
［結　果］

北の国から３日目（９／１８）

北の国から４日目（９／１９）
　研修旅行も今日が最終日となりました。早朝にニセコのホテルを出発し、新千歳空港へ移動し
ました。午前中には中部国際空港に到着しました。昼食は名古屋で焼き肉をいただきました。本
当にあっという間の４日間でした。私達がこんなに研修旅行を楽しむことができたのも先生方や
添乗員の方々、そして研修旅行に行かせて下さった家族のおかげです。研修旅行の裏にはたく
さんの人達のサポートがあるということを忘れないようにしたいです。そして、研修旅行で２年生と
して成長した部分をこれからの生活に活かして行きたいです。

　今年も研修旅行は北海道です。天候が心配されましたが、無事に全行程を終えることが出来ました。日本海の大海原を満喫したフェリーでの船旅、迫力あるラフティン
グ、クラスメイトと過ごした函館の街。ホテルの豪華バイキングでお腹いっぱい食べた北海道のグルメ等々。輝く思い出で盛りだくさんとなった北海道研修旅行でした。
それではここで、遠山みちるさん（２G：小坂中出身）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（９／１６）
　ついに待ちに待った研修旅行が始まりました。早朝に西高校を出発して新潟に向かい、新潟港
で大きなフェリーに乗りました。強風のためにフェリーのデッキに出ることはできませんでしたが、船
内で友達と楽しく話したり、トランプゲームをしたりして過ごしました。また、夕方には水平線に沈む
夕日を見たり、夜にはデッキに出て広い海の中ですれ違う船が見られた時はとても興奮しまし
た。滅多に海を眺めることができない私達にとって、今日のフェリーでの一日はとても刺激的で感
動的な一日になりました。

北の国から２日目（９／１７）
　いよいよ北海道に到着しました。まだ北海道にいるという実感もないままニセコに移動しました。
ニセコでは国が認めた一級河川の中でも水質が日本一といわれる尻別川でラフティングをしまし
た。水がすごく冷たかったけれど、仲間と協力しながら７キロの川下りを楽しみました。午後は昭
和新山でクラス写真を撮った後、函館に向かいました。函館山に登り、百万ドルの夜景とも呼ば
れる景色を眺めました。今まで見たことがないくらいきれいな夜景にみんな感動していました。ま
た宿泊先では温泉につかり体を癒やしました。

　今日は函館の町で自主研修を行いました。最初は五稜郭タワーに皆で上って、路面電車やバ
スなどを使いながら函館山駅へ向かいました。各班で計画を立て、函館朝市で海鮮を食べた
り、赤レンガ倉庫で買い物をしたり限られた時間で研修を行いました。自主研修後はもう一度ニ
セコに戻り、ホテルでバイキング形式の夕食をいただきました。カニやラーメン等北海道の料理を
好きなだけ食べ、お腹いっぱいになりました。その後、研修旅行中に誕生日をむかえた人達にサ
プライズでケーキのプレゼントがありました。クラスに関係なく、２年生全員で祝う姿に西高生らし
さを感じました。

　今年の赤団は「翔鳳炎舞」というテーマのもと、一人一人が真剣に取り
組んできました。取り組む姿勢には、整列を速くすることやきちんとした
返事をすることなども含まれます。体育祭の総合順位は３位でした。し
かし、サブ、総務、マスコット、団席が一つとなり、最高の応援を作り上げ
ることができたと思います。競技面では、黄団一人一人が最後まで諦め
ずに頑張っている姿があり、また、それを団席から応援する団員がいま
した。この光景をみて、団長としてよい団員に恵まれたなと思うと同時に
嬉しくて仕方がありませんでした。僕は、青団と黄団の団長とは違った持
ち味で団をまとめてきたと思います。赤団にしかない雰囲気を作り上げら
れたことは自信になりました。体育祭を通して自分自身が大きく変わるこ
とができたと思います。これも赤団の皆さんのおかげです。支えられてば
かりの団長でしたが、ついてきてくれてありがとう。

