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日枝中出身

　僕は高校受験で思うように力を奮うことが出来ず、併願合格というか
たちでこの高山西高校に入学しました。自分の行きたい高校に行けな
かった為、最初のうちは西高生としての自覚がなくただ毎日を過ごして
いました。しかし、勉強や部活動をしていく中でそれは次第に変わってい
きました。３年生になってからは初心者として始めた部活動で結果を残
し、クラスでは代表として話す機会をもらうなど１年生の頃とは全く違う生
活になりました。自分がこのように変われたのは、クラスの仲間や部活
動の仲間と切磋琢磨し、先生方にチャンスをいただき、見守っていただ
いたからだと思っています。だから西高校で出会った人々全員にすごく
感謝しているし、西高校に入って良かったと今では心から感じています。
この３年間で培った力を糧として、大学生としての新たな一歩を踏み出
そうと思います。本当に３年間ありがとうございました。

　入学当初は勉強についていけるか、など新たな環境での生活に対す
る不安でいっぱいでした。しかし、「志望校合格」という目標を持ち、クラ
スの仲間と切磋琢磨し合いながら過ごしたこの３年間で、私は学習だけ
でなく様々な面で成長することができたと思います。辛く苦しい時もあり
ましたが、それ以上の仲間との楽しかった思い出や達成感がありまし
た。そして長期休暇中や平日も夜遅くまで補習に付き合って下さった先
生方には本当に感謝しています。悩んでいる時も相談に乗って下さり、
先生方の厚いサポートのお陰で３年間頑張ることができました。仲間、
先生方、そして家族。たくさんの人に支えられてきたことへの感謝の気
持ちを忘れないようにしたいです。卒業後は、また新しい生活がスタート
しますが、西高校で学んだことや仲間との思い出を大切にし、これからも
頑張っていきたいと思います。

青垣美紅　（３Ｈ：松倉中出身：情報ビジネス部）
長瀬友里　（３Ｈ：東山中出身：アーチェリー部）
野尻愛里沙（３Ｉ：松倉中出身：バドミントン部）

特進Ⅰクラス 男子ハンドボール部 特進Ⅰクラス 特進Ⅰクラス 北村美由起（３Ｂ：日枝中出身：陸上部）
３年Ｇ組：中山中出身 ３年Ｈ組：東山中出身

　私は中３の秋、難病のために岐阜の大学病院に入院しました。病室で
受験勉強を続け、高山西高校に合格し入学。しかし、初夏には退院で
きるだろう言われていた見通しが狂い、次々と手術を繰り返すことにな
り、春からの高校生活はベッドの上で始めました。実家から通学できるよ
うになっても、車いすでの生活が続き、学校生活は簡単なものではあり
ませんでした。でも、学校の配慮で教室を１階に移動していただいたり、
先生方が休日返上で補習をして下さったり、クラスメイトが私のために
ノートを作ってくれたりして、私は学校生活を送れました。そして、難病の
宣告を受けたときには考える余裕もなかった将来が、第一志望の大学
合格というかたちでやってきました。関わってくださった全ての皆さんに
心から感謝します。私は、西高校に入学したお陰で、こうやって苦しい
日々を乗り越え、夢を叶えることができました。ありがとうございました。

西畑　弥 平田　冬萌子
３年Ｊ組：丹生川中出身 ３年Ｉ組：松倉中出身

バドミントン部 美術部

　西高校での３年間は、大変なことがたくさんありましたが、その反面、ク
ラスの仲間とたくさんの楽しいことを一緒に経験できたと思っています。
最後の西高祭では、１・２年生の時の失敗を反省して、しっかりクラス全
員で話し合いました。衣装や小物を全部クラスの仲間による手作りにし
たり、ステージで派手に演出できるよう工夫をしたりと最高に思い出に残
る西高祭が作れました。行事を通してクラスの雰囲気が良くなり、仲間
関係でぎくしゃくすることもなくなりました。私自身も、目標に向かって頑
張っている仲間の姿に影響を受け、人間的に大きく成長できたと思いま
す。いつも私の背中を押して下さった先生方や私の味方でいてくれた両
親には、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。在校生
の皆さんも、目標に向かって進む仲間への思いやりの気持ちを忘れず、
一つ一つ精一杯取り組んでいってほしいと思います。

