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若手ドクターと語る会 鹿児島情報高校ジョイントコンサート

　１・２年生の医学部進学希望者を対象に「若
手ドクターと語る会」を開催しました。高山赤
十字病院から若手医師をお招きし、高校時代
の過ごし方や、医学部受験の心得などを語っ
て頂きました。「勉強は楽しみながらやる人に
はかなわない」など、これから受験に臨む生
徒たちに役立つ助言をいただきました。

　本校のウインドアンサンブル部が、「吹奏楽
の神様」と称される屋比久勲先生率いる鹿児
島情報高等学校吹奏楽部とジョイントコン
サートを開催しました。高山市民文化会館大
ホールは満員御礼！全国レベルの音量と音
域に、本校生徒のみならず、会場中の聴衆が
皆感動する素晴らしい演奏会となりました。

内木　麻優子（１G：宮中出身）

シンガポール高校生来校

　日本の高校生活を体験して高校生同士の交流を図ることを目的に、シンガポール教育省の
語学センターからシンガポールの高校生６名が来校しました。生徒会によるウェルカムセレモ
ニーで自己紹介や挨拶をしたあとは、バディとともに各教室での授業や清掃活動に参加しま
した。本校生徒とのディスカッションでは、「飛騨弁の保存」、「不登校の問題」、「高校授業の
英語」について流暢な日本語で議論していました。また「日本政府は輸入米の関税を撤廃す
べきである」というテーマで、全国高校生英語ディベート大会に出場する本校生徒との英語
ディベートも行いました。密度の濃い時間を西高校で過ごせたようです。

同窓会総会

　飛騨学園創立５０周年式典が無事終了し、
その締めくくりとして同窓会総会及び懇親会
が催されました。多数の同窓生が出席し、恒
例となったウインドアンサンブル部のミニコン
サートには大きな拍手が送られました。その
後に行われた懇親会では旧友、恩師と学生
時代の思い出話に花を咲かせました。

　高山市議会の市民意見交換会にて、１年Ｆ組の７名がディベートを披露しました。テーマは
「高山がすき？きらい？」。故郷高山の魅力と今後課題について熱い議論を展開しました。２
年Ｆ組の１０名は、昨年に引き続き、乗鞍を活用した地域振興と自然環境の保全を考える「乗
鞍フォーラム」で研究発表を行いました。今夏実際に乗鞍岳に登って観光客に対して行ったア
ンケートの結果を踏まえ、ピーク時の乗鞍の現状及びＰＲの手法についてプレゼンテーション
を行いました。また、ウインドアンサンブル部は古川中学校ＰＴＡ研修委員会主催の企画に招
かれ、訪問演奏を行いました。今後も地域に根ざした西高生の活躍にご期待ください！

　ＮＰＯ法人「カタリバ」代表理事として全国各地で高校生と向き合い、将来に対する意識の向上を促す
ために高校生へのキャリア教育を続けている今村久美さん（旧姓：中澤、Ｈ９年度卒）。今村さんは、飛
騨学園創立50周年記念講演会でも講演していただきました。自営の瓦店社長を務める傍ら、様々なアイデ
アを生み出している森孝徳さん（Ｈ１４年度卒）。今回は瓦を利用したピザの調理法を紹介し瓦を無料配
布しました。山都印刷（株）専務である平康裕さん（Ｈ２年度卒）は、ひだっちマガジン制作、ひだっち
ブログとひだっちさるぼぼＳＨＯＰの運営、高山ＹＥＧ専務理事としての活躍等、その幅広い活躍が紹介
されました。大学卒業後に、ハンガリーのリスト音楽学院に留学し、このたび故郷飛騨高山で初のリサイ
タルを開いたバイオリニストの打保早紀さん（Ｈ１８年度卒）。粘り強い張り込みで自転車盗の容疑者を
捕まえ初手柄を挙げた新任警察官の瀬木晴紀さん（Ｈ２０年度卒）。それぞれのご活躍も各新聞で紹介さ
れました。また、ＪＡひだ月刊誌「飛騨」には北村将さん（Ｈ２０年度卒）、ＪＲ東海会社案内には山﨑
祐輔さん（Ｈ１５年度卒）、秀明大学学校案内には石倉知佳さん（Ｈ２０年度卒）が紹介されています。
多くの卒業生の多種多様な分野での活躍は、後輩たちに自信と誇りを与えています。

