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　平成２６年３月１日（土）、平成２５年度（第４９回）卒業証書授与式が挙行されました。華やかさのなかにも厳粛な雰囲気が漂う西高校らしい式でした。卒業証書を
授与される際、卒業生２１０名は一人ひとり、担任からその名前を呼ばれます。多数の来賓の方々や保護者の皆様、教職員、在校生らが見守るなか、卒業生は堂々たる返
事でそれに応えました。自分の未来を真っ直ぐ見つめているかのようなその視線、自信に満ち溢れたその凛々しい顔が誇らしく、卒業を祝福する私たちの胸にも去来する
ものがありました。式後には歓送が行われ、あちこちで別れを惜しむ様子も見られました。願わくは前途洋々たる卒業生諸君に幸多からんことを！

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
三　枝（さいぐさ）賞

中島翔太　（３Ｉ：清見中出身：書道部）
下谷美浩　（３Ｆ：朝日中出身：特進Ⅰクラス）
田中優大　（３Ｇ：中山中出身：特進Ⅰクラス）
二ッ谷龍大（３Ｇ：萩原南中出身：特進Ⅰクラス）
平野茜　　（３Ｇ：国府中出身：特進Ⅰクラス）
坂本渉　　（３Ｊ：朝日中出身：ウインドアンサンブル部）

特　別　活　動　賞
林凌矢　　（３Ｈ：日枝中出身：軟式野球部）
川口世莉　（３Ａ：日枝中出身：情報ビジネス部）
駒屋勝学　（３Ｉ：日枝中出身：男子ハンドボール部）

新家　佑基 政井 　颯起 柿本　 一朗 矢島 　のは菜 紺谷弘貴　（３Ｉ：清見中出身：剣道部）
３年G組：清見中出身 ３年J組：松倉中出身 ３年G組：中山中出身 ３年J組：松倉中出身 上口紗奈　（３Ｊ：古川中出身：ウインドアンサンブル部）

特進Ⅰクラス 男子ハンドボール部 特進Ⅰクラス ウインドアンサンブル部 倉坪絢　　（３Ｊ：日枝中出身：アーチェリー部）

  私は「夢かなえる」西高校に夢と目標を持って入学しました。しかし、
部活動と勉強の両立は難しく、自分の進路や夢を見失ってしまいまし
た。２年生に進級した後も、ただ学校で出された宿題をこなすだけの生
活を送っていました。高校生活最後の年を迎え、担任の先生が「有終
の美」というクラス目標を掲げて下さり、このままでは終われないという気
持ちが芽生えました。様々な事に挑戦し、チャンスをつかもうと思うよう
になりました。それからの学校生活は、常に夢と目標を持つように心掛
けました。そのおかげで、高山市美術展覧会では市展賞をとることがで
きました。また、進路も希望の大学を決めることができました。入学した
時とは違う新しい夢を西高校で見つけることができたのは先生方や仲
間、家族のおかげです。多くの人達に支えられてきたという感謝の気持
ちを忘れず、夢に近づく新たな生活の第一歩を踏み出そうと思います。

桐谷  衣以奈
３年Ａ組：中山中出身

美術部

　私は、この３年間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。一番力を入れたのは部活動です。剣道部に所属して「全国４強」を
目標に、毎日稽古に励んできました。こなすだけの稽古にならないよう
に、創意工夫をしながら取り組みました。厳しい稽古も仲間と切磋琢磨
して前に進んできました。部活が休みの日も仲間と一緒に1つの目標に
向かって自主練をしました。その結果、全国大会に出場することができ
ました。目標は叶いませんでしたが、部員一人一人が同じ気持ちで取り
組むことができたと感じています。また、国体に出場してベスト１６という
結果を残し、岐阜県の代表、西高校の代表として精一杯戦う事ができ
たと思います。気付いてみれば、高校生活たくさんの人に支えられてき
たんだと感じ、本当に感謝しています。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。

