
［総合成績］

　今年のスローガンは「継承と躍進」でした。創立５０周年を迎えるにあ
たり、今までの伝統を受け継ぎつつ、さらに良いものを目指すという意味
を込めました。例年とは違い、卒業生の方々や美鳩幼稚園、西高の保
護者の方々を招待して西高の文化祭をアピールさせて頂きました。５０
周年の歴史を展示したブースは大盛況で、来場者や在校生に西高の
歴史を実感してもらえたと思います。文化祭のメインであるクラス発表
は、どのクラスも演出に工夫を凝らし、それぞれの特徴が表れた素晴ら
しいステージになりました。また、今年はバザーも拡充しました。ゴミ等の
マナーも心配されましたが、ゴミ箱が一杯になれば自分たちで新しい箱
を設置したり、汚れたらすぐに拭いたりなど、言わなくても生徒一人一人
がマナーを意識して行動することができました。僕は素晴らしい姿だと思
いました。皆さんのおかげで５０周年にふさわしい西高祭になったと思い
ます。
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　平成２５年４月８日。多数の来賓の方々や保護者が見守る中で挙行された入学式。新入生の読み上げでは、２３２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、新入生を代表して小鳥雄平くん（１Ｇ：小坂中出身）が入学生宣誓を行いました。これから始まる西高生活への期待と決意が表れた式であったと思います。新１
年生の各クラスを代表する７名の生徒より、西高でどんな夢をかなえたいのか、そしてどんな西高生活を送りたいのか、その抱負を語っていただきました。

　僕が高山西高校に入学して感じたことは、どの先輩も仲間もみんなと
ても一生懸命だということです。みんな自分の目標を達成するためにそ
の目標に正面から向き合って努力しています。僕は将来の夢がまだ
はっきりと決まっていません。そんな僕が高山西高校に入学した理由
は、自分の目指していきたい事を見つけていけると思ったからです。そし
て、それが見つかった時、全力で向かっていける環境が整っていると
思ったからです。何事も熱心に指導して下さる先生方や同じような思い
の仲間がいるので、自分も頑張ることができます。また、同じクラスには
高い目標を持って一生懸命な仲間がいるので、いろいろ話をする中で、
自分に大切なことが見つかり考え方が広がってきます。特進Ⅰクラスは
学習が中心で時々大変な事もあります。しかし仲間と協力し合い、助け
合いながら今よりももっと一生懸命行動していけるように頑張ります。

安江　公宏
１年Ｇ組：竹原中出身

特進Ⅰクラス

　私が西高に入学した理由は、達成したい目標があるからです。その目
標はインターハイに出場することです。私は高校からアーチェリーを始め
たので、この目標を達成するためにはこれからの練習量と、「絶対に達
成する！」という気持ちが大切になると思います。最後まで諦めることな
く、真摯に取り組んでいきます。今は、顧問の先生や先輩方から沢山の
アドバイスを頂きながら基礎練習をしています。先生や先輩、また集中
して練習できる環境に感謝しながら日々練習を重ねていきたいです。ま
た、西高生として学業も大切にしたいです。部活動だけ頑張って勉強を
怠るようでは、全国大会に行ける訳がないと思います。やるべきことをき
ちんとやり、その上で、部活動を頑張っていきます。そして、インターハイ
に出場するだけでなく、上位を目指したいです。自分に厳しく部活に打ち
込むことで、その先のステップにつながる３年間にしたいです。

　私は、西高で叶えたい夢が二つあります。一つ目は、大学進学です。
将来の夢のために少しでも多く勉強をやるという癖をつけて、それを継
続していきたいと思います。二つ目は、陸上で東海大会に行くことです。
この目標は中学生の時からの目標でしたが、まだ達成できていません。
この目標を達成するには、どんなきつい練習でもこなしていかなければ
ならないと思います。私はどんなことでも弱音を吐かず、必死についてい
くことを心に決めて、毎日の部活動をやっています。部活と勉強の両立
はとても大変なことですが、二つの夢のために頑張りたいと思います。両
立とは、提出物を出すなど、当たり前のことはしっかりやることができて、
両立することができたと言えると思います。当たり前のことは当たり前に
することを大切にしながら生活していき、夢をつかみとりたいと思います。