平成２６年前期生徒会執行部 ☆☆☆　原点に立ち返り新たなスタートを　☆☆☆　　平成２６年前期生徒会長　中谷　将太　（２年G組：松倉中出身）

　今年、飛騨学園は創立５０周年を迎えました。記念式典が１０月に行われ、その中で後期生徒会長が次のようなことを言いました。「私たちは
先輩方から受け継がれてきた学習三原則を胸にこれからの西高校をもっと素晴らしい高校に育てていくため、努力することを誓います」。学習三
原則とは「生活を正す、目標を持つ、継続する」です。５０周年を迎えた今こそ、もう一度原点に立ち帰る時なのではないでしょうか。そのために私
は生活を正すことにこだわっていきたいと考えています。これは単純に見えて非常に難しいものです。では、生活を正すにはどうすべきかというと、
まずは挨拶の徹底をしていく必要があると私は考えます。一日の生活の流れを生み出す挨拶を活発にしていくように一人一人が心掛け、西高校
に活気を与えていきましょう。次の節目に向け新たなスタートを切った西高校がより発展するように、我々生徒会役員は一丸となり全力で活動し
ていきます。

中谷　将太（２Ｇ：松倉中出身） 谷口　真鈴   （１J：東山中出身） 加藤　光之介（２G：中山中出身） 青木　潤奈   （２F：宮中出身）
櫻井　萌   （２F：宮中出身） 中村　盛人   （２A：国府中出身） 大塚　恭祐   （１F：日枝中出身） 大坪　愛依   （１F：下呂中出身）
小鳥　雄平（１Ｇ：小坂中出身） 垣内　佐由里（２J：日枝中出身） 遠山　みちる （１G：小坂中出身）

　私はファミリーストアさとうで企業自習をさせて頂きました。総菜部、鮮
魚部、青果部で仕事をしたり、商品を補充したり、お中元を包装したりな
ど初めて体験することばかりでした。一日の中で基本となる作業が前出
しという作業です。棚に並べてある商品を奥から手前に詰める作業をひ
たすら行いました。瓶の商品を前出しするのにはとても苦労しました。慎
重に扱わないと落として割ってしまい、商品を駄目にし、お客様にも迷
惑がかかってしまうので、一番緊張する作業でした。企業実習を通し、こ
うして実際に働く側の気持ちになってみると、私たち消費者には気付か
ないような努力やサービスをしていることがわかりました。当たり前のよう
に買い物ができるのはこのような努力のおかげだと実感しました。将来、
どんな職に就くかはまだ分かりませんが、どんな職であってもお客様や
使う人に対する思いやりを忘れずに働きたいです。

  僕はヒダシキ株式会社で企業実習をさせて頂きました。仕事内容は、
段ボールを組み立てる状態に切ったり、組み立てる時に邪魔になる部
分を手で取ったり、他の会社に運送したりすることでした。実習中の目標
は、仕事に慣れて少しでも早く自分の仕事を終わらせることです。大変
だったことは、手を加えていないダンボールを機械に入れたり、３～５ｍ
のダンボールを自分で持ち運ぶことです。予想以上にダンボールは重
く、最初は驚きました。学んだことは、自分から進んで動くということで
す。仕事を早く終わらせるにはどうすればよいか、次は何をしたらよいか
などを上司に言われるのを待つのではなく、自分から聞いて行動に移す
ということが働く上で大事な事だと思いました。もう一つは、自分に合った
仕事をする事です。仕事に対して楽しいとプラス思考になれれば、やる
気も出てきます。仕事に対する考え方も大切だと実感しました。

(株)ファミリーストアさとう ヒダシキ（株)
木村　毬乃 玉田　龍大

（２Ａ：松倉中出身） （２Ｂ：松倉中出身）

  僕は牛丸石油株式会社に企業自習でお世話になりました。仕事内容
は、給油にいらしたたお客様の車の窓ふきや窓を拭いたタオルの洗濯、
実習の後半には給油や精算もさせて頂きました。大変だったことは、一
度にたくさんの車が来ると同時に窓ふきや給油をこなさなければいけな
かいことです。同時にいろんな作業をこなすことは思っていたよりも難しく
て大変でした。学んだことは、ガソリンスタンドと同じような接客業では第
一印象がとても大切だということです。第一印象が悪いとお客様はもう
二度と来てくれなくなってしまう可能性があるからです。第一印象を良く
するためには「笑顔」と「挨拶」が大事だと言われました。笑顔で挨拶を
するのとしないのでは印象が全然違います。挨拶は普段の生活の中で
もする事なので、この経験を活かして気持ちの良いきちんとした挨拶が
できるように心掛けていきたいです。