　西高校入学当初は、通常の授業や補習、宿題の量がとても多く感じ、
家に帰るとすぐ寝てしまうくらいヘトヘトになっていました。しかし、２年目
になると、今まで苦労していたことが習慣になり、いつの間にか力がつい
ていました。それに伴い、勉強の習慣や方法も身につき、受験シーズン
でも慌てることなく自分にとってベストな方法で取り組むことができまし
た。西高で身につけた習慣は大学受験だけでなく、大学へ入学後も役
立つと感じます。大学は開放的で自由な場所だから楽しいと考えてしま
いますが、自由だからこそ逆に自分を自制して学ぶ習慣を大事にする
必要性が高まります。その習慣を大学ではなく、西高校で早く習得する
ことで、高校でも大学でもアドバンテージを得ることができると思います。
高校の時点で確固とした学ぶ習慣を身につけて、将来自分のやりたい
ことを突き通せるようなビジョンを夢見て、高校生活を送って下さい。

中吉　那奈 北條 敦
３年Ｈ組：中山中出身 ３年Ｇ組：萩原北中出身

ウインドアンサンブル部 特進Ⅰクラス

　西高校での３年間は、部活動と勉強、さらに学校行事など、色々と大
変でしたが、とても中身の濃い充実した生活を送ることができました。僕
の中で、西高校はとても規則が厳しい学校だという思いが強かったです
が、入学してみると部活動と勉強の両立がとても忙しくて、余計なことを
している暇がなかったです。そんな西高校で僕はたくさんの仲間に支え
られてきました。その中でも、最も支えてもらったのは、同じ部活動の剣
道部の仲間です。剣道部は、「日本一」という目標に向かって、毎日の
厳しい稽古を行ってきました。結果としては、県大会二位という結果で
全国大会には行けなかったですが、仲間と一緒に同じ目標に向かって
進むことは、３年間の西高校の生活の中での僕の大きな財産です。僕
は西高校を卒業しますが、この西高校での３年間の出来事は忘れよう
にも忘れることができません。西高校に感謝したいと思います。

梅田　佳那 山本　成真
３年Ｆ組：萩原北中出身 ３年Ｂ組：境川中出身

特進Ⅰクラス 剣道部

　西高校での３年間の生活は、勉強に部活動、学校行事と大変でした
が、多くの方々に支えられ、充実した高校生活になりました。部活動で
はキャプテンを務めさせていただき、その責任の重さから、辛く苦しいこ
ともありました。しかし、そんな時、野球部の仲間が心の支えとなり、最後
までやり遂げることができました。また、僕は体育祭で団長を務めまし
た。最初は、団のみんなをまとめることが出来るか、正直とても不安でし
た。しかし、３年生の幹部の仲間が自ら自分に出来ることはないかと積
極的に動いてくれました。先生方も多くのアドバイスをくれ、仲間や先生
方のお陰で団をまとめることができました。本当に、この３年間を振り返
ると感謝の気持ちでいっぱいです。卒業しても周りの人々に対する感謝
の気持ちを忘れずに、自分も多くの人々の支えになれるような生活をし
ていきたいです。

北村　佳裕
３年Ａ組：日枝中出身

軟式野球部

三　枝（さいぐさ）賞
柚村卓　　（３Ｇ：中山中出身：特進Ⅰ）

及部　一清 湯之上　佳史 中田　敬士 野村　恭子 伊藤美樹　（３Ｊ：中山中出身：ウインドアンサンブル部）

清水奎　　（３Ｆ：中山中出身：特進Ⅰ）
野尻光希　（３Ｇ：清見中出身：特進Ⅰ）
尾上愛　　（３Ｇ：宮中出身：特進Ⅰ）
田本裕里　（３Ｉ：松倉中出身：ウインドアンサンブル部）
石田瑞稀　（３Ｊ：美濃加茂東中出身：女子バスケットボール部）

特　別　活　動　賞
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３年生終了式・同窓会入会式（２／２７）