森　　花緒梨 保谷　茉湖
１年Ａ組：羽島中央中出身 １年Ｈ組：中山中出身

アーチェリー部 陸上部

　私が西高校で叶えたい夢は、部活動で日本一になることです。この夢
を実現させる為に、できない所をそのままにせず、できるまで努力したい
です。つらい時には、仲間と支え合い、最後までやり遂げられるように頑
張っていきます。日々の練習では、ただ吹くのではなく「どういう音で演
奏したいのか」「どこに音を飛ばすのか」など、いろいろなことを考えて取
り組んでいきます。しかし、私たちがこうして練習できることは、当たり前
ではありません。特に西高は勉強も部活動も環境に恵まれていると思い
ます。だから、これだけ良い環境の中で練習させて頂けること、教えてく
ださる先生や講師の方々、私のために高価な楽器を買ってくれた両親
に感謝して頑張っていきます。そして同じウインドアンサンブル部の仲間
と共に、「多くの方に感動して頂ける演奏」「地域の方々に愛されるバン
ド」をつくっていけるよう頑張ります。

　僕が西高で叶えたい夢は２つあります。１つ目は大学進学です。特進
Ⅱクラスは部活動もあるため、勉強時間も限られています。また、休日
の練習などの疲れもたまって大変です。しかし、そんな状況でも時間を
有効に使い、勉強をしっかりやっていけるかが重要だと思います。２つ目
の夢は、インターハイに出場し、優勝することです。僕は今、中学の時と
は違う部活をやっているため、ルールもまだ分からず、知らないことや不
安なことが沢山あります。周りは中学から続けている仲間ばかりなので、
その中でレギュラーに入るのはとても大変だと思いますが、必死に食ら
いついていき、２年後の自分を信じて頑張りたいです。中学の時は、最
後に悔し涙で終わり、後悔ばかりを残しての引退となってしまったので、
高校では勝って泣いて、笑って引退できるようにしたいです。文武両道
を目指し、日々の生活を大切にして、頑張っていいきたいと思います。

岩西　菜々子 加藤　慧
１年Ｂ組：松倉中出身 １年Ｉ組：日枝中出身
ウインドアンサンブル部 男子ハンドボール部

　新学期早々の大切な生徒会行事は２つ。１つは西高へ仲間入りした新入生との対面式、も
う１つは今年１年間の生徒会活動の所信表明をおこなう生徒総会です。生徒会が中心でつく
りあげた対面式では、学習三原則、校歌の意義と役割、そして環境保全推進のために取り組
んでいるゴミ分別の方法等の説明を行い、西高生としてあるべき姿を説明しました。生徒総会
では、生徒会長木村桃子さん（３G：中山中出身）から生徒会スローガン「継続と開拓」の発表
がありました。“受け継ぐべきところは受け継ぎ、変えていくべきところは変え、この西高校を
日本一の高校にしたい”と、その大きな夢を全校生徒に対して訴えました。

　環境教育の一環として、毎年春に行われる環境ウォーク。飛騨の大自然を肌で感じながら、
環境保護に対する意識を高めてもらうことが目的です。今年は、春風が心地よく感じられるさ
わやかな晴天にも恵まれ、１年生は宇津江四十八滝、２年生はグリーンパークひろ野、３年生
は原山・松倉遊歩道の自然に親しみました。生徒たちは日常の忙しさを忘れ、心身共にリフ
レッシュできたようです。

本校の職業、進路教育

　僕は、自分の進路実現のために、そして自分を変えるために西高校に
入りました。僕ははじめ、西高校は校則が厳しくて、勉強も大変なイメー
ジがすごくありました。しかし、入学から１ヶ月、２ヶ月も経つと特に厳しい
とは感じられなくなりました。勉強に関しては、特進Ⅰクラスなので今ま
での勉強量よりも、圧倒的に多いです。毎日が挑戦の日々ですが、３年
後の大学入試では、一人で戦わなければいけません。しかし、今は共に
同じ志を持ったクラスの仲間の支えがあります。勉強というものは、最終
的に一人でやるものになりますが、この西高校に入って、仲間の存在は
すごく大切なものだなと強く感じることができました。僕は進路実現、国
公立大学に合格することを今から目標として取り組んでいます。今ここに
いられるのは、たくさんの人の支えがあるからです。日頃から、感謝の気
持ちを持って、そして忘れずに、目標に向かって頑張りたいと思います。