　僕は企業実習で打江精機株式会社にお世話になりました。実習期間
中の仕事内容は、部品のバリ取りといって、木でたとえるとささくれをとる
ような仕事です。部品を機械にかけて、部品を取り出した後エアスプ
レーで汚れをとりました。予想と違った事は、企業実習なので荷物運び
が主な仕事になると思っていたけれど，実際は機械を使った作業でし
た。苦労したことは、作業中ずっと立ち続けていなければならなかったこ
とです。慣れない仕事ばかりだったので、最初は本当に疲れるし、失敗
をしてはいけないという気持ちばかりでした。実習の後半は、仕事にも慣
れて余裕が出てきました。感じたことは、働くことは大変だと思いました。
ずっと立っているために足や腰が痛くなるはずなのに働いていらっしゃる
方々は、黙々と作業をしていました。また、ほとんどの方々が残業してい
ました。社員の方々はすごいと思いました。。

牛丸石油販売（株) 打江精機（株)
村栃　康介 正戸　勇人

（２Ａ：松倉中出身） （２Ｂ：松倉中出身）

Ｈ２５年度 第３号
２０１３．１２．２３
高 山 西 高 等 学 校

　１０月１９日（土）に多数の来賓を迎え、厳粛な雰囲気のなかで飛騨学
園創立５０周年記念式典・記念講演会・記念演奏会は執り行われました。
第１部記念式典での本校生徒と美鳩幼稚園児の規律ある姿勢、清々しい校
歌斉唱、元気溢れる園歌斉唱は、出席された多数の来賓の皆様に感動を与
えるものとなりました。その後、第２部では本校卒業生今村久美さん（旧
姓：中澤、Ｈ９年度卒）による記念講演会、第３部では本校ウインドアン
サンブル部の記念演奏会が行われました。５０周年にふさわしい式典にな
りました。また、１２／１（土）には、ウインドアンサンブル部が、飛騨
防衛協会とともに５０周年を祝う、ジョイントコンサート開催しました。

　本校の職業教育の１つに企業実習があります。２年蛍雪クラスの生徒を対象とし、地元企業の皆様に協力していただいて行うこの企業実習の目的は、実際にその仕事を
体験することによって、地元企業の活動に対する理解を深めるとともに、卒業後すぐに実社会に適応できる力を養うことです。また、現場での体験学習を通して、自己の
適性を把握し、望ましい職業観を養ってもらいたいという願いもあります。１１月１１日（月）、以下の６名が、企業実習で学んだことやこれから取り組んでいきたいこ
とを１・２年生蛍雪クラスの前で報告してくれました。「チームワークの大切さ」、「接客業では第一印象」、「消費者が気付かないような努力やサービス必要であ
る」、「自分から進んで動く」等々、実践を通して学んだことは多かったようです。将来へ向けての職業観、進路選択に必要な知識を分かち合うことができました。

　私は、企業実習でトマトの選果場にお世話になりました。企業実習では
もちろん働くことの大切さを学びましたが、その他にも学んだことがたくさ
んあります。最も学んだことは分からないことを聞くという姿勢です。私は
今まで分からない事を他人に聞くのは恥ずかしいし、勇気がいることだと
思っていました。そのために素直に聞くということができていませんでし
た。しかし、企業実習では分からないことを聞かずに終わってしまうと、
仕事の内容が分からないままになり、ミスも増えてきます。勇気を出して
分からないことを聞いたら、周りの職場の方々は、優しく丁寧に教えて下
さいました。一番大切なことは、話をよく聞いて内容を理解することです
が、分からないと思ったら言葉に出して伝えることも大切だと学びまし
た。今、私は授業で分からないことをそのままにしている気がします。こ
れからは分からないことを分からないと言える人間になりたいです。

  私は高山グリーンホテルで企業実習をさせて頂きました。仕事内容
は、実際にお客様が利用する部屋の清掃でした。そのため、細かい所ま
で気を配ったり、部屋ごとで違いのあるベッドメイキングの仕方や備品の
種類を覚えたりなど最初の頃は本当に苦労しました。この実習で学んだ
ことは、チームワークの大切さです。一人一人が確実に自分の仕事をこ
なすことはもちろんですが、他の人の仕事を手助けすることで仕事の効
率も上がります。チームワークが仕事の効率に関わってくるということを
実感しました。また、常に心掛けたことは、わからないと思ったら自分か
ら進んで聞くことです。これをしっかりと心掛け、大きなミスをすることなく
実習を終えることができました。ちょとしたことですが、やって良かったで
す。どのようにしたらお客様に満足してもらえるかなど、常にお客様の立
場に立って仕事をすることの大切さを体験することができました。