　平成２４年度も残りわずかですが、生徒会執行部は来年度に向けた新体制となり、一足早いスタートを切りました。３年生を送る会などの卒業式に向けた各種行事、西
高の看板行事の一つである校内ディベート大会、職業観を確立するための就職ガイダンスや親父ゼミナール。これらの行事では、立派に成長した３年生の様子と着実に成
長しつつある１・２年生の姿が見られました。今回は１月から３月までの主な行事をご紹介します。受け継がれる西高魂を感じてください！

平成２５年前期生徒会執行部 ☆☆☆　日本一の高校を目指して　☆☆☆　　平成２５年前期生徒会長　　木村桃子（２年G組：中山中出身）

　私は、西高を日本一の高校にします。私の思う日本一の高校とは、「誰もが礼儀正しく、誰もが楽しく、誰もが気持ちよく」すごすことができる学
校のことです。そのために、最低限必要なことが3つあります。一つ目は挨拶を増やすことです。挨拶には雰囲気を明るくし、人を元気づける力が
あると思います。温かい挨拶が広がることで学校の雰囲気がより良いものになります。次にゴミを減らすことも、日本一の高校を目指すうえで欠か
せません。自分で持ってきたゴミは自分で持ち帰る。そんな生徒が増えれば、きっと何かが変わってくると思います。西高校はISO14001を取得し
ています。でもそれを意識して生活している生徒は少ないと思います。挨拶を増やす、ゴミを減らす。これらは当たり前で簡単なことのようにみえ
て、実は意識しなければなかなかできない難しいことです。でも沢山の行事をやり抜き、部活動や勉強に一生懸命になれる西高生なら、必ず簡
単に身に着けることができると信じています。そして、最後は「こんな学校はみたことがない」と褒めてもらえるような、西高生として誇りを持ち、礼
儀正しく明るい生徒の多い学校になる基礎が築ければと思っています。生徒全員で、「誰もが礼儀正しく、誰もが楽しく、誰もが気持ちよく」過ごす
ことができる、そんな西高を目指していきます。

　木村　桃子　　（２Ｇ：中山中出身） 　中島　翔太　　（２Ｉ：清見中出身） 　高山　真央　　（１Ｇ：神岡中出身） 　大野　一慶　　（２Ｆ：丹生川中出身）
　田中　優大　　（２Ｇ：中山中出身） 　谷口　優輔　　（１Ｊ：東山中出身） 　中谷　将太　　（１Ｇ：松倉中出身） 　藤井　紫乃　　（１Ｈ：松倉中出身）
　桂川　愛梨　　（１Ｆ：萩原北中出身） 　二ッ谷龍大　　（２Ｇ：萩原南中出身） 　羽田野一樹　 （２Ｈ：松倉中出身） 　東野美菜子　 （１Ｆ：丹生川中出身）

【国公立大】東京大学、国際教養大学、宇都宮大学（２）、名古屋大学、岐阜大学（３）、富山大学（４）、信州大学、岐阜薬
科大学、愛知県立大学、広島市立大学、前橋工科大学、福井県立大学、防衛大学校（８）、ほか６校【私立大】早稲田大学
（３）、慶応義塾大学（３）、国際基督教大学、明治大学（２）、東京理科大学（３）、立教大学（３）、法政大学（２）、南
山大学（３）、岐阜聖徳学園大学（６）、同志社大学、関西大学、関西学院大学（２）、ほか１０１校【短期大学】岐阜市立女
子短期大学（２）、中部学院大学短期大学部（３）、ほか１４校【専門学校】岐阜県立衛生専門学校（２）、JA岐阜厚生連看
護専門学校、諏訪赤十字看護専門学校、昭和大学医学部付属看護専門学校、ほか２６校【公務員】高山市役所、岐阜県警察、陸
上自衛隊（８）、海上自衛隊航空学生【一般就職】飛騨信用組合、東海旅客鉄道株式会社、ほか２６社内定

