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　今年も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。リトルワールドでは民族衣装に着
替えて記念写真を撮ったり各国の食文化を堪能したりと、
秋の遠足を満喫しました。上高地では天候に恵まれ、素
晴らしい自然に触れることができました。すがすがしい空
気、絵はがきのような青い空と山並み、澄み切ったせせら
ぎ・・・。とても思い出深い一日となりました。

　飛騨学園創立５０周年記念に「イエローハッ
ト」創業者鍵山秀三郎氏をお招きし、教育講
演会を開催しました。会場の国府交流セン
ター・さくらホールにつめかけた多くの聴衆
は、鍵山氏の実体験にもとづいた「日本の持
つ掃除文化の価値」、「掃除を通しての人格形
成」に関するお話に聞き入っていました。

本校の職業、進路教育

　７／２０に特進Ⅰクラスの生徒が参加した名
古屋市吹上ホールでの進路ガイダンス「夢ナ
ビ」や７／２２・２３に１年Ｆ・Ｇ組が参加した１泊
２日北陸大学体験ツアー。また、夏期休業中
に１人４日間の日程で行われた企業実習には
２年生蛍雪クラスの生徒が参加し、９／７に育
友会役員の方々を中心とする市内企業関係
者をお招きして行った模擬面接には、就職試
験を控えた３年生の生徒が参加しました。生
徒の進路希望をかなえる体制は万全です。

森　　菜月（１Ｆ：松倉中出身） 横山実玖歩（２Ｇ：日枝中出身） 加藤光之介（２Ｇ：中山中出身） 坂上　圭佑（２Ｉ：日枝中出身）

秋季バス遠足 教育講演会(飛騨学園創立５０周年記念)

高山　真央（２Ｇ：神岡中出身） 小林　衛司（２Ｊ：松倉中出身） 野中　健司（１Ｊ：東山中出身） 堀　明香里（２Ｆ：松倉中出身）
中谷　将太（２Ｇ：松倉中出身） 小鳥　雄平（１Ｇ：小坂中出身） 大塚　恭祐（１Ｆ：日枝中出身） 矢島　七聖（２Ｆ：久々野中出身）
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平成２５年後期生徒会執行部 ☆☆☆　西高生としての誇りと校歌　☆☆☆　　平成２５年後期生徒会長　高山　真央　（２年G組：神岡中出身）

　飛騨学園創立５０周年という記念の年に生徒会長を務めさせて頂くことになりました。僕にはこの記念の年にこだわって取り組みたいことがありま
す。それは校歌を大切にすることです。５０年という歴史の中で、ずっと変わらずに残っているものは多くありません。校舎は新しくなり、昔の姿はも
うありません。しかし、校歌は昔から変わらずに残っています。校歌には５０年間先輩方から受け継がれてきた魂が込められており、大きな財産で
す。だから、生徒一人一人に校歌の大切さを知ってもらい、大事にしてもらいたいと思っています。僕たち西高生は、校歌の歌詞のように大きく成
長していきたいです。胸を張って大きな声で校歌を歌う学校にしていきます。また、偉大な先輩方に、現在の西高校の様子（西高祭、体育祭や
創立５０周年式典など頑張っている姿）を発信していきたいとも考えています。校歌を大切にする学校。学習三原則を守り、高校生らしい生活を
継続する学校。これらをしっかりと後輩に残していけるように後期生徒会長として全力を注いでいきたいと考えています。

　９月５日に行われた体育祭は、飛騨学園創立５０周年にふさわしいイベントとなりました。不安定な天候が続き、体育祭の開催が延期されるなどのアクシデントもあり
ましたが、生徒と教職員が一致団結して対応にあたり、無事に体育祭を開催することが出来ました。短い練習時間のなか、生徒が創意工夫をこらして作り上げた応援合戦
には、各団のカラーが現れており、来場者の皆様からは盛大な拍手がわき起こっていました。また、今年は美鳩幼稚園の園児と一緒に行う競技（ミラクルシューター
50th）もあり、微笑ましい光景も見られました。残念ながら時間の関係で数種目がカットされることとなりましたが、体育祭は大いに盛り上がりました。最終的には黄
団が２連覇を成し遂げましたが、どの団の取り組みも素晴らしいものでした。実行委員会でも夏休みを返上して準備を進めてきましたが、執行部を中心にスムーズな運営
を行うことができました。最後に、お忙しいなか会場に足を運んでくださった来賓の皆様や保護者の皆様、熱い声援をおくっていただき誠にありがとうござました。