　体育祭のスローガン「飛翔」には、一人一人が自分の役割を果たすこ
とで空を駆けめぐるように活躍して欲しいという願いを込めました。今年
は例年よりも準備期間が長いため、完成度をより高くしてもらいたいとい
う思いの反面、準備期間が長いことでみんなのモチベーションが継続で
きるのかという不安もありました。体育祭までの期間に各団様々な問題
が起きたと思います。しかし、団長を中心に問題を解決して日々成長す
る団の姿が僕の目にははっきりと映りました。その姿を見ると、自分たち
実行委員も負けてはいられないという気持ちが強くなり、みんなに満足し
てもらえる体育祭にしようと準備にも熱が入りました。当日は、天候にも
恵まれて最高の状態で体育祭を行うことができました。競技が着々と進
んでいく中で、たくさんの人の一生懸命走る姿や勝って喜ぶ表情、負け
て悔しがる表情が印象的でした。本当に素晴らしい体育祭でした。

赤団　団長 体育祭実行委員長
青木裕太郎 野中健司

（３Ｈ：中山中出身） （２Ｊ：東山中出身）

　今年の青団は「碧嵐昇龍」のスローガンのもとに常に楽しく、明るい雰
囲気がある団を作ってきました。今年は練習期間が例年よりも長く丁寧
に練習をしたため、予定より遅れることがありました。しかし、サブと団席
がコミュニケーションをとり、何とか本番に間に合うことができました。体
育祭の応援合戦では、前半２位、後半１位をとることが出来ました。夏
休み前から取り組み、長期にわたって頑張ってきた成果だと思います。
また、入場行進でも１位を取りました。３年連続この部門で１位を取れた
ことは誇りです。総合成績では準優勝という結果でした。すごく嬉しかっ
たですが、何よりも皆が頑張れたことが財産です。いろんな面で助けて
もらったサブの皆には感謝しています。そして、団席、総務、マスコット、
青団の先生方本当にありがとうございました。迷惑をかけてばかりの僕で
したが、青団の団長でよかったです。青団来年も頑張れ！！

青団　団長
上垣内汰聞

（３Ａ：中山中出身）

総合成績 優　勝： 黄　団 準優勝：青　団 第３位：赤　団

　準備当初は、団席もサブもまとまらず、このままで優勝できるのかと不
安を感じていたのを覚えています。しかし、体育祭当日が近づくにつれ
て団席もサブもまとまっていき、一生懸命頑張ろうという雰囲気になって
きました。当日競技で３位をとっても、皆が落ち込むこともなく、励まして
楽しみながら応援をしようという団員の姿がありました。皆で楽しんで応
援することは、黄団が一つになって戦っていることであり、こんな素晴らし
い団の団長を務めることができて幸せだなと感じました。応援合戦で
は、背中に黄団全員の後押しを感じながら精一杯の演技をすることがで
きました。応援後は、とても清々しい気持ちになりました。団幹部、団席
全員の表情も笑顔で思わず涙がこぼれそうでした。総合成績では優勝
し、３連覇を達成することができました。黄団のみんな、黄団が優勝でき
たのは皆のおかげです。来年の４連覇を期待しています。

黄団　団長
澤田空輝

（３Ｉ：松倉中出身）

             （後半） 同率１位　：　青　　団 同率１位　：　黄　　団 ３位　：　赤　　　団
競技成績 １位　：　黄　　　団 ２位　：　青　　　団 ３位　：　赤　　　団

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

★｢全日本Jrクラッシック音楽コンクール｣金管楽器部門（ユーフォニアム）で審査員賞を受賞した小瀬結菜さん（１J：中山中
出身）。★｢全国パソコン技能大会｣では、情報ビジネス部が日本語ワープロ競技及び情報処理技能競技団体の部で準優勝、日本
語ワープロ競技個人の部では面手彩奈さん（３Ｉ：国府中出身）が第２位と昨年を上回る成績をおさめたことを紹介されまし
た。以前にも部活動の様子がTVで放映されたりと西高文化系部活動のなかで今大いに注目を集めており、年々その実力も上昇
しています！★恒例となりました西高生徒による中学生対象の学習サポート活動の様子が紹介されました。今年は、古川中学
校、宮中学校、荘川中学校、中山中学校へ訪れました。おもに教育学部を志望する生徒が先生役となり、中学生に勉強法などの
アドバイスを行いました。★今夏、茨城県で行われた｢全国高等学校総合文化祭｣に出場したウインドアンサンブル部。定期演奏
会、全国吹奏楽コンクール岐阜県大会、全国高等学校総合文化祭を控え、活気づいた部活動の雰囲気や目標に向かう部員一人一
人の姿が紹介されました。各方面で活躍する西高生。何事にも全力で取り組む姿は周囲に元気を与えてくれます。今後も互いに
切磋琢磨し合いながら自分自身を成長させていくことでしょう。がんばれ！西高生！

