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　昨年度、高山西高等学校は創立５０周年を迎えました。そして、今年は新たなる５０年に向けて踏み出す最初の都市となります。そんな想いを胸に生徒会執行部では、
今までの西高祭の流れを変えようと、昨年度から新しい企画を練り上げてきました。今回は、クラス企画発表（西フェス“改”）をメインにし、各クラスの発表時間に幅
をもたせるようにしました。どのクラスも、持ち時間をふんだんに使った出し物で観客を魅了していました。特に３年生のステージパフォーマンスは、どのクラスもクオ
リティーが高く、短い取り組み時間でよくここまでのものを創り上げたと感心する声が多く聞かれました。また昨年に引き続き、委託業者によるバザーもおこなわれ、ワ
クワクするようなお祭りの雰囲気がありました。例年行っている有志企画や、委員会・文化系部活動の発表も年を重ねるごとに充実してきており、今後に期待がもてる西
高祭になったように思います。来場者数も約４４０名と多く、この西高祭に対する期待の大きさがうかがえた１日となりました。

   今年の西高祭は、「改」～新たな５０年へ～というスローガンの下で取
り組んできました。生徒会執行部は、昨年創立５０周年を迎えたこの西
高校を次なる５０年でさらに良くしていきたい、改革をしていきたい、今年
の西高祭がその改革の第一歩になってほしいという想いでこのスローガ
ンを決めました。そのため、今年は各クラス企画のさらなるレベルアップ
を目指し、クラスの持ち時間を延長しました。いろいろと困難なこともあり
ましたが、執行部の仲間の支えがあって何とか当日を迎えることができ
ました。各クラスの企画は本当に素晴らしいものばかりでした。例年以上
に準備期間が短い中で、これだけのものを創り上げることができる西高
校は本当にすごいと思います。新たな５０年をスタートする上でふさわし
い文化祭となりました。皆さんの協力に感謝しています。ありがとうござい
ました。今年の西高祭が、西高校のさらなる飛躍の第一歩となってくれ
ることを期待しています。

西高祭実行委員長
加藤　光之介

３年Ｇ組：中山中出身

　今年の夏には、３つの部活動が全国大会へ出場します。全国パソコン技能競技大
会には情報ビジネス部が出場します。昨年は日本語ワープロ技能競技、情報処理技
能競技ともに団体の部で３位入賞しましたが、今年はそれ以上の結果を期待できそ
うです。インターハイには、アーチェリー男子団体・個人が出場します。今やイン
ターハイ常連となったアーチェリー部には、昨年のベスト４（男子団体）を上回る
成績を手にしてほしいものです。そして、東海高校総体女子４００ｍＨで６位入賞
し、創部以来初のインターハイ出場を果たした陸上部。冬期の練習環境のハンディ
を乗り越えての快挙です。これから夏に向けての成長に期待が持てます。情報ビジ
ネス部部長の面手彩奈さん（３Ｉ：国府中出身）、アーチェリー部男子主将平井聡
くん（３Ｈ：松倉中出身）、陸上女子４００ｍＨに出場する牧野ひかるさん（３
Ｉ：東山中出身）の３名に全国大会へ向けての抱負を語っていただきます。

　 僕たちアーチェーリー部は、５月に行われた県大会男子団体で優勝
し、全国高校総体への出場権を得ることができました。３年生部員が２
人しかいないため、他の高校よりも不利な状況にありました。アーチェ
リーの団体競技は、各チームの上位３人の合計点数で競います。なの
で、３年生だけでなく１・２年生を含む部員全員の力が必要となります。
特に２年生は短い期間ですごく成長してくれたと思うし、２人しかいない３
年生に必死について来てくれて本当に感謝の気持ちで一杯です。去年
の先輩方は全国で４位という素晴らしい結果を残して下さいました。しか
し、あと一歩で優勝できたかもしれないという悔しい思いもされました。今
年は先輩方の悔しい気持ちを忘れずに戦い、日本一になりたいと思って
います。まずは、東海大会で優勝して弾みをつけたいです。今まで支え
て下さった先生方や親への感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。

アーチェリー部
平井　聡

　私たち情報ビジネス部は、８月に行われる全国大会に向けて日々、練
習しています。昨年の大会では全国３位という結果でした。毎年３位とい
う結果なので、今年こそは２位以上になるという目標を持って、日々の
練習に力をいれています。大会のレベルは毎年高くなってきているの
で、入賞するのがとても大変になってきます。そのような環境の中、私た
ちだけでなく、他の高校も同じように高い目標を持って練習をしていると
思います。思うようにいかないこともありますが、他の高校に負けないよ
うに部員一丸となって頑張りたいです。大会まで残された時間は少ない
ですが、毎回の練習を大切にして苦手な部分などを克服し、今よりもレ
ベルを上げて大会に臨みたいです。今まで支えて下さり厳しく指導して
下さった顧問の先生方や、いつも応援してくれる家族や周りの人への
「感謝の気持ち」を忘れずに、全員で全国大会へ向けて頑張ります。