みんなでピョン １位　：３年Ｉ組（２２６回） ２位　：１年Ｇ組（１９７回） ３位　：１年Ｆ組（１４３回）

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

  体育祭のスローガン「突破」には、全員が自分の殻を打ち破り、一つに
なって今年の体育祭を突破してほしいという願いを込めました。今年
は、例年に比べて非常に練習期間が短く、しかも雨天の日が多くてほと
んど外での練習ができませんでした。実行委員と各団は満足のいく準備
ができないまま本番を迎えることになりました。このような厳しい状況の
中で「自分が実行委員長を務めてよかったのか」「本当に体育祭を成功
させられるのだろうか」と不安になることもありました。しかし、限られた時
間の中で各団が工夫を凝らして準備をし、日に日に仕上げていく姿を見
ると、自分も体育祭の運営を絶対に成功させようという気持ちになりまし
た。当日は、生徒一人一人が自分の限界を突破する素晴らしい体育祭
になったと思います。創立５０周年という記念の年に実行委員長をさせ
て頂いて感謝しています。

体育祭実行委員長
加藤光之介

（２Ｇ：中山中出身）

　今年の赤団は「星火燎原」というスローガンの下、団員全員が一丸と
なり、楽しく笑顔で取り組める体育祭を目指しました。団席練習では、事
前に幹部と念入りに計画を立てることで、少しでも無駄な時間を作らな
いようにしました。無駄な時間があると団員に退屈な思いをさせてしまう
し、ダラダラすると団全体の雰囲気が悪くなってしまうからです。団席も
自分たちの気持ちを理解してくれて、けじめをつけた行動及び取り組み
ができたと思います。団席全員が大きな声を出し、一生懸命頑張って
いる表情を見ると、胸が熱くなり、絶対に優勝して皆と喜びを分かち合い
たいと思いました。本番の応援合戦では、皆緊張していたと思うけれど、
今出せる力を十分に出し、楽しむということができました。最高の応援に
なりました。団席、サブリーダー、マスコット、総務が一つになり、赤団の
ために皆本当によく頑張ってくれました。ありがとう。

赤団　団長
川上　拓真

（３Ｂ：日枝中出身）

　「蒼龍飛翔」というスローガンを掲げ、全員が楽しく、盛り上がれる体育
祭を目標に取り組んできました。体育祭当日は、競技に一生懸命取り
組む姿やそれを応援する団員の姿が見られ、団長として皆が一つに
なって戦っていると感じ、嬉しい気持ちで一杯でした。力を入れた応援
合戦では、前半・後半ともに２位という結果に終わりました。団員一人一
人が精一杯取り組んだ結果なので僕は後悔がありません。青団が一つ
になって取り組めたことに大きな価値があると思います。体育祭の練習
を通して学んだことは、人をまとめるにはまず自分が行動で示すこと、綿
密な計画を立てて練習に取り組むことです。様々な面でいろんな人に
支えられて本当に感謝の気持ちで一杯です。団席、サブリーダー、マス
コット、総務、幹部、係わってくれた先生方、今まで協力してくれてありが
とうございました。青団の団長で本当によかったです。