東京大学

理科Ⅰ類

形部　智歩
平成２３年度卒

（３年G組）

３年Ｇ組：中山中出身 ３年Ｇ組：中山中出身 継石祥平　（３Ｂ：東山中出身：男子ハンドボール部）

　春の訪れが感じられる暖かな日。平成２４年度（第４８回）卒業証書授与式が挙行され、来賓の方々や保護者の皆様、教職員や在校生らが、３年生２１４名の旅立ちを
祝福しました。卒業生代表である野村恭子さん（３Ｇ：中山中出身）の答辞では、苦楽を共にした級友や支えてくれた家族、教え導いてくれた恩師への感謝の気持ちが述
べられましたが、卒業証書授与の際、堂々たる返事で答えた３年生一人一人も同じ思いだったと思います。今年は１０１名が３か年皆勤、そのうち１０名が１２か年皆勤
を達成しましたが、これも周囲の支えがあればこそ。式後の歓送でも、後輩たちが尊敬する先輩との別れを惜しんでいました。

　生徒会の企画による３年生を送る会は、３年生各クラスから担任の先生方への感謝の言葉、在校生ビデ
オレター、第３学年の先生方の出し物、３年間の高校生活を振り返る思い出ＤＶＤなど、心づくしの温か
いものとなりました。しかし、今年はこれだけではありません。何と！今回はサプライズ企画として、シ
ンガーソングライターしおりさんによる「花のしおりコンサート」が用意されていたのです！突然の登場
にざわめく体育館。しかし、その透明な歌声が響きわたると、ざわめきは大きな歓声へと変わりました。
コンサートはトークを交えた楽しいものでしたが、新たな旅立ちを祝福するしおりさんの曲の詩に、思わ
ず涙する人も少なくありませんでした。クライマックスは、卒業の定番ソング「Smile～君は一人じゃな
い～」の大合唱。記憶に残る一日になったのではないでしょうか。

第１４回校内ディベート大会　予選・準決勝（１／２８）、決勝（２／４）

　恒例となりました校内ディベート
大会も、今回で１４回目となりまし
た。今年度の論題は、「日本は原
子力発電を撤廃すべきである。是
か非か」です。１／２８に予選リー
グ、準決勝が行われ、２年Ｉ組と２
年Ｇ組の代表が決勝に駒を進め
ました。決勝戦は、非常に白熱し
た試合となり、「代替エネルギーを
開発し、危険性の高い原子力発
電は撤廃すべきである」と訴える
肯定側と、「原子力発電を撤廃し
た場合に発生する経済的損失の
大きさを考えるべきだ」と主張し、
その存続を訴える否定側。双方と
も用意した資料を駆使し、激しい
論戦を繰り広げました。近年まれ
に見る名勝負でしたが、２年連続
決勝進出を果たした２年Ｉ組が優
勝しました。生徒たちがエネル
ギー問題について考える貴重な
機会となったようです。

　卒業式に先立ち、３年生終了式が行われました。３ヶ年
精勤賞、１ヶ年皆勤賞、メダル賞、漢字コンクールなどの
各種表彰が行われました。学校長式辞では、西高校での
３年間を総括する内容が語られ、卒業生一同、身じろぎひ
とつせず耳を傾けていました。その後に行われた同窓会
入会式では、西本雅弘同窓会長より、卒業生の同窓会へ
の入会を歓迎する言葉をいただきました。来年度は本校
創立５０周年となります。大きな節目に卒業する３年生へ
のはなむけとなる同窓会入会式となりました。

本校の職業教育

　近年、その重要性を増しているキャリア教育の一環とし
て、本校では、職業観や社会人としての資質を育成する
ための各種行事を積極的に行っています。３年生の就職
内定者が、社会人としての心得やマナーについて学ぶ就
職内定者支援セミナー（１／１６・１７）。１年生蛍雪クラス
の生徒たちが、地域の産業や地元企業の様子、働くこと
の喜びや厳しさに触れる企業見学会（３／７）。２年生蛍雪
クラスの生徒たちが、就職試験に向けて実践的な指導を
受ける高校生就職ガイダンス（３／１４）。この他、地元企
業説明会（３／２７）もあり、厳しさを増す就職戦線に向け
て、万全のサポート体制を整えています。