３年Ｈ組：松倉中出身

[西フェス（学年別）]
＜３年生の部＞ １位　３年Ｊ組 ２位　３年Ｉ組 ３位　３年Ｇ組
＜２年生の部＞ １位　２年Ｇ組 ２位　２年Ｊ組 ３位　２年Ｆ組
＜１年生の部＞ １位　１年Ｇ組 ２位　１年Ｉ組 ３位　１年Ｂ組

優勝:３年Ｊ組 準優勝：３年Ｉ組 ３位：１年G組

　僕は、西高校の特Ⅰクラスに所属しています。生活はとても大変で、
授業の進むスピードは速く、宿題量も多く忙しい日々が続いています。し
かし、そのような生活でも毎日が充実しているように感じます。周りには
やる気のある仲間いて先生方はとても熱心に指導をして下さいます。勉
強する環境が整っているため、自分もやる気がでるし、仲間と共に頑張
ろうと思えるので西高校に入学して本当に良かったです。早くこの生活
に慣れてもっと自分を高められるように様々な事に挑戦したいです。３
年間勉強中心の生活が続くと嫌になることや辛くなることもあるかもしれ
ません。でも、自分は西高校で勉強を一生懸命するために入学したの
で、夢を叶えたいという気持ちだけは忘れずに乗り越えていきたいです。
周りの友達と切磋琢磨し、大きく成長して卒業する時には達成感が残る
ような取り組みができれば良いと考えています。

　今年新たに２３６名の新入生が西高の仲間となりました。４月７日（月）に行わ
れた入学式では、来賓や保護者が見守るなか、新入生諸君の名前が読み上げられ、
一人一人の希望に満ちた返事が、会場に響き渡りました。また、新入生を代表し安
藤大貴くん（１Ｇ：日枝中出身）が入学生宣誓を行いました。厳粛な雰囲気のな
か、西高生としての決意がうかがえる、これから始まる西高生活のスタートとして
相応しい入学式となりました。
　入学してまもなく３ヶ月となります。今回１年各クラスのを代表する７名より、
西高でどんな夢を叶えたいのか、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。

加藤　涼太郎
１年Ｇ組：中山中出身

特進Ⅰクラス

　 私は、ウィンドアンサンブル部に所属しており、日本一になるという夢
があります。夢を叶えるために日々練習に励んでいます。基礎練習を徹
底し、曲の練習も集中して取り組んでいます。しかし、日本一を目指す
ためには、練習だけ頑張れば良いとは考えていません。普段の日常生
活がしっかりとできなければ夢は叶わないと思います。なので、挨拶や
授業中の姿勢にもこだわって生活をしています。また、勉強にも力を入
れています。今私には明確な進路が決まっていません。３年間で自分
の進みたい道を決めていきたいと考えています。西高校では、進路を考
えるためのいろいろな取り組みがあります。進路ガイダンスや企業実習、
企業見学などです。先生方とも相談をしながらじっくりと考えていきたい
です。進路の方向が決まった時、学力が足りなくて諦めるということにな
らないように、一生懸命勉強したいと思っています。

　 私が、西高校で叶えたい夢は保育士になることと部活動で東海大会
に出場することです。保育士になるために大学へ進学したいと考え、特
進Ⅱクラスを選びました。勉強と部活動を両立するのは大変難しいで
す。今は限られた時間を上手に使おうと試行錯誤しながら取り組んでい
ます。早く自分に合った方法を見つけて、夢を叶えられるように頑張りた
いと思います。部活動は卓球部に所属しています。中学校の時、最後
の大会ですごく悔しい思いをしました。同じ失敗を繰り返さないために１
日１日の練習に課題を決めて取り組んでいます。東海大会出場という
目標を達成するために辛いことから逃げ出さず、どんな練習にも弱音を
吐かず、仲間と協力し合って頑張っていきたいと思います。また、自分
を支えてくれる人への感謝の気持ちを忘れずに生活したいと思います。
この生活を当たり前に思わずに様々な事に取り組んで行きたいです。