　今年の黄団は４つのことにこだわりました。「行動を早くすること」「返事
をしっかりとすること」「大きな声を出すこと」「明るく元気に楽しくすること」
これらを守れば、必ず優勝できると言い続けてきました。団席練習で
は、団員の皆に団幹部の準備不足でたくさんの迷惑をかけてしまいまし
た。しかし、団席の皆は文句も言わずに一生懸命ついてきてくれました。
本当に嬉しかったです。体育祭本番、黄団はいい意味で嫌なことを笑
いに変えて頑張ることができました。競技に負けても笑顔で、黄団全員
で笑って次に繋げることができました。そして、総合優勝して優勝旗を手
にできた時は嬉しくて落ち着いて立っていることができませんでした。始
業日から一週間後に体育祭が行われるということで、本当に間に合うの
かという不安がありました。しかし、皆が助けてくれて、体育祭を大成功
させることができました。黄団は最高です。

青団　団長 黄団　団長
森下　将史 井端　祐介

（３Ｈ：東山中出身） （３Ｊ：古川中出身）

北の国から３日目（９／１２）
　バイキング朝食を終えると、私達は昭和新山に向かいました。今なお、この山は活発な火山で
あるらしく、その雄大さと景色に感銘を受けました。午後からは尻別川でのラフティング。豪快な
波でボートが揺らぐ度に、楽しい笑い声を上げ８㎞の渓流を下りました。夜はお待ちかねの豪華な
バイキングでした。皆、これでもかとカニをほおばり、また誕生日を研修中に迎えた生徒を祝い、
会場内は温かい幸せムードでいっぱいでした。北海道の大自然とおいしい食べ物を堪能すること
ができた贅沢な１日でした。

北の国から４日目（９／１３）
　早いもので、研修旅行も最終日となりました。ホテルを出発し北海道での最後の研修地となる
ノーザンホースパークに向かいました。かわいい馬に触れたり、写真を撮ることができました。昼
食のジンギスカンは、少しクセがありながらもとてもおいしかったです。飛行機から遠ざかっていく
北海道を眺めると、さみしく感じながらも四日間の楽しかった出来事が思い出されました。同時
に、研修中まとまりや規則を姿で示すことができた２年生の成長が感じられました。この研修で得
たことを胸に、またこれからの日々を頑張っていきたいです。

　今年も研修旅行は北の大地、北海道です。フェリーでの船旅から始まり、歴史ロマンを感じさせる函館の街では班別の自主研修を行いました。函館の１００万ドルの夜
景や噴煙吹き上がる昭和新山に目を見張り、ラフティングを通して大自然の迫力を肌で感じ、ホテルでの豪華バイキングでは北海道の美味しい食べ物に舌鼓を打ちまし
た。北海道の歴史・文化・自然・グルメが満載の研修旅行は生徒にとって一生の思い出になったものと思います。それではここで、熊﨑夏帆さん（２G：萩原南中出身）
から今回の研修旅行の詳しい内容を説明してもらいましょう。

北の国から１日目（９／１０）
　待ちに待った研修旅行。早朝、私達はフェリーに乗り、北海道に向けて出発しました。天候の
方は朝から気持ちのいい快晴で、私達は大海原を一望しながら、友達との談笑にふけり、思い
思いの充実した自由時間を過ごしました。その他、操縦室の見学をさせて頂いたり、水平線に沈
んでいく輝く夕日を満喫したりしているうちにゆったりとしたフェリーでの時はあっという間に過ぎて
いきました。着実に北海道へ近づいていくフェリーの上で私達は今後の研修への期待を膨らませ
ながら、優雅な１日に終わりを告げました。

北の国から２日目（９／１１）
　とうとう小樽港に到着し、北海道の地に足を踏み入れました。バスで函館に移動し、五稜郭タ
ワーを出発とする班別研修がスタートしました。各班は、函館独自の赤レンガ群や、数多くの記
念館に足を運んだり、海の幸を味わうことで函館での時を思う存分楽しむことができました。最後
に訪れた函館山では、百万ドルの夜景とも称される函館の景色を望みました。見学した１時間の
間にも、夕方特有の赤い景色から、闇の中で光がちらつきながら輝く景色への変化をうかがうこ
とができました。函館の魅力を知り尽くした１日でした。