　９月９日に行われた体育祭は、今年の天候不順を打ち消すような爽やかな秋晴れの下で開催されました。今年度は、体育祭の取り組み期間が長かったこともあり、例年
以上に充実した練習を行うことができ、応援合戦ではどの団も創意工夫を凝らした応援を披露してくれました。また、みんなでピョン（大縄跳び）では、１年Ｇ組が２８
０回という新記録を樹立したかと思えば、２年G組が３０６回、２年J組が４０２回という更なる最高記録を打ち立て、観客をどよめかせました。最後の選手リレーまで
優勝の行方が分からないほどの接戦で、非常に盛り上がった今年の体育祭。最終結果は、優勝：黄団（３連覇！）、準優勝：青団となりましたが、成績に関わらず、熱く
真剣な生徒たちの本気の姿を見られたことが誇らしく感じられました。閉会式で見られた、歓喜の姿、悔しさを噛みしめ涙する姿、その一つ一つが西高生らしい素晴らし
いものでした。実行委員会でも夏休み返上で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、お忙しい中、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　：２年Ｊ組（４０２回） ２位　：２年Ｇ組（３０６回） ３位　：１年Ｇ組（２８０回）

入場行進 １位　：　青　　　団 ２位　：　黄　　　団 ３位　：　赤　　　団
マスコット（前半） １位　：　黄　　　団 ２位　：　青　　　団 ３位　：　赤　　　団
マスコット（後半） １位　：　黄　　　団

　今回、岐阜国体チームには西高校から２人選ばれ、東海ブロック予選
を勝ち上がった結果、本国体出場を決めることができました。しかし、今
年高山西としては、インターハイ予選で負けてしまい全国大会に出場す
ることが出来ず、３年生は引退、僕自身もショックで何もする気にならず
落ち込む日々が続いていました。そんな時に国体選手に選んでいただ
き、この国体が３年生と一緒に試合が出来る最後の大会だと思うと、３
年生のために頑張ろうと思うことができました。今年の岐阜チームは全
然力がなく、予選を通過するのは厳しいと言われていました。そんな
時、先生から先鋒の自分が勝てば、チームは勝つと言われプレッシャー
を感じつつもチームのために精一杯戦いました。結果、試合本番に自分
の力を出すことができ見事全勝することができました。全国の舞台でも
活躍できるように頑張りたいと思います。

剣道部

佐藤　拓弥
（２Ｉ：神戸［三重］中出身）
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　平成２６年度第６９回国民体育大会［長崎がんばらんば国体２０１４］には西高から３名の生徒が出場することになりました。陸上競技の女子４００ｍＨには、イン
ターハイ出場に引き続き、牧野ひかるさん（３Ｉ：東山中出身）が出場します。剣道競技には、この春男子団体で全国選抜大会出場を果たした大河内敬介くん（３Ｊ：福
地[愛知]中出身）と佐藤拓弥くん（２Ｉ：神戸［三重］中出身）がインターハイでも岐阜県選抜選手として出場します。陸上競技は１０／１８（土）から諫早市で、剣道
競技は１０／１９（日）から五島市でそれぞれ熱戦が繰り広げられます。先日行われた壮行会では、全校生徒の期待を胸に、岐阜県代表そして西高生を代表し、全力を尽
くし活躍することを誓いました。以下に、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、国民体育大会へ向けての抱負などを語っていただきます。

　第一志望ではなかった西高校を強く強く推してくれた母。まったく考え
もしなかった陸上部をしつこいくらいに勧めてくれた父。どちらも悩んだ
末、しぶしぶ決めたことでした。でも今思うに、今回の国体への道は、私
が西高校に進学を決め、陸上部に入部したときから始まっていたのかも
しれません。どちらかひとつでも欠けていれば、このような栄誉をいただ
けることにはならなかったと思います。これまでの二年半、支えて下さっ
た宇都宮先生。親身になって教えて下さった伏谷コーチ。人として間
違ったことは厳しく戒めて下さいました。辛いと感じることも少なくありませ
んでしたが、こうして今があるのも、そのおかげであると、感謝の気持ちで
いっぱいです。国体は高校生活最後の大会です。これまで精一杯取り
組んできた私の姿を、後輩たちの心の中に残してもらえるような、岐阜
県代表として恥じない走りをしたいと思っています。