中田　瑞紀 鎌倉　綾香
１年A組：松倉中出身 １年Ｈ組：東山中出身
ウインドアンサンブル部 卓球部

　 僕が西高校で叶えたいことは、二つあります。一つは、専門学校への
進学です。僕は医療関係の専門学校へ進学したいと考えています。そ
のため、３年間一生懸命勉学に励み夢を叶えたいです。二つ目は、中
学の時に果たせなかった県大会で優勝して全国大会に出場することで
す。厳しい環境の中で、礼儀やマナーなどの人間としての基本的な事を
徹底すると共にハンドボールの高い技術を学んでいけば必ず全国大会
に出場できると信じています。謙虚な気持ちで練習に取り組み、自分の
力を高めていきたいです。勉強と部活動に全力で取り組める環境が
整っている西高校に入学して良かったと感じています。努力を継続して
結果を残し、僕を支えてくれたたくさんの人達に恩返しをしたいです。社
会に貢献できる人間になれるように３年間頑張っていきたいと思いま
す。そのためにも、自分に厳しきく何事にも取り組みたいです。

   私が西高校に入学した理由は、強い高校でバスケットボールに打ち
込みたかったからです。また、卒業後大学に進学したいという思いが
あったからです。部活動では、中学の時に悔しい結果で終わってしまい
ました。自分の中でやり残したことがあったから、部活動の強い高校で、
素晴らしい先輩方と信頼できる仲間と共にバスケットをしたいと考えまし
た。練習はとても辛いけれど、仲間と切磋琢磨して、自分のプレーを磨
き上げていきたいです。そして、全国大会・東海大会という県大会以上
の大会に出場するという夢を叶えたいと思います。特進Ⅱクラスは、部
活動があるため勉強時間が限られています。休日は練習の疲れもた
まって大変です。しかし、どんなに疲れていても勉強を疎かにすることだ
けはしたくないです。日頃から先生方や仲間、家族に支えられているこ
とを忘れずに感謝の気持ちを持って３年間を過ごしたいと思います。

早瀨 翼 小林　莉菜
１年Ｂ組：日枝中出身 １年Ｉ組：清見中出身

ハンドボール部 女子バスケットボール部

　０，１８秒の攻防を制し、私は夢の舞台への切符を手にすることができ
ました。昨秋の東海新人大会を機に、ＩＨを明確な到達点としてとらえ、
日々練習に励んできました。高まる周囲の期待を感じながら、冬期間は
自制心との闘いでした。単調なウエイトやサーキットトレーニング、間食を
我慢し食事制限をすること、家での自主トレもうれしくはなかったけど、少
しも辛くありませんでした。なぜなら、私にはどうしてもインターハイに行き
たいという夢があったからです。強く思えば行動が変わる。思考は実現
することを私は身を以て体験しました。最後に、ご自身の家庭や仕事を
犠牲にしてまでも、私たちの為に時間をくださったコーチ。休みもなく、面
倒を見て下さった先生。いつも笑顔で一緒に頑張ってくれた仲間たち。
私を支えて下さった方を挙げればきりがありません。両親をはじめとし
て、皆さんへの恩返しは山梨の地で果たします。

　昨年度、飛騨学園は創立５０周年を迎え、それに伴う様々な企画がなされたことは皆さんの記
憶にも新しいと思います。そして、今年度は創立５１年目となる年であり、１００周年へと向けた第
一歩となる年です。そんな５１年目の西高校生徒会として、大切にしたいことは２つあります。１つ
は、今までの素晴らしい伝統を守ることです。学習三原則など受け継がれてきた基本的なことを
おろそかにせず守り続けることは簡単そうに見えて難しく、とても重要なことだと思います。２つ目
は、１００周年に向けた５０年間の良いスタートを切ることです。今年度の西高祭では『改』という
スローガンにふさわしい５１年目らしいものだったと思っています。体育祭の行事から日常・学校
生活における基本的なことまで、西高校の新たなスタートとなるようにしたいです。５０年の伝統
を受け継ぎ、さらなる西高校の発展のために生徒会執行部一同、全力で活動していきます。

☆☆☆　創立５０周年を終え・・・新たな５０年に向けて　☆☆☆
生徒会長　小鳥　雄平   （２G：小坂中出身）

川上　亮輔　  （１G：日枝中出身） 桂川　大輝     （１G：萩原南中出身）

 　僕はこの西高校で叶えたい夢があります。一つは、国公立大学へ進
学することです。そのためには、日々の勉強の積み重ねがとても大切に
なってきます。特Ⅱクラスに所属して勉強と部活動の両立を目指してい
ます。今は時間を上手に使うことを心掛けています。短時間で集中して
勉強し成果を出せるようにしていきたいです。もう一つの夢は、軟式野
球で東海大会に出場することです。これには強い思いがあります。なぜ
なら、西高校の軟式野球部は今年の夏で最後だからです。夏の大会が
終わったら、硬式野球部になります。ものすごいことだと思います。今ま
での歴史がここで終わり、新たな歴史が生まれていくのです。今まで軟
式野球部の歴史を築いて下さった先輩方のために何としてでも良い結
果を残して締めくくりたいです。また、秋からは硬式野球部としての新た
な一歩を踏み出していきたいです。