　入学当初は、勉強についていけるだろうか、仲間とうまく過ごせるだろう
かなど新たな環境での生活に対する不安で一杯でしたが、クラスの仲
間と切磋琢磨し、協力して日々生活する中でその不安は次第になくなり
ました。今では毎日がとても充実していたと実感しています。実際、特Ⅰ
クラスの生活は勉強量が多く、辛く苦しい時もありました。しかし、先生方
の厚いサポートや同じ境遇にいる仲間のことを考えると不思議と頑張る
ことができました。多くの人の支えがあって過ごすことができたと思いま
す。また、生徒会や委員長、クラス会長を務めさせて頂き、貴重な経験
ができたことは、将来自分の人生の大きな自信に繋がったと思います。
このように西高の生活経験は私の財産です。この財産を大切にし、お世
話になった方々への感謝の気持ちを忘れず、新しい生活のスタートを切
りたいです。３年間ありがとうございました。

泉　賢史 大野　一慶
３年Ｂ組：宮川中出身 ３年Ｆ組：丹生川中出身

剣道部 特進Ⅰクラス

　西高生活３年間は、勉強に部活動にと充実した高校生活を送ることが
できました。部活動はアーチェリーに入り、全国大会出場を目標に毎日
練習してきました。結果としては、県大会２位で全国大会には出場する
ことができませんでした。しかし、私は部活動を通して同じ目標に向かっ
て切磋琢磨し合える仲間と出会うことができました。アーチェリー部の仲
間と３年間お互いを高め合えたことは、私にとって大きな宝物となりまし
た。　このように仲間との充実した３年間を過ごすことができたのは、先
生方や家族のおかげだと思います。西高校を卒業して新しい生活がス
タートしますが、高校生活で身につけたことを糧にして過ごしていきたいと
思います。また、３年間支えて下さった先生方や家族への感謝の気持
ちを忘れないようにして自分の夢に向かって頑張り続けたいです。３年
間本当にありがとうございました。

下形　めぐみ 宮上　怜奈
３年Ｇ組：国府中出身 ３年Ｈ組：日枝中出身

特進Ⅰクラス アーチェリー部

男子ハンドボール部 女子バレーボール部

　西高校入学当初は、９限目である授業や毎日出される宿題をこなし
ていくので精一杯でした。しかし、特Ⅰクラスに入って、３年間同じクラス
の仲間と切磋琢磨しながら、勉強に励んだことで充実した生活を過ごす
ことができました。授業では、どの教科の先生方も私たちの学力を向上
させるために分かりやすい授業をして下さいました。また、平日だけでは
なく、休日の補習や志望する大学の２次試験に必要な科目の個別指
導もして下さりました。先生方には本当に感謝しています。勉強にやる気
が起きないときは、同じクラスで勉強に取り組む仲間の姿を見て、自分
のモチベーションを保つことができたと思います。このように充実した生
活を送れたのは、熱心な指導をして下さった先生方や周りの仲間のお
かげです。私は西高校に入学して良かったと実感しています。周りの人
に対する感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいです。

　２月２８日（金）、生徒会が企画した｢３年生を送る会｣が行われました。クラス毎に卒業生が担任への想いを伝える企画で
は、担任への感謝の気持ちが、それぞれのクラスの個性を生かした表現で伝えられ、｢在校生ビデオレター｣では、各部活動や特
進クラスの生徒らが、卒業生への感謝の気持ちとお祝いの言葉を送りました。また、仲間と切磋琢磨した高校３年間を振り返る
｢思い出ＤＶＤ｣上映後には、第３学年の先生方がファンキー・モンキー・ベイビーズの「あとひとつ」を熱唱し、会場は温かい
雰囲気に包まれました。そして、最後の「しおりコンサート」。これは５０周年記念行事の一つとして行われたもので、新曲
「閖上桜」をはじめ、旅立つ卒業生に歌のプレゼントが送られました。とくに卒業の定番ソング「Smile～君は一人じゃない
～」の大合唱では、感極まって涙を浮かべる卒業生も。忘れ得ぬ高校生活の１ページとなりました。