　国体東海ブロック予選では岐阜県は愛知、静岡、三重相手に三勝す
ることが出来、今回長崎で行われる本国体に出場することが決まりまし
た。しかし自分自身の試合内容は、反省する点ばかりでした。悔しく思う
場面が何度かあり、直していかなければならない課題がたくさん残る試
合でした。これからは、この課題を意識しながら、本国体までに今よりも
技術力を伸ばし、コンディションをさらに良くして戦えるように練習をして
いきたいと思います。今年の岐阜代表チームには、西高から僕と佐藤
君の２人、そして他校から３人選ばれました。岐阜代表チームは３年生
が２人しかおらず、例年になく１，２年生が多いチームとなりました。しか
し、そんな中個々の力を合わせて、厳しい東海ブロックを勝ち抜いてき
ました。岐阜代表として、そして高山西高校の代表として、誇りと意地を
もって、本国体で力を出し切ってこられるよう精一杯頑張ります。

陸上部 剣道部
牧野　ひかる 大河内　敬介

（３Ｉ：東山中出身） （３Ｊ：福地[愛知]中出身）

　来年度より西高に｢硬式野球
部｣が誕生します！これまでに
も東海大会出場など輝かしい
実績を残している軟式野球部
ですが、今年の夏の全国高校
軟式野球選手権大会岐阜県予
選を区切りとして、現１・２
年生メンバーでの創部となり
ます。練習環境、道具の購入
など全てがゼロからのスター
トとなりますが、グラウンド
では、小気味よい打球の音が
響き渡り、生徒たちは新しい
チャレンジに気合が入ってい
ます。｢飛騨から甲子園！｣を
合い言葉に、地域に愛される
チームを目指します。応援よ
ろしくお願いします！

西高に｢硬式野球部｣誕生 

祝！国民体育大会出場 

西高生の活躍が紹介されました 

体育祭  ～スローガン「飛翔」～ 

２年生研修旅行ｉｎ北海道 



☆男子ハンドボール ☆陸上 ☆情報ビジネス部
準決勝　高山西３３－　９高山工業 女子４００ｍＨ　　牧野ひかる（３Ｉ：東山中出身） 準決勝敗退

決　勝　高山西３９－１３斐太 優勝 日本語ワープロ競技　団体の部 準優勝

☆アーチェリー 　　　　　　　　　　個人の部　面手彩奈（３Ｉ：国府中出身） ２位

☆男子バスケットボール 男子団体　 予選Ｒ敗退 情報処理技能競技　　団体の部 準優勝

準決勝　高山西　７３－５４　斐太 男子個人　　滝村健一郎（２Ｈ：中山中出身） 予選Ｒ敗退

決　勝　高山西　９６－８７　益田清風 優勝 　　　　　　岩島志龍（２Ｉ：丹生川中出身） 予選Ｒ敗退 ☆ウインドアンサンブル
　　　　　　上遠野稜佑（３Ｈ：東山中出身） 予選Ｒ敗退

☆女子バスケットボール 　　　　　　平井聡（３Ｈ：松倉中出身） 予選Ｒ敗退 大編成の部 銅賞

準決勝　高山西　９７－３４　益田清風

決　勝　高山西　６６－５３　斐太 優勝 吹奏楽の部 出場

☆剣道 ☆卓球
男子団体　リーグ戦　高山西４－０吉城 ☆アーチェリー
　　　　　　　　　　高山西４－０斐太 男子団体　　※本校出場選手は個人種目にも出場 ３位 男子個人Ｓ　　栃洞槙人 １回戦敗退