江㟢　元 中井　憲太
１年Ｆ組：小坂中出身 １年Ｊ組：松倉中出身

特進Ⅰクラス 軟式野球部

ＩＳＡ留学生来校

環境ウォーク

　５／８に環境教育の一環として、毎年春に行われた環境ウォーク。
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ること
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年生は高山市街地を通り抜け
ての城山公園、３年生は原山・松倉遊歩道で自然に親しみました。

宮川　頌健　  （２G：中山中出身）

   僕には大学進学という大きな夢があります。その夢を叶えるために西
高校の特Ⅰクラスを希望しました。西高校の生活は、毎日が忙しくてと
ても大変ですが、その分充実しています。中学生の頃の僕は、自分から
積極的に勉強に取り組むという姿勢は持っていませんでした。しかし、今
は目標を叶えるために自分から勉強しようという意欲を持って取り組ん
でいます。同じ目標を持ったクラスの仲間と背中を押し合いながら頑
張っています。西高校は僕にとって、とても過ごしやすい場所です。それ
は勉強する環境が整っているからです。しかし、継続しなければ自分の
力にはなっていきません。毎日小さな目標を持ちながら取り組み、最終
的には夢を叶えられるように努力していきたいです。継続できなかった
過去の自分を忘れずに、西高校の恵まれた環境と周りの仲間、西高校
に通わせてくれた親に感謝の気持ちを持って取り組んでいきたいです。

坂上　貴彦     （１G：日枝中出身）

押井　悠伽　　 （１F：日枝中出身）
内木　麻優子　（２G：宮中出身）
脇田　真悠子  （１G：日枝中出身）
野中　健司     （２J：東山中出身）
安藤　大貴     （１G：日枝中出身）
大坪　愛依     （２F：下呂中出身）
江㟢　元        （１F：小坂中出身）

創立記念講演会
脳科学者　茂木健一郎

　東京ドイツ文化セン
ターのプロジェクトアシ
スタントのフェーリック
ス・ワグナーさんが来
校され、２年生を対象
に「ＥＵの設立理念]、
「ドイツの環境行政や
観光」などについて話
してくださいました。現
在のEUを巡る問題か
らスポーツ、教育制度
まで幅広く教えてくだ
さいました。また、２年
Ｇ組との懇談会では、
英語での質疑応答が
ありました。

　今年の創立記念講演会は、ＮＨ
Ｋ『プロフェッショナル 仕事の流
儀』のＭＣを務めていた脳科学者
茂木健一郎氏をお招きしました。
「脳と個性～みんなちがって、み
んないい」をテーマに、脱偏差値、
個性の大切さ、ドーパミンの効果
などをお話ししていただきました。
講演中には、本校生徒の中から、
個性の違う様々なタイプの生徒を
ステージに上げて触れ合う場面も
ありました。その軽妙なやりとり
に、会場中が笑いに包まれまし
た。茂木さんの人柄そのもの、非
常に親しみある講演となりました。

　毎年恒例となりました、姉妹校アメリカテキサス州ＩＳＡ高校の交換留学生１０名
が西高を訪れました。本校生徒宅でホームステイを体験した留学生は、ホストス
チューデントと共に授業に参加し、部活動見学、書道や茶道の体験、高山市内の
古い街並みや飛騨の里での散策など日本の高校生活、飛騨の文化や伝統を肌
で感じる体験をすることができました。

ＥＵがあなたの学校にやってくる

　西高文化系部活動の雄である情報ビジ
ネス部が、メーテレ（名古屋テレビ）朝
の人気番組「ドデスカ！」に出演しまし
た。日頃の練習風景や部活動にのぞむ心
構え、全国大会へ向けての様々な取り組
みなどが紹介されました。情報ビジネス
部は、毎年８月に開催される全国パソコ
ン技能競技大会では、毎年好成績を残し
ています。本校の学校行事においても、
情報ビジネス部員の活躍は欠かせぬ存在
となっています。