親父ゼミナール（３／１１）
優　勝　：　２年Ｉ組

中島　翔太　　（清見中出身）

　２年生を対象に、育友会企画である親父ゼミナールが行
われました。各クラスには今年卒業した生徒の父親を講
師としてお招きし、進路選択の体験談や現在の職業観・
人生観などについて語っていただきました。建設業、僧
侶、公務員、市議会議員など多方面で活躍されている講
師の方の話は、生徒たちにとって非常に新鮮だったようで
す。とても有意義な時間となりました。

鈴村　美咲　　（清見中出身）
森谷　幸香　　（荘川中出身）
準優勝　：　２年Ｇ組

柿本　一朗　　（中山中出身）
二ッ谷　龍大　（萩原南中出身）
平野　茜　　　 （国府中出身）

岐阜県知事賞受賞 私立中高連会長賞受賞 卒業証書授与総代 卒　業　生　答　辞

平成２４年度（第４８回）卒業証書授与式  

卒業生の活躍 

おもなできごと  

今年度の進路実績（３／１２現在） 

３年生を送る会 ～花のしおりコンサート～ 

 亡き父の教えを受け継ぎ、常連客一人

一人の好みを知り尽くした喫茶店を営む

駒田匡俊さん（Ｈ１２年度卒）。高山初

の温泉ソムリエとして、地元高山の温泉

の良さを紹介している渡辺美和子さん

（Ｈ２１年度卒）。それぞれの活躍が新

聞記事で紹介されました。卒業生の活躍

は私たちにとって大きな励みとなります。

卒業後の進路は様々ですが、今後も多く

の卒業生が多方面で活躍してくれるはず。

皆さんも西高生としての誇りを胸に、夢

をかなえる努力を積み重ねてください。 

２年連続４人目飛騨地区唯一人の東京大学合格者 



☆サッカー ☆ウインドアンサンブル
☆女子バレー
準決勝　高山西０－２飛騨高山 第１節　高山西３－０岐阜東 フルート四重奏 金賞
３決戦　高山西２－０吉城 ３位 第２節　高山西２－２大垣北 クラリネット八重奏 金賞

第３節　高山西２－４加茂 ３位 サクソフォン四重奏 金賞

☆女子バスケットボール 木管八重奏 金賞
決　勝　高山西９２－５９益田清風 優勝 ☆バドミントン 金管八重奏 金賞

金管八重奏 金賞

☆男子バスケットボール 女子団体　１回戦　高山西Ａ３－０恵那農業 打楽器八重奏 金賞
準決勝　高山西１５３－６９飛騨高山 　　　　　２回戦　高山西Ａ３－０大垣南 バリ・チューバ四重奏 銀賞
決　勝　高山西　６８－８０斐太 準優勝 　　　　　３回戦　高山西Ａ２－１大垣西