　僕が西高で叶えたい夢は、部活動と勉強の両立をして薬学部に進学
することです。そのためには、部活動が終わって疲れている中でも、集
中して勉強をすることや、ただ勉強をするのではなくて今自分に必要な
ことを考えて無駄のない時間を過ごすことが大切だと思います。入学し
てから２ヶ月になり、クラス一体となって勉強と部活の両立をするという
雰囲気ができています。同じ想いを持っている仲間に刺激を受けて、自
分ももっと頑張ろうと思うことができます。だから、これからは辛いことも
沢山あると思うけど、一生懸命乗り越えていきたいです。そして、何よりも
今の生活にすごく充実感を感じているし、自分の夢のために頑張ること
は楽しいです。先生方や仲間、家族に支えられていることと、今の新鮮
な気持ちを忘れずに、一日一日が自分にとって意味のあるものにしたい
です。常に自分が後悔しないように、一生懸命生活していきたいです。

藤堂　陽平 野中　健司
１年Ｆ組：長良中出身 １年Ｊ組：東山中出身

特進Ⅰクラス サッカー部

　本校では、大学・短大・専門学校
の各担当者、公務員対策・就職試
験のエキスパートなどを招いた進
路ガイダンスや、旅館の女将など
各分野で活躍していらっしゃる
方々を招いての進路指導講演会
を行っています。また、「ふれあい
看護体験」への参加や、２年蛍雪
クラスの生徒が夏期休業中に行う
４日間の企業実習など、一人ひと
りの進路に応じたキャリア教育を
行っています。

　『継承と躍進』をテーマに掲げた今回の西高祭。今年は、高山西校等学校創立５０周年という記念すべき年です。今回の西高祭では、Anniveasary Projectと題し、バ
ザーの拡大、美鳩幼稚園とのコラボ、西高校を卒業したＯＢを呼ぼうといった内容を行いました。企画は、例年の西コレ・西フェスを中心に行いましたが、どのクラスも
５０周年を記念すべく素晴らしいステージ発表でした。中には、美鳩幼稚園児によるミナモダンスが披露され会場の盛り上がりも凄かったです。また、バザーでは長蛇の
列が出来るほどの盛況ぶりで、多くの生徒、そして来場された皆様にも楽しんでいただけたと思います。私達実行委員会のメンバーも、準備をしていく中で、改めて高山
西高校の５０年間を知ることが出来ました。今回の西高祭では、多くの生徒が、この高山西高校の素晴らしさを実感出来たと思います。総来場者数は、約６３０名程度
（本校関係来場者・美鳩幼稚園関係来場者）でした。生徒会執行部は、この西高祭の経験を力に、９月に行われる創立５０周年記念体育祭に向けて気持ちを高めていま
す。記念すべき１年間を高山西高校最高の年にしたいと思います。

生徒会諸行事 環境ウォーク

西高祭実行委員長
高山　真央

２年Ｇ組：神岡中出身

　今回、私は養護教諭として母校の西高校で実習させていただきまし
た。実習で特に感じたことは、「養護教諭は全校生徒の身体面、精神面
の健康の保持・増進のために絶え間なく生徒の様子を観察しなければ
いけないことと体調不良の生徒や怪我をしてしまった生徒に対しては、
その場にあった適切な判断が必要とされること」です。１日１日飛び込ん
でる状況が違い、保健室では日々、変化する状況のなかでの実習とな
りました。初めは戸惑う事ばかりでしたが、渡邊先生が優しく教えてくださ
り、生徒への対応も迅速にできるようになりました。その他に、朝の登校
指導、ショートホームルーム、部活動、西高祭準備、そして保健室へ声
をかけにきてくれる生徒達と関わり、学校生活での生徒の表情や活動の
様子を直に感じることができました。今回の実習で数多くのことを学べた
のは、ご指導下さった先生方、関わってくれた生徒の皆様のおかげだと
思います。2週間ありがとうございました。