おもなできごと  

西高生の活躍が紹介されました 

西高生の地域貢献が紹介されました 

体育祭  ～スローガン「突破」～ 

２年生研修旅行ｉｎ北海道 

 今年も多方面にわたる西高生の活躍が各新聞の紙面を飾りました。 

 兄弟でインターハイ出場を果たした上垣内兄弟は、兄・琢也君（３

Ａ：中山中出身）がアーチェリー部、弟・汰聞君（２Ａ：中山中出

身）がハンドボール部に所属し、それぞれ異なる競技でインターハイ

に出場しました。高山市で行われたアーチェリー日韓交流強化事業に

は、世界トップクラスの選手が集まるなか、ナショナルチームの一員

として倉坪絢さん（３Ｊ：日枝中出身）が参加しました。また、高校

生対象のフォトコンテスト「民家の甲子園県大会」では、中村盛人君

（２Ａ：国府中出身）の「移築された古民家」が最優秀個人賞を受賞。

高山市議会意見交流会では、１年Ｆ組の選抜メンバー７名が「故郷の

魅力と課題について」のディベートを披露しました。 

 ウインドアンサンブル部は、高山国府バイパス開通

前プレイベントでの記念演奏や、山王保育園で園児と

触れ合いながらミニコンサートを行いました。また、

１年Ｆ・Ｇ組の生徒たちは、香港の大学生に対し、観

光名所の古い町並みなどで、高山の歴史や文化を英語

で説明しました。１・２年生特進Ⅰクラスの有志６２

名も、古川中学校の夏休み自主学習会にて、「わかる

まで教えてくれる先生」として家庭教師役を勤めまし

た。このように、勉強や部活動などを通して成長した

生徒たちが、地域のためにその力を発揮している姿は

非常に頼もしく、喜ばしい限りです。 



☆卓球 ☆陸上
男子団体 男子４００ｍ　　木下由聖 １位

☆男子ハンドボール 予選リーグ　高山西３－０斐太 　　８００ｍ　　安川侑己 ３位

準決勝　高山西４０－　９斐太 　　　　　　高山西３－０益田清風 　　１５００ｍ　光賀翔哉 ３位

決　勝　高山西３８－１１益田清風 優勝 決勝トーナメント 　　１１０ｍＨ　木之本辰也 １位

準決勝　　　高山西３－０吉城 　　　　　　　　牧田朋之 ２位

☆男子バスケットボール 決　勝　　　高山西３－０斐太 優勝 　　走高跳　　　木之本辰也 １位

１回戦　高山西１１５－３８　吉城 女子団体 　　４×１００ｍＲ

準決勝　高山西１０３－６４　高山工 決勝リーグ　高山西３－０益田清風 [三島晃・大下智矢・中谷健吾・谷口優輔] ３位

決　勝　高山西　７７－４６　斐太 優勝 　　　　　　高山西３－０飛騨高山 優勝 　　４×４００ｍＲ

[中谷健吾・大下智矢・谷口優輔・木下由聖] １位

☆女子バスケットボール ☆バドミントン 総合成績 準優勝

準決勝　高山西１４０－３６　飛騨高山 男子団体　リーグ戦　高山西１－３飛騨高山 女子４００ｍ　　牧野ひかる ２位

決　勝　高山西１１３－４７　斐太 優勝 　　　　　　　　　　高山西０－３益田清風 　　３０００ｍ　越智朝子 ３位

　　　　　　　　　　高山西３－２飛騨神岡 　　１００ｍＨ　牧野ひかる ３位

☆剣道 　　　　　　　　　　高山西２－３斐太 　　走高跳　　　山越百恵 １位

男子団体　リーグ戦　高山西５－０吉城 　　　　　　　　　　高山西２－３高山工 ４位 　　　　　　　　中畑祐里奈 ２位

　　　　　　　　　　高山西４－０斐太 女子団体　リーグ戦　高山西３－０飛騨高山 　　砲丸投　　　谷口真鈴 ３位

　　　　　　　　　　高山西５－０飛騨高山 　　　　　　　　　　高山西３－０益田清風 　　円盤投　　　谷口真鈴 ３位

　　　　　　　　　　高山西４－０益田清風 優勝 　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨神岡 優勝 　　４×１００ｍＲ