　　　　　　　　　　高山西４－０飛騨高山 男子個人　　滝村健一郎（２Ｈ：中山中出身） ３位 女子個人Ｓ　　古谷公実 ２回戦敗退

　　　　　　　　　　高山西３－１益田清風 優勝 　　　　　　上遠野稜佑（３Ｈ：東山中出身） ３位 　　　　　　　松下沙耶香 １回戦敗退

男子個人　　小林賢哉 １位 　　　　　　　荒川琴海 １回戦敗退

　　　　　　佐藤拓弥 ２位 ☆剣道
女子団体　リーグ戦　高山西５－０斐太 男子団体　リーグ戦　岐阜３－２愛知 ☆陸上
　　　　　　　　　　高山西５－０吉城 　　　　　　　　　　岐阜４－１三重 優勝

　　　　　　　　　　高山西５－０飛騨高山 　　　　　　　　　　岐阜３－２静岡 本国体出場 男子　４００ｍ　　　　谷口優輔 予選敗退

　　　　　　　　　　高山西４－０益田清風 優勝 　　　４００ｍＨ　　　谷口優輔 予選敗退

女子個人　　奥平桜 １位 　　　３０００ｍＳＣ　野戸雄介 ２９位

　　　　　　戸川あやめ ２位 　　　円盤投　　　　　栗林裕介 ２５位

　　　４×４００ｍＲ　

☆女子バレーボール 　　　[三塚真吾・谷口優輔・石丸進也・山本岳] 予選敗退

準決勝　高山西０－２飛騨高山 ３位 女子　４００ｍ　　　　牧野ひかる 予選敗退

　　　４００ｍＨ　　　牧野ひかる　　 ５位

☆卓球 　　　砲丸投　　　　　谷口真鈴 ２８位

男子団体 　　　４×４００ｍＲ　

予選リーグ　　　　　高山西３－０飛騨高山 　　　[保谷茉湖・牧野ひかる・島垣内友梨・野畑那奈] 予選敗退

　　　　　　　　　　高山西３－１益田清風

決勝トーナメント

　　　　準決勝　　　高山西３－０高山工業

　　　　決　勝　　　高山西３－０斐太 優勝

女子団体　リーグ戦　高山西３－０益田清風

　　　　　　　　　　高山西３－０斐太

　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨高山 優勝

☆剣道
☆軟式野球 岐阜県高等学校剣道大会
決　勝　高山西４－２吉城 優勝 男子団体　１回戦　高山西　４－０　岐阜工業 １回戦　高山西２１－９１中部学院大学 １回戦敗退

　　　　　２回戦　高山西　１－３　麗澤瑞浪 ２回戦敗退

☆バドミントン 女子団体　２回戦　高山西　５－０　可児 ☆男子ハンドボール部
女子団体　リーグ戦　高山西３－０飛騨高山 　　　　　３回戦　高山西　４－０　大垣養老

　　　　　　　　　　高山西３－０益田清風 　　　　　４回戦　高山西　２－０　美濃加茂 １回戦　高山西　２８－　６　各務原西

　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨神岡 　　　　　準決勝　高山西　２－３　麗澤瑞浪 ３位 ２回戦　高山西　１９－１２　大垣北

　　　　　　　　　　高山西３－０斐太 優勝 準決勝　高山西　２７－１９　岐阜東

女子個人Ｗ　　岩田謡・横超成美 １位 ☆陸上 決　勝　高山西　１５－２５　市岐阜商業 準優勝

☆女子ソフトテニス 男子　４００ｍ　　　　谷口優輔 ４位 ☆軟式野球
予選リーグ　高山西３－０吉城 　　　４００ｍＨ　　　谷口優輔 ３位 全国高等学校軟式野球選手権岐阜大会
　　　　　　高山西０－３斐太 　　　３０００ｍＳＣ　野戸雄介 ４位 １回戦　高山西２－３多治見工業 １回敗退

決勝トーナメント 　　　円盤投　　　　　栗林裕介 ６位

準決勝　　　高山西０－２益田清風 　　　４×４００ｍＲ　 ☆バドミントン
３決戦　　　高山西２－０飛騨高山 ３位 　　[石丸進也・山本岳・中谷健吾・谷口優輔] ５位

