につながる大会にしたいと思っています。そして、
春の高校総体では最終目標である東海高校総体出場を達成できるよう
にするために、部員４名の心を１つにし、自分たちの良さである「がむしゃ
らさ」と「冷静さ」に磨きをかけて実力を高め、この東海大会に出場できる
という事実に満足することなく努力していきたいと思います。

　僕は、今年の岐阜県新人剣道大会個人戦で優勝することができまし
た。優勝できたのも、剣道部顧問の富田先生をはじめ、仲間や家族、応
援して下さった保護者の方々のおかげだと思います。また、自分の力が
出し切れたことも勝因だと思います。富田先生には、「強気で自分の力を
出し切れ」と言われ僕は、普段の稽古で使っている技をどんどん出し、今
持っている自分の力を出し切ることができました。技を研究したり、実戦を
想定して一本一本大事に打てた事などの努力が実った大会だったと思
います。新人戦男子個人優勝に自信を持ち、なおかつ気を引き締めて、
今まで以上の気持ちで稽古に取り組んで行きたいです。そして、1月の選
抜予選、５月のインターハイ予選に向けてもっともっと実力をつけ、団体、
個人共に優勝できるように富田先生を信じて、稽古に励んでいきたいで
す。

卓球部
山下　茉鈴

２H：松倉中出身

　男子卓球部は全国大会出場を目標に毎日活動をしています。部員は
レギュラーの座を獲得するため、諸大会で結果を残すために、各自目標
を掲げ日々練習に励んでいます。これまでは飛騨で１番の練習と厳しい
環境で活動していただけで満足していたような気がします。しかし今回男
子卓球部は念願であった東海大会出場を果たし、今後は東海地区の強
豪校と戦っていかなければなりません。つまり今後強豪校と戦っていくた
め、これまで以上の練習と厳しい環境の中で活動しなければ勝てないと
いうことです。どうそのような環境がをつくっていくのか、どうやって実行して
いくのかが僕たちの課題です。東海大会では、全国大会を目指して必死
に戦うことは当然のことですが、東海地区の強豪校との対戦の中で、自
分たちに足りないものや、克服するべき課題を見つけて、さらに強いと言
われる高山西高校男子卓球部に成長したいと思います。

剣道部

２J：萩原南中出身

　私たちは、１１月に行われた「全日本高等学校吹奏楽大会in横浜」に出
場しました。この大会は、1・2年生が主体の活動になって初めての大きな
大会で、全国大会出場校も多く出演しています。私たちは、演奏の細か
いところにまでこだわりをもち、会場で聴いているお客さん全員に届く音を
目指して練習し、大会に臨みました。結果は満足のいくものではなかった
ですが、全国クラスのバンドのみなさんと同じステージで演奏してみて、改
めて自分たちの弱点や課題に気づくことができました。その後、大会を通
して感じたことや思ったこと、これからどうしていくべきかについて、全員で
話し合いを行い、意見を出し合いました。すると、全員の気持ちが一つに
なり、以前よりも集中して練習に取り組むことが出来るようになりました。こ
れからも横浜大会に出場して学んだことを常に忘れずに練習に取り組
み、日々レベルアップしていきたいです。そして、全国大会出場という目
標を達成させます。

泉　賢史
２B：宮川中出身

卓球部
大西　康平

２Ｈ：松倉中出身 ２H：中山中出身

　僕達男子ハンドボール部の目標は全国制覇です。この目標は簡単に達
成できるものではありません。しかし、この目標を実現するために、少ない
練習時間の中で練習の内容を良くすることと、普段の生活を大切にする
ことを意識しています。練習内容を良くするには、全員が手を抜かず１０
０％の力で取り組み、少しでも前日の自分を越えようとする一人一人の姿
勢が必要です。自分の周りをきれいにすることや体調を崩さないようにす
ることなど普段の生活を大切にすることはそのままプレーに繋がります。こ
の二つを意識して強いチームを作っていきたいと思います。僕がハンド
ボールを通して学んだことは辛い時こそ妥協しないで頑張ることです。ど
んなに辛くても練習で手を抜かないという姿勢は、試合の大きな場面でプ
レーシャーに打ち勝つことができます。ここぞという時に力を発揮すること
ができます。これからもハンドボールを通していろんな事を学び、全国制
覇を達成するための糧にしていきたいと思います。