飛騨農業協同組合 (株)高山グリーンホテル

古谷　公実 高田　友里子
（２Ａ：東山中出身） （２Ｂ：国府中出身）

飛騨学園創立５０周年記念式典  

企業実習報告 

西高生の地域貢献 

卒業生の活躍が紹介されました 

おもなできごと  



［飛騨地区大会］ ［岐阜県大会］
☆剣道 ☆男子ソフトテニス ☆女子ソフトテニス
男子団体　リーグ戦　高山西５－０吉城 男子団体　１回戦　高山西０－３岐阜 １回戦敗退 女子団体　１回戦　高山西２－１中津

　　　　　　　　　　高山西５－０飛騨高山 　　　　　２回戦　高山西０－２大垣桜 ２回戦敗退

　　　　　　　　　　高山西５－０斐太 ☆軟式野球
　　　　　　　　　　高山西２－１益太清風 優勝 １回戦　高山西０－１恵那農 １回戦敗退 ☆アーチェリー
男子個人　　　大河内敬介 １位 男子団体　 準優勝

　　　　　　　佐藤拓弥 ２位 ☆女子バドミントン 男子個人　　滝村健一郎 ６位

　　　　　　　高橋祐一郎 ３位 女子団体　　２回戦　高山西１－３長良 ベスト１６ 　　　　　　岩島志龍 ７位

女子団体　リーグ戦　高山西４－１斐太 女子個人Ｓ　野尻未優 ベスト８ 　　　　　　平井聡 ８位

　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨高山 　　　　　　山腰留伽 ベスト８

　　　　　　　　　　高山西２－０益田清風 優勝 女子個人Ｗ　野尻未優・山腰留伽 ２位 ☆剣道
女子個人　　　香宮帆乃夏 １位 男子団体　２回戦　高山西４－０中津川工

　　　　　　　田中うらん ２位 ☆卓球 　　　　　３回戦　高山西３－０関商工

　　　　　　　脇谷明日香 ３位 男子団体　２回戦　高山西３－０不破 　　　　　準々決　高山西３－０岐阜北

　　　　　３回戦　高山西３－０岐阜 　　　　　準決勝　高山西２－０可児工

☆女子バドミントン 　　　　　４回戦　高山西３－１関商工 　　　　　決　勝　高山西４－１麗澤瑞浪 優勝

女子個人Ｓ　　野尻未優 １位 　　　決勝リーグ　高山西１－３中京 男子個人　　　伊藤雄平 １位

　　　　　　　山腰留伽 ２位 　　　　　　　　　高山西０－３富田 女子団体　２回戦　高山西３－１富田

女子個人Ｗ　　野尻未優・山腰留伽 １位 　　　　　　　　　高山西３－１岐阜工 ３位 　　　　　３回戦　高山西２－０関商工

女子団体　１回戦　高山西３－１岐山 　　　　　準々決　高山西１－０長良

☆卓球 　　　　　２回戦　高山西２－３東濃実 ベスト１６ 　　　　　準決勝　高山西０－１中京 ３位

男子団体　予選リーグ　高山西３－０飛騨高山 女子個人　　　香宮帆乃夏 ３位