第１５回校内ディベート大会　予選・準決勝（１／２７）、決勝（２／３）

　今回で１５回目となった校内ディベート大会は、西高校の恒例行事
の一つとなりました。論題は、「高山が、好きか嫌いか｣（ただし、肯定
側はメリットの一つに｢自然環境の豊かさ｣をいれねばならない）。１月
２７日にクラス対抗で行われた予選リーグからハイレベルな戦いが繰
り広げられ、準決勝を勝ち抜いた２年Ｇ組と１年Ｇ組が２月３日の決勝
へと駒を進めました。全校生徒が見守るなか、体育館のステージ上で
行われた決勝戦では、一進一退の白熱した攻防が繰り広げられまし
た。肯定側は｢豊かな自然が育んだ農林畜産業｣や｢豊富な観光資
源｣を、否定側は｢深刻な医師不足｣と｢全国平均を下回る給与水準｣を
アピールして激しい議論を交わしましたが、西高校ＯＢと教職員から
なる審判団の判定の結果、１年Ｇ組が優勝の栄冠を勝ち取りました。
私たちが暮らすこの飛騨高山という土地がいかに素晴らしい場所で
あるかを再確認することができたのではないでしょうか。

本校のキャリア教育 親父ゼミナール（３／１０）

　西高校では、生徒の勤労観や職
業観を育てるキャリア教育を行っ
ています。１年生の蛍雪クラスを
対象とした高山市内企業見学会
（3/7）。２年生就職希望者には、
職場見学を通して、仕事の厳しさ
を肌で感じる高山市内企業見学
会（2/10）及び飛騨市内企業見学
会（3/11、14）。就職試験に向かう
心得と面接試験対策を学ぶ
｢高校生就職ガイダンス｣（3/17）。
そして、３年生就職内定者が社会
人としての心得やマナーを学ぶ
「就職内定者セミナー」（1/22）。３
年生女子生徒には、和室におけ
る立ち居振る舞いや礼儀作法を
学ぶ「女子指導」（1/28～30）。そ
の他にも、春休みには多くの企業
が参加する「高校生地元企業説
明会」（3/28）が開催されます。西
高校は、万全の体制で生徒の就
職サポートを行っています。

　３月１０日には、２年生の各クラスで「親父ゼミナール」が行われまし
た。講師は今年の卒業生の父親で、普段の学校の授業とは異なる視
点から、職業観や人生観、進路選択の体験談、高校時代の思い出な
どを語ってくださいました。２年生は、これから最終的な進路選択を行
います。豊かな経験をもち実社会のさまざまな分野で活躍されている
講師のお話は、生徒にとって新鮮かつ貴重なものとなりました。

★ＮＰＯ法人カタリバ代表理事今村久美さん（旧姓：中澤、Ｈ９年度卒）は、先日行われた岐
阜市長選に向けての市民からの視点のなかで、｢首長はＮＰＯを単なる行政の下請けではなく、
専門分野を持ったパートナーとしてとらえる視点が必要｣と述べ、新しい首長の理想像を示しま
した。★国内外で精力的に活動するトランペット奏者の石田雅也さん（Ｈ１１年度卒）は、こ
の度デビュー１０周年記念演奏会を、故郷飛騨市古川町で催すこととなりました。★介護福祉
士として活躍されている本田智子さん（Ｈ２０年度卒）は、自分を高めるためにさらなる資格
取得にチャレンジしています。★全日本スキー連盟のナショナル・ジュニアチーム（Ａ指定）
の一員であり、また同連盟の｢タレント発掘育成事業｣の強化選手に選出された新井真季子さん
（Ｈ２３年度卒）は、この度、｢アルペンジュニア世界選手権｣の日本代表に選出されました。
★倉坪絢さん（３Ｊ：日枝中出身）と五反田裕子さん（Ｈ１５年度卒）は、｢全日本室内アー
チェリー大会｣リカーブ女子部門に出場します。★及部一清さん、野村恭子さん、柚村卓さん
（いずれもＨ２４年度卒）の３名は、早慶東大に通う１６名の現役大学生を招き、飛騨地区内
の高校生とさまざまなことを語り合う場として、｢僕らはもっとブッ飛べる～大学ってどんなと
こ？～｣という会を催しました。卒業生の活躍はとどまるところを知りません！