男子個人　　大河内敬介 １位 女子個人Ｗ　　佐藤里帆・木村毬乃 １位 [塚谷紗也香・牧野ひかる・山越百恵・保谷茉湖] ３位

　　　　　　伊藤雄平 ２位 総合成績 ３位

女子団体　リーグ戦　高山西４－０斐太 ☆軟式野球
　　　　　　　　　　高山西２－０飛騨高山 決　勝　高山西２－３吉城 準優勝 ☆サッカー
　　　　　　　　　　高山西４－１益田清風 優勝 準決勝　高山西１－２吉城 ３位

女子個人　　香宮帆乃夏 １位 ☆女子ソフトテニス
　　　　　　田中うらん ２位 予選リーグ　高山西３－０吉城 ☆男子ソフトテニス

　　　　　　高山西０－３斐太 リーグ戦　高山西２－１飛騨高山

☆女子バレーボール 決勝トーナメント 　　　　　高山西０－３益田清風

１回戦　高山西２－０斐太 準決勝　　　高山西０－２益田清風 　　　　　高山西２－１高山工

準決勝　高山西０－２飛騨高山 ３位 ３決戦　　　高山西０－２飛騨高山 ４位 　　　　　高山西１－２斐太 ３位

☆アーチェリー ☆剣道 ☆卓球
東海アーチェリー選手権大会 岐阜県高等学校剣道大会
女子個人　倉坪絢　　 ２位 男子団体　２回戦　高山西　４－０　岐阜農林 男子個人Ｓジュニア　　栃洞槙人 ４回戦敗退

　　　　　３回戦　高山西　３－０　大垣東 　　　　　　　　　　  熊崎健 ２回戦敗退

☆ウインドアンサンブル 　　　　　４回戦　高山西　３－０　麗澤瑞浪 　　　　　　　　　　  正戸勇人 １回戦敗退

　　　　　準決勝　高山西　２－１　可児工 男子個人Ｗ　　　　 　 栃洞槙人・熊崎健　　　 １回戦敗退

大編成の部 金賞 　　　　　決　勝　高山西　４－１　岐阜北 優勝 女子個人Ｓジュニア　  松下沙耶香 ２回戦敗退

女子団体　２回戦　高山西　４－０　多治見 女子個人Ｓ一般　　　  山下茉鈴 １回戦敗退

高校大編成の部 優勝（金賞） 　　　　　３回戦　高山西　２－１　東濃実

　　　　　４回戦　高山西　２－０　市岐阜商 男子団体　２回戦　高山西３－１岐阜総合Ｂ

☆男子ハンドボール部 　　　　　準決勝　高山西　０－３　麗澤瑞浪 ３位 　　　　　３回戦　高山西３－０多治見北

　　　　　４回戦　高山西３－０県岐阜商Ｂ

２回戦　高山西　３１－１３　富田 ☆陸上 　　　　　準決勝　高山西３－０大垣東

準決勝　高山西　２３－１０　県岐阜商 　　　　　決　勝　高山西３－０県岐阜商Ａ 優勝
決　勝　高山西　１８－２７　市岐阜商 準優勝 男子４００ｍ　　谷口優輔 ８位 男子個人Ｓ　　栃洞槙人 １位