熊﨑　徹典 片桐　里香
松倉中出身 日枝中出身
東洋大学 上智大学

国語

　今年は５月下旬より、４名の卒業生が本校で教育実習を行いました。それぞれが２週間から４週間の実習期間中に、教科指導、クラス経営、部活動指導などを学びまし
た。４年前とは全く違う立場での学校生活に戸惑いを感じながらも、母校の厳しい指導教官のもと、それぞれの個性を発揮しながら、良き先輩として生徒と向き合う姿が
ありました。実習期間中には、本校の前期最大のイベントである西高祭がありました。自分たちの高校時代を思い出しながら生徒と共に取り組み、本番では生徒に混じっ
てクラスパフォーマンスに参加する実習生もいました。授業や放課後の部活動、西高祭クラス企画の取り組みなど、記憶に残る教育実習となったようです。

　今回、母校である高山西高校で教育実習をさせて頂だき、在学中は
感じることのなかった教師としての見方や大変さというのを数多く経験す
ることができました。今でも実習期間中に私が大変だと感じたことは、全
体のほんの一部分なのだと思います。生徒たちからは廊下をすれ違う
たびに元気に挨拶してくれる笑顔、朝早くから朝練をする姿や勉強をす
る姿を見て、たくさんの刺激をもらいました。特に苦労したことは、授業で
の生徒の惹きつけ方です。授業の組み立てを考えても、クラスによって
雰囲気が違うために、なかなか伝えたいことがうまく伝えられませんでし
た。進め方を変えたり、工夫を凝らしたりしました。生徒徒の時にはただ
聞いているだけでよかった授業がこんなに難しいとは思いませんでした。
今回、学ばせて頂いた多くの経験をこれからの自分に生かしていきたい
と思います。４週間、ご指導して頂だいた先生方をはじめ多くの方々に
お世話になり、本当にありがとうございました。

森下　俊樹 井川　朱音
朝日中出身 松倉中出身

日本体育大学 順天堂大学
保健体育 保健体育

養護

  ２週間という短い実習期間で大変多くのことを学ばせて頂きました。ま
ず、教員という仕事の大変さです。西高校の生徒は、勉強や部活動で
朝早くから夕方遅くまで頑張り、休日も取り組んでいます。すごいと思っ
ていましたが、それ以上に先生方は遅くまで残って仕事をされていま
す。普段の授業、学級担任、部活動の顧問だけでなく、学校の業務、
生徒への対応などハードなスケジュールで、本当に生徒に対する愛情
がなければできない仕事なのだと思いました。次に、教えることの難しさ
です。どうしたら生徒にとってわかりやすい授業になるのか毎日悩みまし
た。指導教官である芝原先生をはじめとして多くの先生方にご迷惑をお
かけしました。最後に一言。西高生であることはとても幸せな事だと思い
ます。勉強や部活動に苦しみもう辞めてしまいたいと考える時もあると思
いますが、ご指導下さる先生方のことを思い出せば、まだ頑張れるはず
です。自分の夢に向かって一歩ずつ頑張って下さい。

　今回私は、三週間の教育実習で多くのことを学ばせて頂きました。朝
の挨拶活動から一日が始まり、放課後は部活動をして終わるというとて
も充実した三週間でした。教育実習中は、挨拶とコミュニケーションを心
掛けました。教師という立場での生徒との会話は、今までとは違った角
度からの会話であったため、新鮮さと困惑さがありました。一つのことを
生徒に伝える時でも、難しい言葉では生徒には伝わりません。相手が分
かるように伝えるためには、簡単で明確な話し方が大切であると学ばせ
て頂きました。そのためには、多くの言葉を知り、多くの知識が必要なの
だと実感しました。私が今回の実習で学ばせて頂いたことは、これからの
人生で大きな財産になると思います。西高校での実習期間は本当に貴
重な経験をさせて頂きました。多くの先生方には、たいへんお世話にな
り、ご迷惑もおかけしました。ありがとうございました。最後に、西高校の
生徒の皆さん夢を叶えるために今の時間を大切にして頑張って下さい。