女子　４００ｍ　　　　牧野ひかる ５位 女子個人Ｓ　本谷かすみ ３位

☆陸上 　　　４００ｍＨ　　　牧野ひかる　　 １位 　　　　　　北瀬晴果 ベスト８

男子　１００ｍ　　中谷健吾 ２位 　　　砲丸投　　　　　谷口真鈴 ７位 　　　　　　増谷二葉 ベスト８

　　　２００ｍ　　中谷健吾 ２位 　　　４×４００ｍＲ　

　　　　　　　　　谷口優輔 ３位 [島垣内友梨・大栗田愛佳・牧野ひかる・・野畑那奈] ７位 女子個人Ｗ　本谷かすみ・北瀬晴果 ２位

　　　４００ｍ　　谷口優輔 １位

　　　　　　　　　石丸進也 ３位 男子　２００ｍ　　　　谷口優輔 １位 ☆ウインドアンサンブル
　　１５００ｍ　　光賀翔哉 ３位 　　　４００ｍ　　　　石丸進也 １位

　　５０００ｍ　　野戸雄介 １位 　　　８００ｍ　　　　山本岳 １位 大編成の部 高山市長賞

　　１１０ｍＨ　　谷口優輔 ３位 　　　１５００ｍ　　　野戸雄介 ２位

　　　　走高跳　　大坪駿平 ２位 　　　１１０ｍＨ　　　中嶋宏貴 ２位 大編成の部 金賞

　　　　走幅跳　　中林郁也 ３位 　　　４００ｍＨ　　　谷口優輔 １位

　　　　三段跳　　中林郁也 ３位 　　　　　　　　　　　中田滉己 ２位 ☆卓球
　　　　円盤投　　栗林裕介 ２位 　　　３０００ｍＳＣ　野戸雄介 １位

　　４×１００ｍＲ 　　　走髙跳　　　　　大坪駿平 ３位 男子個人Ｓ　　加藤謙吾 ２位
[坪之内景太・中谷健吾・玉田龍大・谷口優輔] ２位 　　　三段跳　　　　　中林郁也 １位 女子個人Ｓ　　平田菜々美 ３位