　　走高跳　　　木之本辰也 １位 　　　　　　　熊崎健 ２位
　　４×１００ｍＲ 女子団体　１回戦　高山西１－３長良 １回戦敗退

［木之本辰也・大下智矢・中谷健吾・谷口優輔］ ８位 女子個人Ｓ　　松下沙耶香 ３位

１回戦　高山西５０－８４ＭＩＮＡＭＯ １回戦敗退 　　４×４００ｍＲ

［中谷健吾・大下智矢・谷口優輔・木下由聖］ ５位 ☆軟式野球
☆バドミントン 女子４００ｍ　　牧野ひかる ２位 全国高等学校軟式野球選手権岐阜大会

　　４００ｍＨ　牧野ひかる １位 Ａゾーン　１回戦　高山西４－３多治見工

男子個人Ｓ　岩下裕 ベスト８ 　　４×４００ｍＲ 　　　　　準決勝　高山西８－７恵那

女子個人Ｓ　山腰留伽 ３位 ［山越百恵・越智朝子・牧野ひかる・大栗田愛佳］ ８位 　　　　　決　勝　高山西３－２岐阜聖徳

☆男子ハンドボール ☆軟式野球 ☆アーチェリー
１回戦　高山西３５－２１高岡向陵（富山） 全国高等学校軟式野球選手権東海大会 男子団体 ３位

２回戦　高山西２６－３４香川中央（香川） ２回戦敗退 １回戦　高山西１－５東邦 １回戦敗退 男子個人　　上垣内琢也（３Ａ：中山中出身） ７位

女子団体 ２位

☆情報ビジネス部 女子個人　　倉坪絢（３Ｊ：日枝中出身） ７位

日本語ワープロ競技　団体の部 ３位 ☆剣道
情報処理技能競技　　団体の部 ３位 男子団体　リーグ戦　岐阜４－１愛知

　　　　　　　　　　岐阜４－１三重 優勝

☆ウインドアンサンブル 　　　　　　　　　　岐阜４－１静岡 本国体出場

大編成の部 銅賞

☆バドミントン ☆女子バスケットボール
☆アーチェリー １回戦　岐阜県７０－１０２静岡県 １回戦敗退

男子団体　 予選リーグ　高山西０－３とわの森三愛（北海道）

予選ラウンド １１位通過 　　　　　　高山西２－３甲斐清和（山梨）

決勝ラウンド ☆男子ハンドボール
１回戦　高山西２０３－１９７日本工大駒場（東京） リーグ戦　岐阜３１－２１静岡

２回戦　高山西２０３－２０１佐伯（広島） 　　　　　岐阜２１－２９愛知 準優勝

準決勝　高山西１８９－２０１大村工（長崎） 　　　　　岐阜３３－２０三重 本国体出場

３決戦　高山西２０１－２０１常翔学園（大阪）

※シュートオフの結果敗退 ４位

男子個人　　西田智洸 ３６位

　　　　　　林達也 ６２位

　　　　　　上垣内琢也 ９１位

　　　　　　岩佐知樹 １３０位

女子個人　　倉坪絢 １１位

　休日返上で厳しい練習に取り組む姿、早朝に部活動バスに乗り込み遠征へ向かう姿は、今や西高校の風物詩となっていますが、そういった努力の成果が実ってか、どの
部活動も年々その成績が向上してきています。久々の東海大会出場を果たした軟式野球部。東海吹奏楽コンクールで全国大会出場を逃した悔しさをバネに、中部日本吹奏
楽コンクール岐阜県大会で優勝し、本大会でも連続優勝を目指すウインドアンサンブル部。全国パソコン技能競技大会の日本語ワープロ競技、情報処理技能競技の２部門
において３位入賞を果たした情報ビジネス部。岐阜県内各種大会での実績が評価され、今年度初めて全国私学高校選抜大会出場を果たしたバドミントン部（女子）。そし
て、岐阜県選抜選手として、東海ミニ国体を勝ち抜き、スポーツ祭東京２０１３（第６８回国民体育大会）への出場を果たした男子ハンドボール部と剣道部（男子）。こ
れら選手たちの日々の部活動での取り組みや部活動に対する思い、大会での感想や大会へ向けての抱負などを語っていただきます。

　僕たち軟式野球部は７月に行われた「全国高等学校軟式野球選手
権岐阜大会」で優勝することができ、６年ぶり５回目の東海大会出場を
決めました。岐阜県大会では、どの試合も１点を争う接戦でした。そんな
試合を勝つことができたのは、日々の練習で一球一球に集中して丁寧
なプレーをするということ、練習試合では１回から９回まで集中力を切ら
さないようにやってきたことなど、普段の練習の成果が発揮できたからだ
と思います。また、野球は１つのミスが勝敗を分けるスポーツです。練習
で全員が「エラーをしない」ということを意識してやってきたことも勝ちに
つながったと思います。東海大会はどのチームもレベルが高く、「上には
上がいる」と改めて実感した半面、すごく楽しい大会でもありました。１・２
年生には今まで以上に厳しい練習をし、もう一度東海大会出場を果た
し、さらに上の全国大会出場を果たしてもらいたいです。