　西高校での３年間は、部活動や勉強、学校行事などに一生懸命取り
組み、充実した高校生活になりました。部活動では、入学してすぐにケ
ガをしました。練習できない日々が続き、とても苦しかったですが、そん
な時こそ仲間を支えようと思い、道具の準備や遠征用のバスの清掃な
ど身の回りの雑用に力を入れました。ケガが治り、２年生になると、雑用
は後輩がしますが、出来ていないときは注意をしたりして、雑用という支
えの大切さを伝えました。ハンドボール部の目標は「全国制覇」でした。
毎日、大きな声を出して練習しました。長時間練習というわけではなく、
短時間で集中して練習するという取り組みです。結果としては、全国選
抜ベスト８、全国総体２回戦負けという結果で「全国制覇」という目標に
は届きませんでしたが、３年間仲間と共に同じ目標に向かって努力し続
けることができたことは良い思い出です。３年間ありがとうございました。

　西高校で３年間過ごして、私自身大きく成長することができたと思いま
す。入学が決まりＪ組に入ると知った時、勉強についていけるかすごく不
安でした。その不安通り、初めのうちは勉強と部活動の両立がなかなか
うまくできず、投げ出したくなる時もありました。しかし、自分の周りには常
に同じように両立を頑張っている仲間がいて、その仲間に励まされ、助
けられ、自分も頑張ることができました。部活動では、結果をだすことが
できず悔しい思いをたくさんしましたが、全員であきらめず一生懸命練習
に取り組んだ結果、最後の大会でバレー部初の県ベスト８になることが
できました。とても嬉しかったです。全員で流した嬉し涙は忘れません。
クラスの仲間、バレー部の仲間、先生方、家族に支えられ、たくさんの
思い出や笑顔をもらった３年間でした。感謝の気持ちで一杯です。西高
校で学んだことを忘れず、これからも頑張っていきたいと思います。

南　裕貴 新井　菜々子
３年Ｉ組：東山中出身 ３年Ｊ組：清見中出身

平成２５年度（第４９回）卒業証書授与式  

３年生を送る会＆５０周年記念行事｢しおりコンサート｣ 

おもなできごと  

卒業生の活躍紹介 



［飛騨地区大会］ ☆剣道 ☆男子ハンドボール
☆男子バスケットボール
準決勝　高山西　８５－５５　益田清風 男子団体　２回戦　高山西４－０多治見北 １回戦　高山西４９－　３多治見

決　勝　高山西１３１－７７　飛騨高山 優勝 　　　　　３回戦　高山西５－０大垣北 準決勝　高山西１９－２１岐阜東 ３位

　　　　　４回戦　高山西２－０長良

☆女子バスケットボール 　　　　　準決勝　高山西４－０市岐阜商 ☆女子バレー
準決勝　高山西　９７－５２　益田清風 　　　　　決　勝　高山西２－２麗澤瑞浪 優勝
決　勝　高山西１０６－４２　斐太 優勝 　　　　　　　　（※本数勝ち） リーグ戦　高山西１－２済美