ウインドアンサンブル部 男子ハンドボール部
上口　紗奈 政井　颯起

２Ｊ：古川中出身 ２J：松倉中出身

中部日本吹奏楽コンクール本大会

全国高等学校吹奏楽大会ｉｎ横浜

　バドミントン部は、団体戦で男子は県大会出場、女子は東海大会出場
を目標にして日々の練習に取り組んでいます。先日行われた県新人大
会では選手もサポートもひとつになって戦いましたが、目標の東海大会は
あと一歩で届きませんでした。今のチームで戦える大会は春のインターハ
イ予選しか残されていません。それに向けて新たな気持ちで、体力トレー
ニングから技術練習まで精一杯頑張っています。経験者と初心者が混
ざった部活動なので、実力はそれぞれですが、経験者が初心者に教えな
がら練習し、全員が上手くなれるよう努力しています。時にはつらい事も
ありますが、それは自分だけじゃないと思い、仲間同士で支え合って乗り
越えたいと思います。私はどんなときでも全員が声を出すことにこだわっ
ています。それは部全員の士気を高めるためです。先輩方が作り上げて
きた部活の伝統を受け継ぎながら、自分達のカラーで主体性のある部活
にし、これからも目標に向かってやり抜きます。

　僕は中学生の頃から陸上をやっています。陸上は0.01秒という時間で
勝ち負けが決まってしまうスポーツです。部活動の練習では、その0.01秒
というタイムを縮めるために毎日走り込みや筋トレをしています。毎日、
走ってばかりだと嫌になることもあるけど、チームの仲間と励まし応援し合
いながら頑張っています。辛い練習を乗り越えて大会で0.01秒でもベスト
が出ると本当に嬉しいです。僕は、今年の新人戦でコーチや先生のサ
ポートや応援してくれた仲間のお陰で、県大会の400メートルで２位に入
賞することができ、東海大会に出場することができました。東海大会に出
場して、東海のレベルの高さを知りました。来年は3年生になって部活動
も引退の年になるので、インターハイ予選で県大会６位入賞して、全国大
会に行けるように今まで以上に頑張って練習に取り組みたいです。

バドミントン部 陸上部
村瀬　奏絵 木下　由聖

　新しいチーム体制となった各運動部の公式戦がスタートしました。新人大会や各種大会において岐阜県上位に入賞し、東海大会に出場する部活動が例年以上多くなっ
ています。インターハイ予選の前哨戦としては上々の出来ではないでしょうか？近年実績上昇中の卓球部は、男女揃って上位に入賞し東海大会出場を決めましたが、こ
れには本校の他の部活動も大きな刺激を受けました。生徒たちは、現在の努力が今後さらなる飛躍につながることを信じ、毎日の練習に励んでいますので、どうぞご期
待ください！それでは、１０月上旬から１２月上旬までの大会結果を報告します。ご覧ください。

☆男子バスケットボール
中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会 岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会

　新井さんは、在学時よりオーストリアを拠点にア
ルペンスキーの各種大会に出場を重ねてきました。
今年３月には右足前十字靭帯断裂という大けがを負
いましたが、その後の手術や数か月のリハビリ期間
経て、９月下旬の全日本ジュニア合宿から本格的に
活動を再開することができました。怪我で出遅れた
分を取り戻すべくトレーニングに励み、現在は大会
出場も可能なまでに回復して、平成２４年度オリン
ピック強化指定選手にも認定されました！おめでと
うございます！
　２０１４年、ロシアのソチで冬季オリンピックが
開催されます。怪我を克服した不屈の精神で、西高
卒初のオリンピック選手になってください！

全日本バレーボール高等学校選手権大会岐阜県予選

東海卓球選手権大会

岐阜県高校秋季大会兼全国選抜大会岐阜県予選

全国高校生英語ディベート大会岐阜県予選

☆女子バスケットボール
岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会

岐阜県ユースリーグ 高山市美術展覧会

全国高等学校サッカー選手権岐阜県大会

［飛騨地区予選］ ［岐阜県大会］

期待のホープ達

各 種 大 会

部活動の活躍

岐阜県新人大会

東海新人大会

新井真季子さん（Ｈ２３年度卒）オリンピック強化指定選手認定