軟式野球部
林　凌矢

（３Ｈ：日枝中出身）

　今回私たちは全国大会で、ワープロは３年連続３位、エクセルは２年
連続３位という結果を残すことができました。昨年も入賞したということも
あり、プレッシャーもすごくあったのですが、日々の練習で部分ごとにタイ
ムを計り、自分の苦手な所を少しでも速くできるようにすることや、本番
の問題よりも文を増したり、図形をたくさん使って難しくする工夫をしまし
た。その結果、本番では少し落ち着いて挑むことができました。練習は
大変でしが、OBの方々が時間を作って指導をして下さったり、バスの運
転をして下さったりとたくさんの方がサポートして下さいました。多くの
方々に支えてもらったことで今回の結果があると思います。今回の大会
で、良かった点や課題点を見つけることができたので、また来年に向け、
今年よりもいい結果が残せるように周りの人に感謝しながら頑張ってい
きたいです。

情報ビジネス部
川口　世莉

（３A：日枝中出身）

　東海大会での結果は、私たちが目標にしていた全国大会出場には残
念ながら届きませんでした。でも私はこれまでやってきたことに少しも後
悔はないです。練習の中では苦しい時もあったけど、自分に負けてし
まったら終わりだと思い、皆で支え合いながらやってきました。あきらめ
ずにできるまでやる、練習から全力でやる、など練習で学んだことはたく
さんあります。また、私たちがこうして東海大会で演奏できたのは、裏で
支えてくれた部員や保護者、先生、先輩方がいたからです。すべての
人に感謝しています。そして、この感謝の気持ちをずっと忘れないでこ
れからも活動していきたいと思います。１０月１２日には浜松市で「中部
日本吹奏楽コンクール　本大会」があります。東海大会で目標を果たせ
なかった分も、この本大会ではベストの力を出し、たくさんの人の心に届
く、感動してもらえる演奏を目指していきたいです。

ウインドアンサンブル部

橋本　華澄
（２J：日枝中出身）

（３Ｉ：清見中出身） （３Ｉ：東山中出身）

　飛騨地区総合体育大会では優勝旗８本獲得し、飛騨地区内においては今やどの部活動も存在感あるものとなっています。東海・全国大会で岐阜県代表として活躍する部活
動も増えてきており、多くの生徒が岐阜県選抜選手として東海ミニ国体に出場するようになりました。また、男子ハンドボールや剣道男子はスポーツ祭東京２０１３（第６
８回国民体育大会）へ出場することが決定しており、その活躍が期待されています。止まることなく進化し続ける西高校の部活動に今後ともご注目ください。

中部日本卓球選手権大会

岐阜県吹奏楽コンクール

中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会
岐阜県高校生卓球大会

　バドミントン部は、男子は県大会出場、女子は東海大会、インターハイ
出場を目標に日々の練習に取り組んでいます。女子は８月に団体戦の
全国私学の大会が行われました。大会では、選手もサポーターも一つ
になって全力で戦いました。やはり全国レベルの人たちとの試合はとても
苦しい戦いになり、圧倒されてしまいました。いい結果を残すことはでき
なかったけど、誰一人あきらめず精一杯戦い抜くことができたので、よ
かったと思います。夏の大会がすべて終わり、次は秋の新人戦、春のイ
ンターハイ予選が始まってきます。この大会で勝ち上がれるように、１日
１日の練習を大切にしていきたいです。また、初心者も多い部活動なの
で１人１人実力は異なりますが、お互いが刺激し合いながら練習し、先
輩方が残してくれた伝統や努力を無駄にしないように、日々レベルアッ
プし、目標に向かって、全力で頑張りたいです。