平成２５年度入学式 

おもなできごと  

卒業生の活躍 

西 高 祭  ～スローガン「継承と躍進」～ 

卒業生教育実習に来る 

 歴史ある飛騨千光寺副住職として、地域の方々と交流しながら、日々

お勤めを粛々とこなす大下真海さん（真之介：Ｈ１３年度卒）。雑誌の

編集の傍らプロカメラマンとしても活躍されている大溝政樹さん（Ｈ３

年度卒）。東日本大震災で壊れた瓦屋根を修理した経験を元に、安全な

瓦屋根の情報をホームページ上で配信している森瓦店社長の森孝徳さん

（Ｈ１４年度卒）。以上３名の卒業生の活躍が新聞に紹介されました。 



［岐阜県予選］
☆男子バスケットボール ☆男子ハンドボール
準決勝　高山西　８８－６３　吉城 １回戦　高山西　４６－１２　益田清風

決　勝　高山西　８１－６２　高山工 優勝 ２回戦　高山西　４９－　９　可児

準決勝　高山西　４８－１４　長良　

☆サッカー 決　勝　高山西　３４－２８　市岐阜商 優勝

１節　高山西１６－１　飛騨神岡

２節　高山西　２－３　吉城 ☆アーチェリー
３節　高山西　１－０　高山工 男子団体 優勝

４節　高山西　２－０　飛騨高山 男子個人　　西田智洸 １位

５節　高山西　０－２　斐太 ３位 　　　　　　林達也 ２位

　　　　　　上垣内琢也 ３位

☆女子バレー 　　　　　　岩佐知樹 ４位

１回戦　高山西　２－１　吉城 女子団体 準優勝

２回戦　高山西　０－２　飛騨高山 女子個人　　倉坪絢 １位

３決戦　高山西　２－０　斐太 ３位 　　　　　　宮上怜奈 ３位

☆卓球 ☆女子バスケットボール
男子団体 １回戦　　　高山西　９７－１９　岐阜各務野

予選リーグ　高山西　３－０　吉城 ２回戦　　　高山西１０５－３８　加茂

　　　　　　高山西　３－０　飛騨高山 ブロック決　高山西　９０－４５　長良

決勝トーナメント 決勝リーグ　高山西　６９－５１　岐阜総合

準決勝　　　高山西　３－０　斐太 　　　　　　高山西　６４－７１　県岐阜商

決　勝　　　高山西　３－０　高山工 優勝 　　　　　　高山西　５１－９８　岐阜女子 ３位

男子個人Ｓ　栃洞槙人 １位 優秀選手賞　山下善弓

　　　　　　正戸勇人 ３位

　　　　　　大西康平 ３位 ☆バドミントン
男子個人Ｗ　栃洞槙人・熊﨑健 １位 女子団体　２回戦　高山西　３－０　多治見

　　　　　　大西康平・佐藤僚太 ２位 　　　　　準々決　高山西　３－２　大垣東

　　　　　　小林衛司・定塚春樹 ３位 　　　　　準決勝　高山西　０－３　県岐阜商 ☆男子ハンドボール
女子団体 　　　　　３決戦　高山西　３－１　済美 ３位 ２回戦　高山西３３－２２春日丘（愛知）

リーグ戦　　高山西　３－０　益田清風 女子個人Ｗ　山腰留伽・野尻未優 ３位 準決勝　高山西３７－２１清水東（静岡）

　　　　　　高山西　３－０　吉城 決　勝　高山西１９－２３愛知（愛知） 準優勝

　　　　　　高山西　３－０　飛騨高山 優勝 ☆剣道
女子個人Ｓ　松下沙耶香 ２位 男子団体　２回戦　高山西　４－０　加茂 ☆アーチェリー
　　　　　　荒川琴海 ３位 　　　　　３回戦　高山西　３－０　大垣東 男子団体