女子団体　２回戦　高山西４－０大垣東 　　　　　高山西０－２美濃加茂 ３位

☆女子バレー 　　　　　３回戦　高山西２－１市岐阜商

１回戦　高山西０－２　益田清風 　　　　　４回戦　高山西３－１益田清風 予選リーグ　高山西１－２高田（三重）

３決戦　高山西２－１　吉城 ３位 　　　　　準決勝　高山西４－４麗澤瑞浪 ３位 　　　　　　高山西０－２星陵（静岡）

　　　　　　　　（※本数負け） 　　　　　　高山西２－１椙山女学園（愛知） 予選リーグ敗退

［岐阜県大会］
☆女子バスケットボール
１回戦　　　高山西１３０－３３　多治見

２回戦　　　高山西　９６－４７　岐阜城北

ブロック決　高山西　６４－４７　長良

決勝リーグ　高山西　３３－８５　県岐阜商

　　　　　　高山西　４１－１２９岐阜女子

　　　　　　高山西　７８－５８　土岐商 ３位

優秀選手賞　　田下礼華

☆陸上 ☆卓球

男子の部 １５位 ジュニア男子個人Ｓ　　熊崎健 １位

　　　　　　　　　　　栃洞槙人 ２位

高校男子の部 ３位 一般男子個人Ｗ　　　　熊崎健・栃洞槙人 １位

高校女子の部 ４位 　　　　　　　　　　　蒲凌人・正戸勇人 ３位

ジュニア女子個人Ｓ　　松下沙耶香 １位

☆バドミントン 　　　　　　　　　　　古谷公美 ３位

一般女子個人Ｗ　　　　松下沙耶香・荒川琴海 １位

男子団体　１回戦　高山西１－２本巣松陽

女子団体　１回戦　高山西３－０土岐商 ジュニア男子個人Ｓ　栃洞槙人 ３位
　　　　　２回戦　高山西３－０富田 ジュニア女子個人Ｓ　松下沙耶香 ２位
　　　　　３回戦　高山西２－１大垣南

　　　　　準々決　高山西２－１郡上 ☆その他
　　　　　準決勝　高山西２－１大垣東

☆男子バスケットボール 　　　　　決　勝　高山西２－１斐太 優勝 倉坪絢 高校生新聞社賞
１回戦　高山西５５－５７長良 １回戦敗退

☆書道 ☆ウインドアンサンブル
☆男子ハンドボール
ブロック決　高山西３２－１１大垣北 中島翔太 奨励賞 金管八重奏Ⅰ 金賞
決勝リーグ　高山西１４－２４岐阜東 クラリネット八重奏 金賞
　　　　　　高山西１６－２８市岐阜商 ３位 ☆情報ビジネス サクソフォン六重奏 金賞

打楽器五重奏 金賞

☆女子バレー 川口世莉　篠田美花　和田彩奈 会長特別賞 フルート四重奏 銀賞
１回戦　高山西２－０各務原西 田谷敦貴　萩原智宏　上保木翔太 会長賞 木管八重奏 銀賞
２回戦　高山西２－０加茂 金管八重奏Ⅱ 銀賞
準々決　高山西０－２県岐阜商 ベスト８ 情報処理技能検定試験（表計算） ８名