情報ビジネス部
面手　彩奈

３年I組：国府中出身

陸上部
牧野ひかる

３年Ｉ組：東山中出身

平成２６年度 西高祭  スローガン「改」～新たな５０年へ！！～ 

新１年生インタビュー 

おもなできごと  

全国大会へ向けて 

情報ビジネス部の取り組みがＴＶで紹介されました 

平成２６年後期生徒会執行部決定！ 



［岐阜県予選］ ☆アーチェリー
☆バドミントン ☆男子ハンドボール
男子団体　１回戦　高山西　３－０　飛騨神岡 １回戦　高山西　３７－　９　中津 男子団体 優勝

　　　　　準決勝　高山西　１－３　飛騨高山 ２回戦　高山西　２９－１８　大垣北 男子個人　　上遠野稜佑 １位

　　　　　２位決　高山西　１－３　斐太 ５位 準決勝　高山西　１４－１６　岐阜東　 　　　　　　滝村健一郎 ３位

女子団体　準決勝　高山西　３－０　飛騨高山 ３決戦　高山西　３３－１９　富田 ３位 　　　　　　近藤篤裕 ６位

　　　　　決　勝　高山西　３－０　斐太 優勝 　　　　　　平井聡 ８位

女子個人Ｓ　山腰留伽 １位 ☆アーチェリー 女子個人　　森花諸梨 ７位

　　　　　　野尻未優 ２位 男子団体 優勝

　　　　　　本谷かすみ ３位 男子個人　　上遠野稜佑 １位 ☆軟式野球
女子個人Ｗ　本谷かすみ・北瀬晴果 １位 　　　　　　滝村健一郎 ２位 軟式野球春季大会

　　　　　　平井聡 ６位 Ａゾーン　１回戦　高山西　０－９　岐阜 １回戦敗退

☆男子バスケットボール 　　　　　　岩島志龍 ７位

準決勝　高山西　１５７－５０　高山工 女子個人　　森花諸梨 ９位 ☆女子バレー
決　勝　高山西　１１１－８１　益田清風 優勝

☆陸上 １回戦　高山西　１－２　大垣養老 １回戦敗退

☆卓球 男子　４００ｍＨ　谷口優輔 １位
男子団体 　　　４００ｍ　　谷口優輔 ６位 ☆その他
予選リーグ　高山西　３－０　高山工 　　１５００ｍ　　光賀翔哉 ７位
　　　　　　高山西　３－０　飛騨高山 ３０００ｍＳＣ　　光賀翔哉 ７位 安藤佳菜 最優秀賞

決勝トーナメント 　　　円盤投　　　栗林裕介 ８位 日置桃子 優秀賞

準決勝　　　高山西　３－０　益田清風 女子　４００ｍＨ　牧野ひかる １位 田中沙采 特別賞

決　勝　　　高山西　３－０　斐太 優勝 　　　４００ｍ　　牧野ひかる ７位
男子個人Ｓ　熊﨑健 １位

　　　　　　栃洞槙人 ２位 ☆男子バスケットボール
　　　　　　定塚春樹 ３位 １回戦　　　高山西　７８－　７７　岐阜工 ☆剣道
男子個人Ｗ　栃洞槙人・熊﨑健 １位 ２回戦　　　高山西　８３－　７５　大垣養老 男子団体

　　　　　　小林衛司・定塚春樹 ２位 ブロック決　高山西　４５－　７２　中津工 予選リーグ　高山西１－１帝京第五（愛媛）

　　　　　　蒲凌人・正戸勇人 ３位 ５決予備戦　高山西　７７－　７０　大垣工 　　　　　　高山西４－０盛岡第一（岩手） １位通過
女子団体 ５決戦　　　高山西　５９－　９１　岐阜総合 ６位 決勝トーナメント

リーグ戦　　高山西　３－０　斐太 準決勝　　　高山西０－３水戸葵陵（茨城） ベスト１６

　　　　　　高山西　３－１　益田清風 ☆女子バスケットボール
　　　　　　高山西　３－１　飛騨高山 優勝 １回戦　　　高山西　８０－２７　関

女子個人Ｓ　荒川琴海 １位 ２回戦　　　高山西１１４－３４　多治見

　　　　　　松下沙耶香 ２位 ブロック決　高山西　６２－５５　長良

女子個人Ｗ　松下沙耶香・荒川琴海 １位 決勝リーグ　高山西　２５－７１　県岐阜商 ☆陸上
　　　　　　平田菜々美・鎌倉綾香 ３位 　　　　　　高山西　３５－１０４岐阜女子 男子　４００ｍＨ　谷口優輔 ８位