　　　　　準決勝　高山西Ａ３－０岐阜北Ａ フルート四重奏 銀賞

［岐阜県大会］ 　　　　　決　勝　高山西Ａ２－１大垣東 優勝 サクソフォン四重奏 銀賞

☆サッカー 金管八重奏 金賞
１回戦　高山西７－２大垣西 ☆女子バレー
２回戦　高山西０－７郡上 ２回戦敗退 金管八重奏 銅賞

２回戦　高山西０－２多治見西

☆女子バレー ３決戦　高山西２－０済美 ３位 ☆茶華道
１回戦　高山西２－０多治見

２回戦　高山西０－２岐阜総合 2回戦敗退 予選リーグ　高山西０－２藤の花女子（愛知） 石井靖葉 中日新聞社賞
　　　　　　高山西０－２啓明学館（愛知）

☆男子ハンドボール 　　　　　　高山西２－１西遠女子（静岡） 予選敗退 ☆美術
３回戦　　　高山西２４－１０県岐阜商

決勝リーグ　高山西３８－　９岐阜東 ☆男子ハンドボール 清水美樹 優秀賞
　　　　　　高山西３２－１８市岐阜商 優勝

１回戦　高山西６１－　８多治見 ☆情報ビジネス部
☆女子バスケットボール 準決勝　高山西３２－１１県岐阜商

１回戦　　　高山西１１０－３７本巣松陽 決　勝　高山西３１－２７市岐阜商 優勝

２回戦　　　高山西１１３－５９中津商

ブロック決　高山西　５５－５３岐阜総合 準決勝　高山西２９－２２四日市工業（三重） 橋本角哉、坂本知美、久保了也 会長賞

決勝リーグ　高山西　３５－９７岐阜女子 決　勝　高山西２９－３２春日丘（愛知） 準優勝

　　　　　　高山西　７５－３８土岐商 情報処理技能検定試験（表計算） 18名

　　　　　　高山西　８７－６７岐阜農林 準優勝 ☆剣道 情報処理技能検定試験（データベース） 11名

優秀選手賞　根津明日香 日本語ワープロ検定試験 19名

男子団体　２回戦　高山西４－０可児 ホームページ作成検定試験 18名

☆男子バスケットボール 　　　　　３回戦　高山西４－０加茂 プレゼンテーション作成検定試験 19名

１回戦　高山西７３－８９可児工業 1回戦敗退 　　　　　４回戦　高山西１－０益田清風 パソコンスピード（日本語） 11名

　　　　　準決勝　高山西４－０岐阜北 パソコンスピード（英文）  7名

［東海大会］ 　　　　　決　勝　高山西１－０麗澤瑞浪 優勝

☆女子バスケットボール 女子団体　１回戦　高山西４－１恵那 ☆その他
１回戦　高山西４１－８４星城（愛知） 1回戦敗退 　　　　　２回戦　高山西３－２可児

　　　　　３回戦　高山西０－２市岐阜商 ベスト８ 谷口紗彩 銀賞

☆卓球
男子団体 ☆卓球
予選リーグ　高山西０－３四日市工業（三重）

　　　　　　高山西０－３杜若（愛知） 男子個人Ｓ　栃洞槙人 ベスト１６
　　　　　　高山西１－３関商工（岐阜） 女子個人Ｓ　松下沙耶香 ベスト３２
　　　　　　高山西０－３清水国際（静岡）

　　　　　　高山西２－３木本（三重） 予選敗退 男子個人Ｓ　熊崎健 ３位
女子団体 　　　　　　栃洞槙人 ベスト８
予選リーグ　高山西０－３白子（三重）

　　　　　　高山西０－３名経大高蔵（愛知） ジュニア男子個人Ｓ　栃洞槙人 ３位
　　　　　　高山西１－３浜松東（静岡） ジュニア女子個人Ｓ　松下沙耶香 １位
　　　　　　高山西２－３浜松南（静岡）

　　　　　　高山西１－３大垣西（岐阜） 予選敗退

岐阜県民卓球大会

学校華道インターネット花展

飛騨地区高等学校美術展覧会

岐阜県高等学校選抜ハンドボール選手権大会

日本情報処理検定協会主催文部科学省後援の各種試験においての表彰

青垣美紅、坂之上菫、坂上菜理実、水上将汰
小笠原昂大、細川真紀、平小瀬愛

会長特別賞
東海高等学校ハンドボール選手権大会

各種検定における１級取得者数

全国高等学校選抜剣道大会岐阜県予選

全国高校生日本フラワーデザインコンテスト

岐阜県ジュニアオープン大会

岐阜県高等学校選抜卓球大会

　日本ジュニア管打楽器コンクールにテューバソロで出場する志多慶一郎君（３H：東山中出身）。美鳩幼稚園と合同茶会を催した２年ABクラスの生徒。全国高校生日本
フラワーデザインコンテスト銀賞を受賞した谷口紗彩さん（２J：東山中出身）。日本情報処理検定協会会長特別賞の青垣美紅さん（３H：松倉中出身）、坂之上菫さん
（３B：久々野中出身）、坂上菜理実さん（３B：松倉中出身）、水上将汰君（３A：中山中出身）、小笠原昂大君（３I：松倉中出身）、細川真紀さん（３A：松倉中出
身）、平小瀬愛さん（３B：古川中出身）。学校華道インターネット花展中日新聞社賞の石井靖葉さん（３B：北稜中出身）。東日本大震災の被災地へのボランティアに
参加している下畑佑介君（２H：国府中出身）。以上の方々が、部活動やその他の課外活動で活躍する西高生として新聞に紹介されました。これは、本人にとってはもち
ろん、その家族や西高校にとっても嬉しいことです。あなたの頑張りは、周囲の人たちを幸福にします。自分と周囲のために頑張りましょう！