情報処理技能検定試験（データベース） ３名 金管八重奏Ⅰ 金賞
日本語ワープロ検定試験 ３名 クラリネット八重奏 金賞
ホームページ作成検定試験 ４名

プレゼンテーション作成検定試験 ７名 クラリネット八重奏 銀賞
パソコンスピード（日本語） ５名 金管八重奏Ⅰ 銅賞
パソコンスピード（英文） ４名

文章デザイン検定試験 ８名 山際純也 優秀賞

［東海大会］
☆卓球
男子団体

予選リーグ　高山西０－３浜松商（静岡）

　　　　　　高山西２－３杜若（愛知）

　　　　　　高山西３－１紀南（三重） ３位

　　　　　　高山西３－２清水国際（静岡） 予選リーグ敗退

☆バドミントン
女子個人Ｗ　野尻未優・山腰留伽 １回戦敗退

☆女子バスケットボール
１回戦　高山西３９－７１安城学園（愛知） １回戦敗退

　今年の語学研修は、シンガポール８泊９日（２／６～１４）とアメリカ１２泊１３日（２／６～１８）の２組に分かれて行われました。シンガポールでは、学生寮とホームステイでの
生活を体験しながら４組に分かれて｢ラッフルズ｣、｢フォアチョン｣、｢ダンマン｣、｢ジュロング｣の４つの高校と交流しました。また、アメリカでは、１４年間姉妹校交換留学が続いてい
るＩＳＡ高校（テキサス州サンアントニオ）と交流しました。どの高校でも、現地の一般の生徒に混じって授業を受け、日常会話は全て英語でした。英語でのコミュケーションを通じ、
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。語学研修という、生徒たち本来の目的が達成できたのではないでしょうか？

　私はシンガポールでの語学研修を通して、本当に多くの貴重な体験が
できました。シンガポールは、私が考えていたよりずっと発達していて、活
気のある国でした。バスや地下鉄、電車を乗り継ぎ自分たちで学校まで
行ったり、たった二人だけでクラスに混ざって授業を受けたり、不安が多
かったけどその何倍も楽しくて、とても新鮮でした。私の学校でのバディ
は日本語がすごく流暢で、授業にもクラス全員が積極的で、同じ高校生
としてとても刺激を受けました。ホームステイでは、日本ともアメリカとも違
う生活を体験することができました。英語に少しなまりがあり、なかなか理
解できないこともあったけど、何回も挑戦してお互いの文化を教え合うこ
とも出来ました。この研修で、他国の文化や生活を学ぶと同時に、改め
て日本の素晴らしさを実感することも出来ました。この体験をお世話に
なった全ての人に感謝して、今後につなげていきたいです。

野村　萌恵
１年Ｇ組：下呂中出身

特進Ⅰクラス

★飛騨市古川中学校の３年生に対し、本校の３年ＦＧＪ組の生徒たちが、受験科目を
ほぼマンツーマンで指導しました。中学生にとっては、学力アップやコミュニケー
ション能力の向上、本校生徒にとっては、人に教える力やプレゼンテーション能力の
向上が期待され、双方にとって意味のあるイベントとなりました。★倉坪絢さん（３
Ｊ：日枝中出身）は、アーチェリー競技で、インターハイ、国民体育大会に出場。Ｊ
ＯＣジュニアオリンピックでは準優勝を飾り、ジュニアナショナルチームの一員とし
ても活躍して高校生新聞社賞を受賞しました。★桐谷衣以奈さん（３Ａ：中山中出
身）が描いたイラストが、シンガーソングライターしおりさんの最新アルバム｢閖上
桜｣のＣＤジャケットに採用されました。桜の美しさの中に、微笑ましさと愛情が表
現されているところが採用の決め手だったそうです。５０周年記念行事｢しおりコン
サート｣で、しおりさん自ら紹介してくださいました。★｢飾り物展｣では、小林諒馬
くん（１Ｆ：北稜中出身）と中野伊吹くん（１Ｆ：古川中出身）が入賞しました（｢
飾り物｣とは、身近な道具を組み合わせて表現する高山発祥の伝統文化です）。★情
報ビジネス部は、全国パソコン技能競技大会において、日本語ワープロ競技と情報処
理技能競技（いずれも団体戦）第３位に入賞しました。また、日本情報処理検定協会
の会長特別賞３名、会長賞３名を受賞する快挙をも成し遂げました。本校生徒たちの
活躍は西高校の誇りです。西高生の規律ある高校生活や何事にも一生懸命に取り組む
姿勢がこれらの成果に結びついたのではないでしょうか？今後も生徒たちの活躍にご
期待ください！