　　　　　　　　　　　高山西３－０高山工 ☆陸上
　　　　　準決勝　　　高山西３－０益田清風 男子１００ｍ　　中谷健吾 ８位

　　　　　決　勝　　　高山西３－２斐太 優勝 　　４００ｍ　　谷口優輔 ３位

女子団体　リーグ戦　　高山西３－０益田清風 　　４００ｍＨ　谷口優輔 １位

　　　　　　　　　　　高山西３－２飛騨高山 優勝 　　４×４００ｍＲ

[石丸進也・三塚真吾・中谷健吾・谷口優輔] １位

［東海大会］ 女子４００ｍ　　牧野ひかる ３位

☆陸上 　　１５００ｍ　越智朝子 ８位

男子４００ｍＨ　谷口優輔 ３位 　　４００ｍＨ　牧野ひかる １位

　　４００ｍ　　谷口優輔 予選敗退 　　砲丸投　　　谷口真鈴 ８位

　　４×４００ｍＲ 　　４×４００ｍＲ

[石丸進也・三塚真吾・中谷健吾・・坪之内景太] 予選敗退 [塚谷紗也香・越智朝子・牧野ひかる・大栗田愛佳] ８位

女子４００ｍ　　牧野ひかる 予選敗退

　　４００ｍＨ　牧野ひかる ２位

☆卓球 ☆陸上

男子個人Ｓジュニア　　栃洞槙人 ベスト３２ 男子　１００ｍ　　　中谷健吾 ２位

　　　　　　　　　　  熊崎健 ベスト３２ 　　　　　　　　　　木下由聖 ３位

男子個人Ｗ　　　　 　 栃洞槙人・熊崎健　　　 ベスト３２ 　　　２００ｍ　　　中谷健吾 ３位

女子個人Ｓジュニア　  松下沙耶香 １回戦敗退 　　　４００ｍ　　　谷口優輔 １位

　　　　　　　　　　　荒川琴海 １回戦敗退 　　　　　　　　　　石丸進也 ３位

　　　　　　　　　　　古谷公実 １回戦敗退 　　　８００ｍ　　　山本岳 ３位

一般女子個人Ｓ　　　　山下茉鈴 １回戦敗退 　　１５００ｍ　　　光賀翔哉 ２位

女子個人Ｗ　　　　 　 松下沙耶香・荒川琴海　　　 ２回戦敗退 　　　４００ｍＨ　　谷口優輔 １位

　　　　　　　　　　三塚真吾 ３位

男子個人Ｓジュニア　　栃洞槙人 ベスト１６ 　　３０００ｍＳＣ　光賀翔哉 １位 ☆女子バレー
　　　　　　　　　　  熊崎健 ベスト３２ 　　　　　　　　　　野戸雄介 ２位

女子個人Ｓジュニア　  松下沙耶香 ベスト３２ 　　　三段跳　　　　上田龍 ２位 ３回戦　高山西２－０岐阜

　　　　　　　　　　　荒川琴海 ベスト３２ 　　　やり投　　　　夏野晃遵 ３位 ４回戦　高山西０－２大垣桜 ベスト１６
　　４×１００ｍＲ

☆女子バスケットボール ［中谷健吾・大下智矢・谷口優輔・木下由聖］ １位 ☆美術
　　４×４００ｍＲ

２回戦　高山西　８５－５１大垣北 ［中谷健吾・大下智矢・谷口優輔・木下由聖］ １位 桐谷衣以奈 優秀賞
３回戦　高山西　９６－７４中津商 ［坪之内景太・安川侑己・石丸進也・三塚真吾］ ２位