　全国大会出場の常連となりつつある男子ハンドボール部、剣道部男子、アーチェリー部。それに続けとばかりに結果を出しつつあるのが、ウインドアンサンブ
ル部、女子バスケットボール部、バドミントン部女子、卓球部男子女子です。岐阜県大会上位入賞するなど、その活躍が年々増えてきました。また、情報ビジネ
ス部は、各種検定１級取得者を多数輩出し、全国表彰も受けています。夢をあきらめず、努力し続ければ、夢はすぐそばにあります。頑張ってください！

［飛騨地区予選］
岐阜県ユースリーグ後期（Ｇ２参入戦） 岐阜県アンサンブルコンテスト飛騨地区予選

岐阜県高校生バドミントン大会

岐阜県アンサンブルコンテスト

東海アンサンブルコンテスト
岐阜県私立高等学校男女バレーボール選手権大会

東海私立高等学校男女バレーボール選手権大会

 私は、中学２年生からテューバを始め、今年で５年目になります。中学
生の頃は、ただ他の人と一緒に楽器を演奏することを楽しむ「自己満足
な音楽」だけで終わっていました。また、楽器の良さや自分の役割にも
気付かずにいました。しかし、高校生になりウインブルに入ってからは、
バンドの中での低音楽器の大切さを知り、同時に吹奏楽やテューバの
魅力に気が付いてきました。３年間、毎日毎日基礎練習や合奏を重ね
るうちに、「人に聴いてもらう音楽」を意識するようになり、もう今の自分
の「音楽」に対する気持ちや姿勢は、中学の時の自分とはまったく違うと
思います。今回出場する大会はソロコンテストです。私の楽器は普段伴
奏ばかりして、めったにメロディーを吹いたりはしません。テューバは表現
が難しい楽器ですが、自分の納得できる演奏をし、お世話になった方々
に感謝の気持ちが伝わるように演奏したいです。

剣道部 ウインドアンサンブル部

紺谷　弘貴 志多　慶一郎
２年Ｉ組：清見中出身 ３年H組：東山中出身

倉坪　絢 政井　颯起
２年Ｊ組：日枝中出身 ２年Ｊ組：松倉中出身

　僕たちがこの全国選抜大会出場を決めるのは、決して簡単な道のりで
はありませんでした。１０月に行われた新人戦では、決勝でライバル校に
逆転負けをしました。本当に悔しくて自信を失いかけていました。また、
僕はキャプテンとしてもチームの大将としても新人戦での負けからいろい
ろな事を考えさせられました。数ヶ月悩んだ結果、精神的に一歩成長
することができたと思います。この一歩が、今回の選抜大会ではわずか
なリードを守り抜き、ライバル校に勝つことができた原因だと思っていま
す。３月の全国大会への出場切符を手に入れることができたのは、レ
ギュラーの力だけでなく、試合に出られなかった仲間・親さん方・先生方
等のたくさんの方々のサポートがあったからです。感謝の気持ちを忘れ
ずに全国大会では「全国ベスト４」という目標を達成して、みなさんに恩
返ししたいと思います。

　今年も本校より１４名の生徒が１２泊１３日（２／７～１９）の海外語学研修に参加しました。ホストファミリーの家でホームステイをしながら、本校の姉妹校である
ＩＳＡ高校（アメリカ＝テキサス州サンアントニオ）の授業や現地の小学生との触れ合いプログラムに参加し、積極的に英語でコミュニケーションをとりました。この貴
重な体験を通して、生徒たちは異文化に対する理解を深めるとともに、日本文化の素晴らしさを再確認することができたようです。