　　　　　　高山西　５８－５０　岐阜農林 ３位 　　　４００ｍ　　谷口優輔 予選敗退

☆サッカー 優秀選手賞　野村円花 女子　４００ｍＨ　牧野ひかる ６位
１節　高山西　３－３　吉城

２節　高山西　１－０　高山工 ☆バドミントン ☆剣道
３節　高山西　１－２　飛騨高山 女子団体　２回戦　高山西　３－０　岐阜東 男子個人　　佐藤拓弥 ３位

４節　高山西　６－０　飛騨神岡 　　　　　準々決　高山西　３－１　大垣西 女子団体

５節　高山西　３－２　斐太 優勝 　　　　　準決勝　高山西　３－１　済美 予選リーグ　高山西２－１榛原（静岡）

　　　　　決　勝　高山西　１－３　県岐阜商 準優勝 　　　　　　高山西１－０鈴鹿（三重）

☆女子バレー 女子個人Ｓ　野尻未優 ３位 　　　　　　高山西３－１岡崎商業（愛知）

１回戦　高山西　２－１　吉城 　　　　　　山腰留伽 ベスト８ 決勝トーナメント

準決勝　高山西　０－２　飛騨高山 女子個人Ｗ　本谷かすみ・北瀬晴果 ３位 　　１回戦　高山西１－０気賀（静岡）

３決戦　高山西　２－０　飛騨神岡 ３位 　　　　　　山腰留伽・野尻未優 ベスト８ 　　準決勝　高山西３－０岡崎城西（愛知）

　　決　勝　高山西１－４麗澤瑞浪（岐阜） 準優勝

☆陸上 ☆剣道 女子個人　戸川あやめ ５位

男子　４００ｍ　　中谷健吾 １位 男子団体　２回戦　高山西　５－０　羽島

　　　　　　　　　石丸進也 ３位 　　　　　３回戦　高山西　２－３　関商工 ベスト１６ ☆男子ハンドボール
　　　８００ｍ　　山本岳 ３位 男子個人　佐藤拓弥 ５位 １回戦　高山西１８－１７御殿場（静岡）

　　１５００ｍ　　光賀翔哉 １位 女子団体　２回戦　高山西　４－１　各務原 ２回戦　高山西１６－３４春日丘（愛知） ５位

　　　　　　　　　野戸雄介 ３位 　　　　　３回戦　高山西　５－０　加納

　　１１０ｍＨ　　中嶋宏貴 ３位 　　　　　４回戦　高山西　３－０　益田清風 ☆アーチェリー
３０００ｍＳＣ　　光賀翔哉 ２位 　　　　　準決勝　高山西　１－４　麗澤瑞浪 ３位 男子団体

　　　　　　　　　野戸雄介 ３位 女子個人　戸川あやめ ３位 決勝トーナメント

　　　　走高跳　　大坪駿平 ２位 １回戦　高山西１８３－１９４浜松湖東（静岡） １回戦敗退

　　　　走幅跳　　中林郁也 １位 ☆卓球 男子個人　　上遠野稜佑 １３位

　　　　三段跳　　中林郁也 １位 男子団体　　２回戦　高山西　３－０　帝京可児 　　　　　　平井聡 ２４位

　　　　　　　　　上田龍 ３位 　　　　　　３回戦　高山西　３－２　岐阜総合 　　　　　　滝村健一郎 ３０位

女子　１００ｍ　　保谷茉湖 ２位 　　　　　　準々決　高山西　３－１　県岐阜商 女子個人　　森花諸梨 ３５位

　　　４００ｍ　　大栗田愛佳 １位 　　　　　　準決勝　高山西　１－３　中京 ３位

　　　走高跳　　　中畑祐里奈 １位 女子団体　　２回戦　高山西　３－１　岐阜北 ☆女子バスケットボール
　　　走幅跳　　　保谷茉湖 １位 　　　　　　３回戦　高山西　３－０　大垣西 １回戦　高山西４１－１０６安城学園（愛知） １回戦敗退