準々決　高山西　５３－４３岐阜農林 女子　　４００ｍ　　牧野ひかる １位 グラフィックデザイン　　桐谷衣以奈 市展賞（１位）

準決勝　高山西　５０－６５県岐阜商 ３位 　　　　　　　　　　大栗田愛佳 ２位 　　　　　　　　　　　　石浦由里恵 市長賞（２位）

優秀選手賞　佐藤志保 　　　　８００ｍ　　牧野ひかる １位 　　　　　　　　　　　　鈴村美咲 佳作

　　　３０００ｍ　　越智朝子 １位

☆英語ディベート 　　　　　　　　　　島垣内友梨 ３位 ☆その他
　　　　走幅跳　　　保谷茉湖 １位

予選リーグ　高山西３－０岐阜聖徳 　　　　砲丸投　　　谷口真鈴 ２位 横山恵里 最優秀賞
　　　　　　高山西２－１恵那 　　　　　　　　　　松葉杏奈 ３位

　　　　　　高山西０－３斐太 　　　　円盤投　　　谷口真鈴 ２位 日置桃子 入選
準決勝　　　高山西２－１郡上 　　　　　　　　　　松葉杏奈 ３位

決勝　　　　高山西３－２聖マリア 優勝 　　４×１００ｍＲ

ベストディベーター賞　杉山智穂（２年連続） ［保谷茉湖・牧野ひかる・塚谷紗也香・大栗田愛佳］ ３位

☆ウインドアンサンブル
☆アーチェリー ☆サッカー

高校大編成の部 銀賞
男子個人　上遠野稜佑 ４位 第１節　高山西５－２八百津

　　　　　平井聡 ５位 第２節　高山西３－１中津 ☆英語ディベート
女子個人　倉坪絢 ３位 第３節　高山西０－８中京

第４節　高山西２－３多治見工 予選リーグ　高山西１－１函館中部（北海道）

男子個人　上遠野稜佑 ３位 第５節　高山西２－４郡上 ４位 　　　　　　高山西２－０開邦（沖縄）

　　　　　平井聡 ６位 　　　　　　高山西２－０熊谷西（埼玉）

☆男子バスケットボール 　　　　　　高山西１－１近江兄弟社（滋賀）

男子個人　滝村健一郎 ２位 　　　　　　高山西２－０米原（滋賀）

女子個人　倉坪絢 ６位 １回戦　高山西１０６－７９関商工 準々決勝　　高山西１－２市立浦和（埼玉） ５位
　　　　　宮上怜奈 ７位 ２回戦　高山西　４８－５８大垣工 ２回戦敗退 ベストディベーター賞　杉山智穂

　３年生もいよいよ進路決定の時期となりました。すでに進路が決まった者もおりますが、入学後・入社後を見据えての事前学習に対し、すでに取り組みを開始しており
ます。また現在、部活動・生徒会活動は世代交代を終え、新たに２年生を中心とした活動が始まっています。岐阜県新人大会において男子４×４００ｍＲと４００ｍＨ、
女子４００ｍＨでみごと１位となった陸上部。同大会で男子団体で優勝を果たした剣道部。同大会で３位の卓球部男子。全国大会出場の常連となった男子ハンドボール部
とアーチェリー部。岐阜県選抜大会で３位の女子バスケットボール部。中日本吹奏楽コンクールで岐阜県優勝を果たしたウインドアンサンブル部。全国高校生英語ディ
ベート大会で５位の特進Ⅰクラス選抜メンバー、１年生ながら朝日大学英語弁論大会で優勝を果たした横山恵里さん（１Ｇ：宮中出身）。今回紙面の許す限りではありま
すが、これから期待される部活動の主力選手や各分野で西高校をリードする生徒たちに、これまでの取り組みに対する想いや今後の抱負などを語っていただきます。今回
は１０名しか紹介できませんが、まだまだ多くの生徒達が各分野で活躍しております。近年は、県大会上位入賞、東海大会・全国大会出場を達成する部活動が増えてきま
した。どの部も競い合うように練習し、休日には遠征合宿へ向かいます。「努力は決して裏切らない」ことを西高生は証明してくれるでしょう！

岐阜県室内オープン大会
岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会

朝日大学英語弁論大会（高等学校）

日本年金機構「わたしと年金」エッセイ

岐阜県高等学校記録会 岐阜県ユースリーグ
中部日本吹奏楽コンクール本大会

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

岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会 岐阜県高等学校総合文化祭

高山市美術展覧会

全国高校生英語ディベート大会岐阜県予選

（２Ｊ：中山中出身）

　いよいよ新人大会の時期となりました。飛騨地区予選を当然のように勝ち抜き、岐阜県大会上位入賞、東海大会出場へと駒を進めていく部活動が多くなっています。春に行
われるインターハイ予選へ向けて、この時期に行われる新人大会には大きな意味があります。結果はいろいろですが、悔しさをバネに練習に励む者、今の勢いに乗ってさらな
る成長を目指す者、どちらの生徒も今以上の結果を目指して毎日の練習に励み、仲間や支えてくださっている人と一緒に有終の美を飾るために頑張っています。また、文化系
部活動では、美術部の活躍が報告されています。英語ディベート部の全国大会５位入賞、英語弁論大会での最優秀賞など特進Ⅰクラス生徒の活躍も光っています。

東海卓球選手権大会 飛騨選手権大会

岐阜県ジュニアオープン大会

全日本バレーボール高等学校選手権大会岐阜県予選

  私が今回の大会でスピーチをすることの本当の意味を理解することが
できました。スピーチとは人に何かを伝えることだと思います。大会に向
けての準備が中学の時ほどできずに焦りから初めの頃は結果ばかりを重
視していました。しかし、周りの方々からのアドバイスやスピーチの内容を
もう一度考え直すことで私の一番伝えたいことが明確になり、本番では
自分の伝えたいことをしっかりとアピールできれば良いと考えるようになり
ました。それから自分の思いをきちんと伝えることだけを意識して練習に
励みました。本番直前はすごく緊張しましたが、本番中は集中してス
ピーチをすることができました。審査員の方々もその度ごとに表情を変え
て下さり、どんどん私も盛り上がっていきました。スピーチを終えた後は、
満足感があり、本当にやってよかったと思いました。そう思えたのは、今
まで関わって下さった方々のおかげです。感謝しています。