　今回のアメリカ語学研修に参加して、一番感じたことは、普段自分がど
れだけ恵まれた環境で生活させてもらえているのかということです。今ま
で、当たり前のように学校に通ったり部活動を行ってきました。しかしそれ
は決して当たり前のことではないのだと痛感しました。自分のために真剣
に指導して下さる先生、いつも優しく見守ってくれる家族、夢に向かって
一緒に頑張る仲間。本当にたくさんの人のお陰で、今私が楽しく充実し
た毎日を送れているのだと、心のから感謝の気持ちを感じました。感謝
する心はどこに居ても大切です。感謝の気持ちを持って相手に接するこ
とは、コミュニケーションをとるための第一歩だと思います。違う言語の
人々とコミュニケーションをとることは難しいけど、常に相手を思いやるこ
とを忘れず、感謝の気持ちを持って接していきたいです。このプログラム
に参加させていただき、本当にありがとうございました。

小木曽　桃子
１年Ｊ組：丹生川中出身

ウインドアンサンブル部

　本校の剣道部は、３月２７日・２８日に愛知県春日井市総合体育館で行われる全国高等学
校選抜剣道大会（男子団体）に出場します。今回で２年連続３回目の出場となりますが、生
徒たちは、普段から厳しい練習を積むことによって、技を磨くだけでなく人間的にも大きく
成長してきました。今回は、男子部主将の大河内敬介くん（２Ｊ：福地[愛知]中出身）が、
部活動の雰囲気や岐阜県予選優勝までの道のり、今大会の抱負などを語ってくれます。 岐阜県高等学校駅伝競走大会 飛騨地区高等学校卓球選手権大会

　僕たちは夏季大会、新人戦と２度の県大会で優勝し、そんな中で選抜
予選を迎えました。「二度勝っているんだから、次も勝てるだろう」という
期待と「試合は一発勝負だから何が起こるか分からない、負けたくない」
という不安が心の中で葛藤していました。しかし、試合前に先生が「勝ち
負けではなく、自分の力を出し切れるかどうかだ」という話をされ、気づき
ました。結果ばかり求めるのではなく、自分の力を出し切ることが勝利へ
の自信になる、自分たちは挑戦者なのだから強気で攻めよう、と思い試
合に臨みました。その気持ちがあったからこそ、優勝という結果がついて
きたのだと思います。僕たちの目標は、県で勝つことではなく全国で活躍
することです。挑戦者の気持ちを忘れずに力を出し切って、一勝でも多く
し全国に高山西の名を広めていきます。みなさん、応援よろしくお願いし
ます。

剣道部
大河内　敬介

（２Ｊ：福地[愛知]中出身）

飛騨駅伝競走大会

岐阜県高校生バドミントン大会
岐阜県民卓球大会

　運動部にとっては、春に行われるインターハイ予選へ向けての前哨戦が行われる時期となりました。東海新人大会には、卓球部男子団体、バドミントン部女子個人Ｗ、女子バ
スケットボール部が出場。選抜大会予選では、剣道部女子団体と男子ハンドボール部が第３位。そして、剣道部は男子団体で２年連続３回目の優勝を飾り、全国高等学校剣道大
会に出場することとなりました。文化部では、東海アンサンブルコンテストにクラリネット八重奏と金管八重奏が出場。そして、全日本高等学校打楽器ソロコンクールでは優秀
賞を獲得しました。また、情報ビジネス部は、日本情報処理検定協会会長特別賞・会長賞をはじめ、多くの検定試験で資格を取得しました。多くの部活動が、この春休みに遠征
合宿など計画し、さらなる強化を目指しています。インターハイ、全国大会出場を目標に、どの部活動も競い合うように日々練習に励む姿が西高校にはあります。

全国高等学校選抜剣道大会岐阜県予選 岐阜県高等学校選抜ハンドボール選手権大会

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

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

全日本高等学校打楽器ソロコンクール

第１６回高校生新聞賞

飛騨地区高校書道展 岐阜県アンサンブルコンテスト飛騨地区予選

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

各種検定における１級取得者数

海外語学研修 

全国大会へ向けて 

本校生徒の活躍紹介 

新 人 大 会  各 種 大 会  

部活動の活躍 