女子個人Ｗ　松下沙耶香・荒川琴海 １位 　　　　　４回戦　高山西　２－２　市岐阜商 準々決　高山西１７９－１９５浜松工業（静岡） ５位

　　　　　　　　（※本数負け） ベスト８ 男子個人　　西田智洸 ６位

☆バドミントン 男子個人　紺谷弘貴 ３位 　　　　　　林達也 １３位

男子団体　１回戦　高山西　３－０　飛騨神岡 　　　　　大河内敬介 ５位 　　　　　　岩佐知樹 ２９位

　　　　　２回戦　高山西　１－３　飛騨高山 ４位 女子団体　２回戦　高山西　４－０　加納 　　　　　　上垣内琢也 ３５位

女子個人Ｓ　山腰留伽 １位 　　　　　３回戦　高山西　２－０　大垣北 女子団体

　　　　　　野尻未優 ２位 　　　　　４回戦　高山西　１－２　麗澤瑞浪 ベスト８ 準々決　高山西１７５－１６４浜松湖東（静岡）

　　　　　　村瀬奏絵 ３位 準決勝　高山西１７６－１８８聖マリア（岐阜）

女子個人Ｗ　村瀬奏絵・森谷幸香 ２位 ☆陸上 ３決戦　高山西１６５－１４２浜松商業（静岡） ３位

男子　４００ｍ　　木下由聖 ５位 女子個人　　宮上怜奈 １２位

☆陸上 　　　４００ｍＨ　谷口優輔 ６位 　　　　　　倉坪絢 １５位

男子　１００ｍ　　中谷健吾 ３位 　　　走高跳　　　木之本辰也 ２位 　　　　　　神出由香里 ３２位

　　　２００ｍ　　木下由聖 ２位 　　　１００ｍＨ　木之本辰也 ７位 　　　　　　古守茉奈 ３３位

　　　　　　　　　大下智矢 ３位 　　　４×１００ｍＲ

　　　４００ｍ　　谷口優輔 ２位 　　［大下智矢・中谷侑己・谷口優輔・木下由聖］ ５位 ☆剣道
　　　８００ｍ　　安川侑己 ２位 女子　４００ｍ　　牧野ひかる ４位 男子個人　紺谷弘貴 ３位

　　　１００ｍＨ　木之本辰也 １位 　　　８００ｍ　　越智朝子 ７位 　　　　　大河内敬介 ５位

　　　　　　　　　牧田朋之 ２位 　　　４００ｍＨ　牧野ひかる ５位
　　　４００ｍＨ　谷口優輔 １位 　　　走高跳　　　山越百恵 ７位 ☆バドミントン
　　　　　　　　　三塚真吾 ３位 女子団体

　　　走高跳　　　坪之内景太 ３位 ☆卓球 １回戦　高山西３－１星陵（静岡）

　　　三段跳　　　木之本辰也 ２位 男子団体　　１回戦　高山西　３－０　中津 ２回戦　高山西０－３皇學館（三重） ベスト８

女子　４００ｍ　　牧野ひかる ２位 　　　　　　２回戦　高山西　３－１　岐阜農林

　　　４００ｍＨ　牧野ひかる １位 　　　　　　３回戦　高山西　３－２　岐阜高専 ☆女子バスケットボール
　　　走高跳　　　山越百恵 １位 　　　　　　４回戦　高山西　０－３　関商工 ベスト８ １回戦　高山西４９－１０９安城学園（愛知） １回戦敗退

　　　　　　　　　中畑祐里奈 ３位 男子個人Ｗ　栃洞槙人・熊﨑健 ベスト８

　　　走幅跳　　　保谷茉湖 ２位 女子団体　　２回戦　高山西　３－０　岐阜北 ☆陸上
　　　砲丸投　　　谷口真鈴 １位 　　　　　　３回戦　高山西　３－１　麗澤瑞浪 男子　４００ｍ　　木下由聖 予選敗退
　　　　　　　　　中畑祐里奈 ２位 　　　　　　４回戦　高山西　０－３　大垣北 ベスト８ 　　　４００ｍＨ　谷口優輔 予選敗退
　　　円盤投　　　谷口真鈴 ３位 　　　走高跳　　　木之本辰也 ７位