　　　砲丸投　　　谷口真鈴 ３位 　　　　　　準々決　高山西　０－３　富田 ベスト８

　　　円盤投　　　谷口真鈴 １位 ☆バドミントン
　　　　　　　　　松葉杏奈 ２位 ☆女子バレー 　 女子団体

　　　やり投　　　松葉杏奈 １位 １回戦　高山西　２－１　大垣南 １回戦　高山西２－３岡崎城西（愛知） １回戦敗退

　　　　　　　　　野畑那奈 ３位 ２回戦　高山西　０－２　長良 ベスト１６

☆卓球
☆サッカー 男子団体

１回戦　高山西　０－２　中津川工 １回戦敗退 １回戦　高山西１－３浜松商業（静岡） １回戦敗退

☆男子ソフトテニス
男子団体　１回戦　高山西　１－２　大垣商 １回戦敗退

☆女子ソフトテニス
女子団体　１回戦　高山西　０－３　恵那 １回戦敗退

　ウインドアンサンブル部の恒例行事で
ある「春の高原演奏会」が、標高１３０
８ｍの新穂高ロープウェイしらかば平駅
前で開開催されました。透き通る青空の
下、残雪の山々に響き渡る音色は、新穂
高に訪れた観光客の方々を魅了しまし
た。また、情報ビジネス部は昨年に引き
続き、乗鞍青少年交流の家で行われた
「のりくらグリーンフェスティバル」に
補助員ボランティアとして参加しまし
た。テキパキと運営の補助をする生徒た
ちの姿は頼もしく感じられました。

　今回、母校で実習をさせていただけることになり、2週間という短い期
間でしたが、本当に多くのことを学ばせていただきました。教えられる立
場から教える立場になって学校生活を送ってみると、在学中には気付
かなかったことの多さに驚きました。まず、人に何かを教える事の難しさ
です。高校時代に受けていた授業の裏に、多くの計画と生徒への想い
が詰まっていました。簡単にこなしているように見えた授業ですが、組み
立てるのがこんなに大変なことだとは思ってもいませんでした。また、西
高校は、元気で明るく、素直な生徒さんがばかりで、朝早くから朝練をし
たり、夜遅くまで勉強をする姿に、とても刺激を受けました。改めて、自
分自身が西高校の卒業生であることを誇りに思いました。生徒のみなさ
んも、いつかそんな風に思える日が必ず来ると思います。最後に、指導
教員の田邊先生を始め、先生方にはたいへんお世話になりました。在
学中と変わらない、熱心なご指導を本当にありがとうございました。

　今年は５月下旬より５名の卒業生が、本校で教育実習を行いました。２～４週間
の実習期間中、朝の登校指導から始まり、ＳＨＲ、各教科での授業、清掃指導、部
活動指導など、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奮闘
する姿がありました。一回の授業をつくりあげるためには膨大な準備が必要になる
こと、クラス経営には様々な個性の生徒と向き合う必要があることなど、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達と接
する姿がありました。また、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。西高校
を卒業した先輩として、生徒達と向き合う姿には頼もしさが感じられました。

古田　朱花奈
古川中出身
奈良大学
国語科

　鉛色をした校舎。約４年ぶりに戻ってきた高山西高等学校。以前は生
徒として通っていた西高校にこの度は教育実習生として戻って来ること
が不思議に感じながらも喜ばしいことでした。この２週間という教育実習
で授業づくりや教授行為の仕方、生徒理解や学級経営など多くのことを
学ばせて戴きました。また、学校教員の職務の多忙さ、生徒に教えるこ
との難しさなどさまざまなことを体感することもできました。特に授業づくり
及び教授行為では、どのような説明の仕方が生徒にとってわかりやすい
ものになるのかということやどのような板書が生徒にとってわかりやすい
かなど先生方の授業を観させて戴いたり、指導教官の桂川先生から指
導して戴いたりして少しずつ授業らしいものにすることができました。最後
になりましたが浅学菲才な私に指導をして下さった先生方、そして私の
授業を一所懸命になって受けてくれた３I・１G・２FGの生徒諸君、３Fの
生徒諸君に感謝しております。

細江　尚弘 河合　良樹
下呂中出身 竹原中出身

東京理科大学 国士舘大学
数学科 地歴公民科

理科 保健体育科

　母校である西高校で二週間、実習をさせていただきました。そのなか
でいくつもの貴重な体験、経験をさせていただきました。当初は、授業を
すると毎回反省点ばかりで、次の授業が苦痛に感じる日もありました。そ
んな時に先生方の授業を見学させていただき、そこで気付いた点を自
分の授業に取り入れていくうち、一歩ずつではありますが思うような授業
ができるようになりました。生徒からはたくさんの元気をもらい、毎日が充
実した実習になりました。今回の実習期間で私がしたことは教員のすべ
きこと全体のほんの一部ですが、実習を通して教員に一層魅力を感じる
ようになりました。ご指導していただいた先生をはじめ、先生方、本当に
ありがとうございました。西高生のみなさん、勉強や部活、忙しい毎日に
諦めそうになることもあるかと思いますが、そんな時は自分の持つ夢を
思い出し、もう一度頑張ってください。きっと将来、西高校の生徒でよ
かったと思える日が来ると思います。