 ☆アメリカ語学研修を終えて☆ 高山真央（１年Ｇ組：神岡中出身）

　この語学研修で自分は多くの文化の違いや性格の違いに触れ、刺激をもらいまし
た。ホストファミリーと初めて出会った時はとても緊張して、上手にコミュニケーション
をとることができるのか不安でした。しかし、ホストファミリーは自分に合わせてゆっくり
と話をしてくれたり、日本食をわざわざ準備してくれていたりと本当に心優しく気遣っ
てくれたため、積極的に話すことができました。また、ＩＳＡでもみんなが自分達に手を
振ったり、自己紹介をしたりと好奇心が旺盛な生徒が多くとても馴染みやすかったで
す。アメリカにも日本の文化が表れていること、浸透していることにも驚き、また、うれ
しく思いました。そして、日本に対してさらに誇りが持てるようになりました。国際交流
する上で、自分達の文化をよく知り、相手の文化と照らし合わせて両者を尊敬する。
そんな姿勢が大切だとこの身で感じました。

　この春全国大会へ出場する部活動は４つあります。全国高校選抜大会に出場するアーチェリー部個人（男子２名、女子１名）は１４年連続１６回目、男子ハンドボール部は３年連続５
回目、剣道部男子団体が２年ぶり２回目となります。日本ジュニア管打楽器コンクールには、ウインドアンサンブル部のテューバソロが参加しますが、これは本校史上初の快挙となりま
す。全国大会に出場する生徒の皆さんには、高山西高校の生徒としての誇りを胸に、一戦一戦全力で戦ってきて欲しいと思います。今回は各部活動の代表から、今日に至るまでの道のり
や今大会への抱負などについてお話をうかがっています。夢を追い、それをかなえるために一心不乱に努力する仲間の姿を見て、あなたは何を感じるでしょう？

　私たちアーチェリー部は、今回３人全国選抜大会へ出場することが決
まりました。昨年私は選抜大会で８位入賞を果たすことができました。し
かし、その８位は最後の最後にミスをして７位から８位に落ちた順位でし
た。私は負けている時は、「絶対追い越してやるぞ」という攻めの姿勢で
頑張ることができますが、いざ上位に立ってしまうと下位の人達のプレッ
シャーに負けてしまい、どうしても守りの姿勢に入ってしまいます。この気
持ちの弱さから前回は順位を落とす結果となりました。あれから一年が
過ぎました。今年こそは上位に行くことができてもその後の順位のことを
気にせずに、攻めの姿勢で上へ上へと点数を伸ばせるようにしていきた
いと思います。また、今回の大会は、ジュニアナショナルチーム選考会
への出場権も兼ねています。入賞はもちろんですが、優勝できるように
日々の練習を頑張ります。

　僕たち男子ハンドボール部の目標は全国制覇です。そのために日頃
の練習を大切にして取り組んでいます。先日行われた東海大会では、
決勝戦で愛知県の２位のチームと戦い２９－３２で敗れました。全国大
会へ出場できることとなったのはとてもうれしく思いますが、昨年先輩方
が達成した東海大会優勝につづき２連覇を果たせなかったことはとても
悔しいです。東海大会で勝てないチームが全国大会という舞台で活躍
し、優勝することはとてもできません。大会後は自分たちのチームの課
題点を話し合いました。たくさんの課題点が見つかりましたが、一番の課
題点はシュートの決定率です。大切な場面でどれだけシュートを確実に
決めることができるかが全国大会で上位に入るためのポイントだと思いま
す。東海大会で負けた時の悔しさを忘れずに、日々の練習でシュート一
本一本を大切にし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

アメリカ語学研修ｉｎテキサス  

全国大会へ向けて 

本校生徒の活躍が新聞に掲載されました 

部活動の活躍 

新 人 大 会  各 種 大 会  

西高部活動が紹介されました 
  岐阜県大会上位入賞を皮

切りに、東海大会や全国大

会へと近づきつつあるバド

ミントン部が、「さるぼぼ

倶楽部」で紹介されました。

男子団体として、全国高校

選抜大会に２年ぶり２回目

の出場となる剣道部も「高

山市民時報」の取材を受け、

その日頃の取り組みや活躍

が紹介されました。西高校

にはまだまだ期待の部活動

がたくさんあります。年々

実績も向上し、東海大会、

全国大会出場を果たす部活

動も多くなってきました。

今後の活躍にご期待くださ

い！ 