英語ディベート 英語弁論大会
高山真央 横山　恵里

（２Ｇ：神岡中出身） （１Ｇ：宮中出身）

 昨年悔しくも、県大会３位で全国大会を逃した雪辱を果たすべく、今年
は多くの遠征や練習試合をさせていただきました。普段日常では使わな
い英語と論理力、そしてチームワークが武器となるので、とにかく練習を
重ねました。結果は全国５位、ベスト８でした。この結果は自分たちだけ
の力で勝ち取ったものではありません。実際に勝負をしたのはメンバー４
人ですが、それを支えて下さった多くの先生方や最後まで協力してくれ
たサポートメンバーのみんな、そして一番近くで見ていてくれた家族の力
があってこそだったと思います。ディベートは相手を倒すものだと誤解さ
れがちですが、一番大切なことはMake,Frendsです。このディベート通し
て全国に多くの友達が出来ました。過程の中でメンバーとの絆が深まり、
試合では相手をたたえて友達になります。このディベート競技に出会え
て本当によかったです。

　僕たちは、１０月下旬に鹿児島情報高校の皆さんと共にジョイントコン
サートを開催しました。このコンサートで、１・２年生がこれからどんな音を
目指していくべきか、明確に分かりました。鹿児島情報高校の統一感あ
る音と、迫力ある響き豊かな音に、自分たちは心を打たれました。それと
同時に自分たちの今ある課題も鮮明となってきたし、来年こそ全国大会
へ行きたいという気持ちが、より一層強まりました。今、一番の僕たちの
課題は、もっと楽器でのコミュニケーションをとらなければならないという
ことです。鹿児島の皆さんの姿を見て、このコミュニケーションは楽器を
吹きながらでも大切だと分かりました。ブレスの仕方、音の入りなど、互い
が互いを思いやり、気遣うことで生まれる音楽をお客さんに伝えていきた
いです。多くの人々に支えられていることを心に置き、目標を達成させま
す。

　剣道部では、世代が変わり２年生主体となってから県の夏季大会、新
人戦と優勝することが出来ました。日々の稽古の中での富田先生による
心技体すべてを鍛えることのできる御指導、多くの遠征で得られる経験
値、そして部員の剣道に対する思いと努力が実を結んだ結果だと思い
ます。またいつでもかけつけてくれる家族や卒業生の方々の支えが自分
たちを強くする力となっていると思います。新チームの目標は全国制覇
です。この大きな山を乗り越えるには今まで以上に工夫した練習が必要
だと思います。自分なりにどうしたら勝つことが出来るかをアドバイスをも
らいながら考え、実行していくことが大切だと思いました。自分にはまだ
甘さがあります。ここぞという所で強くなれるような努力をしてレギュラー
を勝ちとれるよう取り組んでいきます。そして全員が同じベクトルで全国
制覇に向かっていきます。

ウインドアンサンブル部 剣道部
長尾　慎 水小瀬　勇哉

（２Ｊ：日枝中出身）

　私たち女子バスケットボール部の目標は、打倒県岐商、打倒岐阜女
子です。バスケットは一人だけが頑張っても勝つことは出来ません。部
員全員が同じ目標に向かい、目標に対する強い気持ちを持ち、そして努
力を積み重ねることで初めて勝利に繋がると思います。特に新チーム
は、昨年と違い身長も低く、個人の力もまだまだ足りません。ですが、足
りない部分はチームで助け合って、一人ひとりの良さを生かしたプレーで
私たちらしい、新しい西高校バスケ部にしたいです。そのために、チーム
みんなで声を出し、励まし合いながら毎日の厳しい練習を乗り越え、ま
た普段の生活態度を正すところから、個人の意識の高さ、チーム全体と
しての意識やレベルアップにつなげていきたいです。私たちの元気さや
笑顔を生かしながら、日々努力し、チーム全員一丸となって一生懸命
頑張ります。

　僕たちアーチェリー部の目標は男女共にインターハイ出場することで
す。去年の先輩方は、男子団体４位、女子個人出場という素晴らしい結
果を残してくれました。僕たちもインターハイ出場を伝統として引き継い
で行きたいと思います。今年は、２年生部員で２人、女子部員１人と人
数が少ないです。アーチェリーの団体戦は各チーム４人選手が必要で
す。なので、インターハイの団体戦に出場するためには２年生の力だけ
ではなく、１年生部員の力も必要となります。そのために、毎回の少ない
練習時間の中で時間を無駄にすることなく集中してやっていきたいで
す。他の高校と違い２年生が二人しかいない分不利になりますが、部活
中には先輩後輩関係なくお互いに指摘しながらチームの力を高めてい
き、秋の新人戦で敗れた大垣西高校を倒し、必ず男女共にインターハ
イに出場したいと思います。