☆女子バレー 　 　　　４×１００ｍＲ

１回戦　高山西　２－０　中津商 　　［中谷健吾・大下智矢・谷口優輔・三島晃］ 予選敗退
２回戦　高山西　２－０　美濃加茂 女子　４００ｍ　　牧野ひかる 予選敗退

☆アーチェリー ３回戦　高山西　０－２　県岐阜商 ベスト８ 　　　４００ｍＨ　牧野ひかる 予選敗退

男子団体 優勝 ☆男子バスケットボール
男子個人　　西田智洸 １位 １回戦　高山西　９４－　７５　岐阜北

　　　　　　岩佐知樹 ２位 ２回戦　高山西　６９－１１７　岐阜農林 ベスト１６ ☆アーチェリー
　　　　　　林達也 ３位 男子個人　　西田智洸 ２０位

　　　　　　上垣内琢也 ４位 ☆男子ソフトテニス 　　　　　　岩佐知樹 ７７位

女子団体 優勝 男子団体　高山西　１－２　飛騨高山 １回戦敗退 女子個人　　倉坪絢 　２位

女子個人　　倉坪絢 １位

　　　　　　宮上怜奈 ２位 ☆女子ソフトテニス ☆男子ハンドボール
女子団体　高山西　１－２　多治見工 １回戦敗退 ２回戦　高山西４５－２７昭和学院（千葉）

☆その他 ３回戦　高山西３７－２６小林秀峰（宮崎）

☆サッカー 準々決　高山西２９－３０北陸（福井） ベスト８
森菜月 優秀賞 １回戦　高山西　１－０　関

２回戦　高山西　０－１５帝京可児 ベスト１６ ☆剣道
横山恵里 最優秀賞 男子団体

中谷将太 優秀賞 ☆軟式野球 予選リーグ　高山西２－０金沢桜丘（石川）

小林朋未 優秀賞 １回戦　高山西　０－５　県岐阜商 １回戦敗退 　　　　　　高山西１－３島原（長崎） 予選敗退

　インターハイ岐阜県予選では団体競技だけで１０部活動がベスト８以上の成績をおさめました。そして団体競技で５部活動、個人ではアーチェリー男女、剣道男
子、バドミントン女子、陸上男女と多数の生徒が東海高校総体に出場しました。どの部活動も互いに刺激を受け合いながら日々の練習に励み、休日には多くの部活動
が競うように遠征合宿に向かっています。互いに切磋琢磨した結果が、今回のインターは予選には成果として表れました。

［飛騨地区予選］

　今年は本校から、アーチェリー部男子団体及び男女個人が、そして今や全国大会常連となった男子ハンドボール部がインターハイへ出場します。アーチェリー女子個人
では、全国高校選抜大会で岐阜県勢史上最高の２位に入り、ジュニアナショナルチームの日本代表に選出された倉坪絢さん（３Ｊ：日枝中出身）の活躍が期待されます。
また、男子団体では、岐阜県予選男子個人で上位を独占した（１位から４位）メンバー４人のチームワークで、インターハイ上位入賞を目指しています。男子ハンドボー
ル部は、昨年のぎふ清流国体少年男子（混合チーム）で優勝、抜群のチームワークを武器に全国高校選抜大会ではベスト８と着実に実績を上げています。先の大会（全国
高校選抜）で全国屈指の強豪北陸高校を相手に僅差で敗れた悔しさを糧に、現在は日々厳しい練習に励んでおります。なお、全国高校選抜大会で優秀選手として選出され
た村田宗一郎くん（３Ｉ：日枝中出身）は、ジュニアナショナルチーム日本代表に選出されました。
　いずれの部活動もこの夏に行われるインターハイでは、上位入賞が期待されます。以下、大会へ向けての抱負を語っていただきましたのでご覧ください。

　私は、今回インターハイに個人で出場することができました。インター
ハイ予選前は、とても調子が悪くて勝てないのではないかと思っていまし
た。しかし、大会が近づくにつれて、インターハイには絶対に行きたいとい
う思いが強くなりました。また、３月に行われた全国選抜大会では準優
勝だったので、次こそ全国大会で優勝したいという気持ちが湧いてきま
した。試合当日は、頭の中にある不安を消して「自分はできる！！」と言
いきかせて臨みました。その結果優勝することができました。苦しんでい
ただけに本当に嬉しかったです。アーチェリーは、個人競技としての活動
が多いですが、もちろん一人では勝てません。指導をして頂いた顧問の
先生方や高めあえる仲間、応援してくれる友達、家族の支えがあっての
ことです。周りの人々に対する感謝の気持ちを忘れずにインターハイで
は全力を出し切りたいです。

アーチェリー部女子
倉坪　絢

３年Ｊ組：日枝中出身

　僕たち男子ハンドボール部は、３年連続６回目のインターハイ出場を
決めることができました。しかし、ここまでの道のりは決して簡単ではあり
ませんでした。決勝戦の２日前の練習では、調子も雰囲気も悪く、とても
決勝戦を戦うというチーム状況ではありませんでした。３年生全員で明
日は雰囲気を良くしよう、決勝に繋がる練習をしようと何度も話し合いを
しました。案の定、決勝当日は緊張して動きに堅さがあり、前半の途中
まで１０点差をつけられました。しかし、全員が試合を諦めていませんで
した。３月の全国選抜で負けて以来、ここ一番で力を発揮する練習をし
てきたからです。今こそ練習の成果を出す時だと思い、皆の気持ちを一
つにして最後まで走り切りました。その結果逆転勝利を収めることができ
ました。県予選を苦しみながら勝てたことは大きな収穫です。次はイン
ターハイで「優勝」できるように頑張りたいと思います。