　　４×４００ｍＲ 　　　やり投　　　　　夏野晃遵 ３位

[　石丸進也・山本岳・中谷健吾・谷口優輔　] １位 　　　４×１００ｍＲ　 ☆美術
総合成績 優勝 　　[牧田慎司・大野友也・中林郁也・中田滉己] ３位

女子　１００ｍ　　保谷茉湖 ３位 　　　４×４００ｍＲ　 青年の部　　石浦由里恵 入選

　　　２００ｍ　　牧野ひかる ２位 　　[牧田慎司・山本岳・中田滉己・中林郁也] １位 　　　　　　中川美香 入選

　　　４００ｍ　　牧野ひかる １位 女子　１００ｍ　　　　保谷茉湖 ３位

　　１００ｍＨ　　牧野ひかる １位 　　　４００ｍ　　　　牧野ひかる １位 ☆サッカー
　　　　走幅跳　　保谷茉湖 ２位 　　　８００ｍ　　　　牧野ひかる １位

　　　　砲丸投　　谷口真鈴 ２位 　　　走幅跳　　　　　保谷茉湖 ２位 第１節　高山西２－１大垣西

　　　　円盤投　　谷口真鈴 １位 　　　砲丸投　　　　　谷口真鈴 １位 第２節　高山西１－２岐阜高専

　　　　　　　　　松葉杏奈 ３位 　　　円盤投　　　　　谷口真鈴 ２位 第３節　高山西４－２池田

　　　　やり投　　松葉杏奈 ３位 　　　やり投　　　　　谷口真鈴 ２位 第４節　高山西３－０岐阜

　　４×１００ｍＲ 　　　　　　　　　　　今井綾乃 ３位 第５節　高山西２－３富田

[大栗田愛佳・保谷茉湖・牧野ひかる・大坪由依] １位 　　　４×１００ｍＲ 第６節　高山西２－２大垣養老

総合成績 準優勝 　 ［塚谷紗也香・保谷茉湖・大坪由依・野中久瑠美］ ３位 第７節　高山西１－８岐阜北 ５位

全日本卓球選手権大会飛騨地区予選

岐阜県美術展

岐阜県ユースリーグ

岐阜県選手権大会

岐阜県バドミントン選手権大会（単２部）

全日本ジュニアバドミントン選手権大会岐阜県予選

飛騨選手権大会

岐阜県吹奏楽コンクール飛騨地区予選

岐阜県吹奏楽コンクール

堤杯選手権大会

本校のキャリア教育

★今年度より年３回の予定で、”進路実現へ向けての取り
組む日”、名付けて「進路の日」を行事として取り入れまし
た。記念すべき第１回目は７／８に実施されました。特進
クラスは模擬試験、進学講話、学校別個別説明会など。
蛍雪クラスは一般常識テスト、企業講話、面接指導など。
それぞれの進路に対応した内容となりました。★７／１５
には１年生を対象に｢生と性を考える講話～助産師から伝
えるいのちの大切さ～｣が開催されました。高山赤十字病
院の助産師４人による講話と寸劇が行われました。緊迫
感迫る出産シーンの寸劇には、生徒も思わず引き込まれ
ていました。★７月中旬には１年生を対象に、日本年金機
構高山年金事務所職員による｢年金講座｣が開催されまし
た。年金の種類やその特徴、年金の必要性などをわかり
やすく教えていただきました。★９／６には３年生就職希
望者対象に育友会主催による｢模擬面接｣が行われまし
た。育友会役員、市内企業関係者を面接官としてお招き
し、本番さながらの緊張感の中、模擬面接が行われまし
た。面接後に行われた講評では、面接官からの厳しいア
ドバイスを必死になってメモをする生徒たちの姿がありま
した。必ずや内定を勝ちとって来てくれることでしょう。

秋季バス遠足

　１年生は「野外博物館リトルワールド」、３年生は「金沢」
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。金沢自主研修では、兼六園、金沢城、尾
山神社で加賀百万石の歴史を学び、近江町市場では日
本海の海の幸を堪能しました。３年生はクラスメイトと過ご
せる時間も少なくなってきました。進路目標の実現に向け
て忙しい中、楽しいひとときを過ごしました。

今年の夏は、飛騨地区総合体育大会からスタートしました。今年度は西高史上初となる優勝旗１０本を獲得！近年の西高校の勢いが現れた結果となりました。また、イ
ンターハイをはじめ、全国・中部・東海の各種大会にも多くの部活動が出場しました。なかでも特筆すべきは、情報ビジネス部が全国パソコン技能競技大会で団体の部
（２種目）、個人ともに準優勝を成し遂げたことです。いよいよ頂点まであと１つ。今後の情報ビジネス部の活躍にご期待ください！

全国パソコン技能競技大会

東海吹奏楽コンクール

全国高等学校総合文化祭

中部日本卓球選手権大会

東海陸上選手権大会

★本校出場選手★

[大河内敬介（３Ｊ：福地中［愛知］出身）]
[佐藤拓弥（２Ｉ：神戸中［三重］出身）]

☆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

おもなできごと  

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  

東海ミニ国体（東海ブロック国体予選） 

全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 各種全国・中部・東海大会 

部活動の活躍 

★西高を卒業後、就職して社会人３年目を迎え、仕事でもプライベートでも充実した毎日を送る様子が紹介された佐藤舞さ

ん（Ｈ２３年度卒）。★西高卒業後もクラブチームでバドミントンを続け、今年の夏の豪雨にも負けず、マイマイガ大量発

生による体育館利用自粛にも負けず、晴れて「全日本社会人バドミントン選手権大会」に出場する松下晃久さん（Ｈ４年度

卒）と柳島朋幸さん（Ｈ８年度卒）。★今や飛騨高山を代表するイベントとなっている「飛騨高山ウルトラマラソン」。そ

の男子１００キロの部でみごと第６位に入賞し、大会初の１００キロの部地元入賞を果たした赤木敏彦さん（Ｈ６年度卒）。

★飛騨高山の土産物の定番であり、ゆるキャラとして全国区となっている「さるぼぼ」。その卸売りを手がける（有）愛和

工芸の社長に就任した土川朋行さん（Ｓ６２年度卒）。★応募者数１１２５名の「Design Plus Contest」で優勝し、ヘ

アサロン「colors labo」での活躍を雑誌に紹介された美容師の椿倉章吾さん（H１７年度卒）。★前回大好評だった｢僕ら

はもっとブッ飛べる～大学ってどんなとこ？～｣の第２弾「僕らはもっとブッ飛べる～飛騨の魅力を伝える～」を企画・開

催した及部一清さん（H２４年度卒）。ここに紹介したもの以外にも、西高卒業生の活躍はとどまるところを知りません！ 