女子バスケットボール部 アーチェリー部
佐藤　志保 平井　聡

（２Ａ：日枝中出身） （２Ｈ：松倉中出身）

　「全国大会出場」。これが西高卓球部の現在の目標です。先日行わ
れた県の新人大会では、その目標への大きな一歩となる３位入賞を果
たし、東海選抜大会出場の切符を掴みました。この結果は、歴代西高
卓球部の中では初であり、飛騨地区の卓球部としても約３０年ぶりの成
果となります。東海大会で勝ち進むためにも、今の僕たちは部員一人ひ
とりが個々の課題を持ち、それに向かって毎日全力で取り組んでいま
す。しかし、部全体の課題もまだ残っています。それは、部員の意識の
高さにばらつきがあることです。これを統一していかなければ僕たちの全
国への道は開かれません。部が掲げる目標を全員に改めて認識させ、
一丸となって戦っていきたいです。西高が創立５０周年を迎えた今、同
時にこの卓球部も創部５０周年となりました。その記念すべき年に相応し
い結果が残せるよう、ますます練習に励んでいきます。

　僕達男子ハンドボール部の目標は県制覇、インターハイ出場です。県
制覇は今の僕達にとって厳しいです。しかし、この目標を実現するために
質の高い練習をすること、日常生活を大切にすることを意識していま
す。質の高い練習をするために一つ一つのメニューの前に全員でポイン
トを確認し合い、常に全員で声を掛け合う意識を持って練習に臨んでい
ます。日常生活では当たり前のことを大切にしたいです。僕がハンドボー
ルを通して学んだことの一つは、声を掛け合うことの大切さです。苦しい
練習も乗り越えられ、失敗したプレーでも修正することができるからで
す。二つ目は辛い練習の時にやりきれる精神力が大切だということで
す。自分に負けそうな練習の時に頑張れば、試合中競っているときにも
粘ることができ、勝ちにつながるからです。県制覇するためには課題が山
積みなので互いに高め合い目標が達成できるよう頑張ります。

卓球部 男子ハンドボール部
小林　衛司 上垣内　汰聞

（２Ｊ：松倉中出身） （２Ａ：中山中出身）

　今年、私は４００M障害で東海新人大会２位という成績を収めることが
できました。昨秋の初戦での経験から、ハードリングの技術を上げたい一
心でひたむきに取り組んできました。それが記録や順位、そして自信に
つながり、今回成果としてあらわれたのだと思います。しかし、こうした結
果は、先生やコーチ、先輩方や仲間たち、両親の存在なくしては成し遂
げられませんでした。周りの人たちの大きな力と愛を感じた一年であり、
支えられている幸せに心から感謝した一年でもありました。陸上競技は
個人種目ではありますが、目指すところは誰もが一緒です。私は、今だ
からこそ必死に取り組め、将来の自分にとって誇れる何かを掴める時で
あることを、部員のみんなに感じて欲しいと思っています。私の目標はイ
ンターハイ出場と、苦しいことに立ち向かいながらも、最後は皆でやって
きたことを讃え合えるようなチームワークを作ることです。

 僕は、今年の東海新人陸上大会にリレーで出場し、個人では３位に入
ることができました。このような結果が残せたのは、僕一人では絶対に乗
り越えられない練習を励まし合って頑張ってきた仲間や、自分の仕事を
押してまで部に尽くしてくれたコーチ、つらい時励ましてくれたり、バスの
運転をしてくれた顧問の先生、そしてその他いろいろな面で支えてくれた
家族やチームメイトのお陰です。少しずつ上の大会に進めるようになるに
つれて、感謝の気持ちと頑張らないといけないという気持ちが大きくなっ
ていきました。今年勝ったからと言って来年も勝てる保証はありません。
むしろ、冬期の間、満足に走れないハンデを負っているので、昨年の冬
期よりも気合いを入れて練習に取り組んでいきます。後輩に、努力すれ
ば結果につながるということを姿で示すのが先輩の役目なので、部のた
めにも絶対インターハイに出場します。

陸上部 陸上部
牧野　ひかる 谷口　優輔

（２Ｉ：東山中出身） （２Ｊ：東山中出身）

期待のホープ達 
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部活動の活躍 

各種中部・全国大会 