　男子は団体でインターハイに出場することが決まりました。これも周りの
人の支えがあってのことです。一生懸命練習に打ち込める環境をつくっ
て頂いた先生方といろんな面でサポートをして下さった保護者の皆様の
おかげです。昨年は大垣西高校がインターハイに出場して団体で優勝
をしています。その優勝した高校に勝って出場を決めることができまし
た。大垣西高校の分まで頑張って、今年も岐阜県に優勝旗を持って帰
りたいと思います。また、レギュラーメンバーだけでなく、選ばれなかった
部員たちと一緒に目標に向かって努力できたことも大きな勝因です。部
員たちの気持ちと一緒に戦い抜きたいと思います。インターハイまでの
時間は限られています。一回一回の練習、一射一射を大切にして、短
期間で技術をさらに向上させて本番を迎えたいです。皆さん応援よろし
くお願いします。

男子ハンドボール部
政井　颯起

３年Ｊ組：松倉中出身
アーチェリー部男子

西田智洸
３年Ｊ組：国府中出身

岐阜県高校春季大会

ソロプチミスト　クラブユース・フォーラム

高山市英語スピーチコンテスト

　新穂高ロープウェイしらかば平駅前
で、本校のウインドアンサンブル部が、
恒例のミニコンサートを開きました。伸
びやかな音色が北アルプスに響き渡り、
観光客を魅了しました。情報ビジネス部
は、乗鞍青少年交流の家で行われた「の
りくらいやしのグリーンフェスティバ
ル」の補助員ボランティアに参加。熱気
球への搭乗整理、ふれあい動物園での子
供たちのお世話など、西高生らしくリー
ダーシップを発揮していました。

　５月５日（日）ＮＨＫ総合で放映された「サキドリ↑」で、西高校のクリアファイルのイラストを手がけてくださいましたイラストレーターnicospyder（ニコスパイ
ダー）さんが特集されました。番組内では、ホームルームでクリアファイルを配布される生徒たちの様子が放映されました。nicospyderさんの夢に対する想いと本校の
「夢かなえる！」というキャッチフレーズが一致したことから今回の取材が実現したそうです。放映内容の詳細については、本校のホームページをご覧ください。次に、
ＡＫＢ４８・渡辺麻友の２ｎｄ写真集『渡辺麻友制服図鑑　最後の制服』（集英社刊）に本校の制服が採用されました。撮影では１日あたり２０着近い制服を着たそう
で、「最初はできるのか不安に思ったんですけど（笑）。撮影が始まると楽しくて、あっという間に終わってしまいました」と本人。自分の高校時代は制服がなかったと
のことで「いろんな制服が着れて幸せでした」ということでした。現在、全国の書店で好評発売中です。

　僕は、８月の日中韓交流大会に出場します。全国からいろんな選手
が集まる日本代表チームでいつものようにプレーができるのか不安で
す。他の選手とコミュニケーションを取りながら試合に臨みたいと思いま
す。僕のポジションはサイドです。長所は身長を活かしたプレーです。上
にあがってロングシュートを打ったり、打点を活かしたシュートをするなど
自分の持ち味を十分に発揮したいと思っています。また、オフェンスだけ
でなく、ディフェンスにも力を入れてチームに貢献したいです。今回日本
代表に選ばれたことは自分一人だけの力ではありません。毎日指導をし
て下さる先生方や練習環境を整えて下さる保護者の方々、競って力を
高め合っている仲間のおかげです。感謝の気持ちを忘れずに頑張りた
いと思います。また、大会の前にインターハイもあります。体調をしっかり
と管理して全力を出せるようにしたいです。

男子ハンドボール部
村田　宗一郎

３年Ｉ組：日枝中出身

インターハイ出場及び日本代表へ向けて 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  

全国高校選抜大会（３月下旬開催） 

西高生の地域貢献 

西高が全国へ発信されました 

祝！  インターハイ出場 

男子ハンドボール部 

アーチェリー部 