　★新井真季子さん（Ｈ２３年度卒）は、「ファーイーストカップ」大回転で種目別優勝を果たし、１０月にオーストリアで開催されるワールドカップへ日本代表として
初出場、そして４年後に開催される、平昌（韓国）オリンピック出場を目指しています。★椿倉章吾さん（Ｈ１７年度卒）は、美容室「カラーズラボ」に勤務する傍ら、
「ヘアデザイン全国コンテスト」でみごと優勝しました。★岡田はるなさん（Ｈ２０年度卒）は、高山（ひだホテルプラザ）を代表してＡＮＡ（全日空）の北陸圏への観
光誘致ポスターに登場しました。★介護福祉士の大溝育代さん（Ｈ７年度卒）は、椅子を使った体操「チェアエクササイズ」の普及に取り組んでいます。★平野寛明さん
（Ｈ９年度卒）と五反田裕子さん（Ｈ１５年度卒）は、全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会のリカーブ部門に出場します。卒業生の活躍が光っています！

　私は３週間の教育実習で多くのことを学ばせて頂きました。先生方の
授業を一生懸命行う姿や朝の挨拶運動から生徒に声をかけ指導をす
る姿、部活動を熱心に指導する姿からは熱意が伝わりました。そんな先
生方に指導して頂き、学んだことは書ききれないほどあります。その中で
も特に大切だと思ったことは、何事も経験だということです。私はこの教
育実習で、理想の教師像を大きく作ることが出来ました。その理想に近
づく為に、何事も前向きに挑戦する気持ちを持ち続け、多くの経験や失
敗の中から自分を見つけ、成長していきたいです。指導教官である富田
先生、体育科の先生方はじめ、多くの先生方にご指導頂き本当にありが
とうございました。そして西高生の皆さん、気持ちの良い挨拶や一生懸
命取り組む授業に部活動、素敵な西高祭など、たくさんの刺激をもらい
ました。さすが西高生という姿を何度も見ることができ、嬉しかったです。
失敗を恐れず、自分の夢に向かって頑張って下さい。

　近年、岐阜県大会において上位に入賞する部活動が増えてきました。アーチェリー男子団体・男子個人、陸上の４００ｍＨにおける男女同時優勝。そしてバドミン
トン女子団体、アーチェリー男子個人の準優勝。男子ハンドボール、女子バスケットボール、剣道女子団体・女子個人、卓球男子団体、バドミントン女子個人Ｗ・個
人Ｓの第３位。また、団体種目、個人種目共に多数の競技種目がベスト８以上にの成績をおさめています。東海高校総体には７競技１２種目が出場します。勢いを増
す西高部活動。このように多数の部活動が東海大会以上に出場することは、生徒たちにとって大きな誇りであり、高校生活に対する励みともなっています。とくに、
アーチェリー男子団体・男子個人、陸上女子４００ｍＨはインターハイに出場します。日頃の努力の成果を出し切って欲しいと思います。また、今夏より軟式野球部
が硬式野球部へと変更されます。「飛騨から甲子園」を合い言葉に、西高を盛り上げる存在となることを期待しています。なお、この夏には飛騨地区高校総体、国体
予選があります。飛騨地区高校総体では、どれだけ優勝旗を獲得できるか、そして何人が本国体（長崎がんばらんば国体）へ出場できるか、非常に楽しみです！

［飛騨地区予選］
岐阜県高校春季大会

スプリングチャレンジカップ（１部）

高山市英語スピーチコンテスト

　今回私は、母校である高山西高校で教育実習をさせていただき、三
週間という実習期間で非常に多くのことを学ばせていただき、充実した
教育実習となりました。私が高校生の時にはわからなかった先生方の
苦労や大変さが身に染みました。西高校の生徒が遅くまで勉強している
ということは、先生方もそれ以上に遅くまで仕事をしているということでも
あり、また１時間の授業をするために２時間・３時間の準備がいるというこ
とを実感しました。また、教員としての生徒とのコミュニケーションの取り
方を最初の１週間はすごく考え、悩みました。しかし西高祭もあり、生徒
との距離感を取れるようになりました。私が体感したことは氷山の一角に
しか過ぎないと思います。あらためて西高校の先生方の凄さ、素晴らし
さを実感しました。最後になりますが、ご指導していただいた先生方をは
じめ多くの方々にお世話になり貴重な経験をさせていただきました。ご迷
惑をお掛けしましたが本当にありがとうございました。

小川　恭平 新井　洋太
愛知県伊勢山中出身 清見中出身

日本大学 日本体育大学

卒業生教育実習に来る 

卒業生の活躍 

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 

全国高校選抜大会（３月下旬開催） 

各 種 大 会  

東海高等学校総合体育大会 

西高生の地域貢献 