バドミントン部
山腰　留伽

（２Ａ：松倉中出身）

　今回、岐阜代表チームには西高から、僕と泉君の２人、麗澤瑞浪から
３人の選手が選ばれました。普段はライバルであった者同士のチームと
なったので、最初は不安でしたが、合宿などを通して交流が深まり、岐
阜代表として団結することができました。その甲斐もあり、東海ブロック予
選では、各ポジションの者がそれぞれ自分の役割をしっかりと果たし、い
ずれの県にも４－１と大差をつけて勝つことができました。１０月に行わ
れる本国体では、どこもブロック予選を勝ち抜いてきた強い県ばかりなの
で、より一層強い気持ちを持って、チーム内での自分の役割をしっかりと
果たし、上位進出できるように頑張っていきたいと思います。また、今年
の西高はインターハイへの出場を逃しているので、僕と泉君はその悔し
さをぶつけるとともに、高校剣道で最後の全国大会へ出場できることに
感謝し、自分たちの力を出し切っていきたいと思います。

　今回僕たちは国体出場を決めることができました。目標は去年に続い
ての優勝です。国体で優勝を勝ち取るために、一番大事なのはチーム
ワークだと思います。僕たち岐阜選抜は、高山西と市岐商の２チームで
挑みます。もちろん、お互いがライバルであり、戦い方や考え方が違っ
て、プレーや意見が食い違うこともあると思います。しかし、気持ちを一
つにして戦うためにも、試合中や練習中は、生活の中でのコミュニケー
ションを大事にしていきたいです。去年の国体チームはそうした面ですご
くまとまっており、また地元の力がとても大きかったため、優勝することが
できました。今年は、去年以上にチームワーク力をつけて挑みたいで
す。また先日行われたインターハイでは納得のいく結果が出せていない
ので、国体では３年間の集大成として、また岐阜県の代表という自覚を
持ち、「一戦集中」で完全燃焼できるよう頑張りたいと思います。

岐阜県バドミントン選手権大会（単２部）

男子ハンドボール部
紺谷　弘貴 平野友寛

剣道部

Ａゾーン
優勝

全国私学高校選抜大会

堤杯選手権大会

東海陸上競技選手権大会岐阜県予選

☆女子バスケットボール
岐阜県総合バスケットボール選手権大会

全国パソコン技能競技大会

東海吹奏楽コンクール ★本校出場選手★

[紺谷弘貴（３Ｉ：清見中出身）][泉賢史（３Ｂ：宮川中出身）]

[森下将史（３Ｈ：東山中出身）][伊賀奨一郎（３Ｈ：東山中出身）]

[小瀬永輔（３Ｂ：中山中出身）][西平吉慶（３Ｂ：東山中出身]

[長瀬峻大（２Ｉ：中山中出身）]

[南裕貴（３Ｉ：東山中出身]　　[駒屋勝学（３Ｉ：日枝中出身]

予選リーグ
敗退

★本校出場選手★　[山下善弓（３Ａ：中山中出身）]

★本校出場選手★

[政井颯起（３Ｊ：松倉中出身）][千葉碩人（３Ｊ：松倉中出身）]

[平野友寛（３Ｉ：東山中出身）][村田宗一郎（３Ｉ：日枝中出身）]

部活動で活躍している生徒たち 

卒業生の活躍が紹介されました 

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） 各種全国・東海大会 東海ミニ国体（東海ブロック国体予選） 

部活動の活躍 

 今年４月に「健康音楽の会 ムジク・アイ・サンテ」を設立し、チェアエクササイズに音楽療法を取り

入れ、中高年にも気軽にできる体操を教えている大溝育代さん（Ｈ７年度卒）。青年海外協力隊員として、

西アフリカにあるセネガルの中学校や教員養成学校で体育指導を行った山本信さん（Ｈ１８年度卒）。生

け花発祥の地とされる京都市の六角堂にある池坊会館で生け花について学んだ石井靖葉さん（Ｈ２４年度

卒）。それぞれの活躍が新聞紙面を飾りました。また、法政大学のスキー部で活躍する新井真季子さん

（Ｈ２３年度卒）のコメントが、大学のパンフレットに掲載されました。 


