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　山都スポーツで実習をさせて頂きました。商品に値札をつけたり、個
数を調べたり、商品をダンボールに入れたりする仕事をさせて頂きまし
た。重い荷物を運んだり、並べたりと重労働の仕事を意識していました
が、商品を綺麗に並べたり、たたんだりする細かい神経を使う作業が多
かったです。スポーツ店は接客業なので大きな声で挨拶をすることを心
掛けました。しかし、お客様に対して従業員が挨拶をした後に、自分が
挨拶をしていることで注意を受けました。誰よりも早くお客様に気付き、
気持ちの良い挨拶をする事の大切さに気付きました。今回の実習を通
して、一つ一つの行動がお客様の信頼に繋がるということを感じました。
お客さんの印象を悪くすると来店して貰えなくなります。自分の発言や
行動に責任を持ち、きちんとした対応することがお客様の満足につなが
り、信頼に繋がります。今後は日頃より意識して生活していきたいです。

　実習をさせて頂いた会社は、瀬木油店です。ガソリンスタンドはセルフ
のため、ガソリンスタンドの管理と併設されているコンビニの経営をしてい
ます。私は、駐車場や店内の清掃、商品の補充や袋詰めをさせて頂き
ました。店内だけでなく、外からきれいにすることがお客様の第一印象を
良くし、少しでも多くの方に来店して頂くことに繋がるそうです。企業実習
をさせて貰わないと気付かない点でした。そのため、駐車場やコンビニ
の周りを丁寧に掃除しました。また、挨拶を大きな声でする事は、店の
雰囲気や来店して下さった方への感謝の気持ちを伝えることになると感
じました。実際に企業のもとで体験してみることで、働くことの大切さや苦
労、またその裏にある喜びを感じることができました。これから社会へと
出て行く私にとってとても大きな財産となりました。学校生活で、今回学
んだことを実践していきたいです。

（株）山都スポーツ （株）瀬木油店
野戸　雄介 岩西　菜々子

（２Ａ：日枝中出身） （２Ｂ：松倉中出身）

　私が実習をさせて頂いた会社はアリスです。結婚式のプランニングや
進行、結婚披露宴や宴会をする会社です。私の仕事はお客様が使わ
れるグラス磨きや皿の片付けでした。お客様が直接触られるものなの
で、一つ一つ丁寧に責任を持て取り組みました。役割を与えて頂くこと
で、自分の仕事に対する責任感が持てたと思います。また、宴会では
慌ただしい中での仕事となります。間違いがないようにするために、様々
な面で細かいところに気を配る従業員皆さんの姿勢には本当に感動し
ました。働くということはどのようなことを意味するのかを身を持って感じ
ました。実習を通して一番学んだことは、周りを見ることの大切さです。
「誰が何をしているのか」「どのようなことをしなければならないのか」を自
分自身が理解していなければ動くことができません。広い視野と冷静な
判断力を学校生活でも磨いていきたいです。

　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、ホ
テルの清掃やベッドメイキングです。目標としたことは、自分のやるべき
ことをきちんと把握して積極的に働くです。１日目は仕事内容を覚えるこ
とで精一杯でしたが、２日目、３日目とだんだん慣れてきて、最終日は３
日間で学んだことを生かした行動ができたと思います。この実習で学ん
だことは、笑顔を絶やすことなくお客様と接することです。表情一つでお
客様が私たちに持つ印象は違ってきます。気持ちよくホテル内で過ごし
て貰うためには笑顔が大切ということを実感しました。笑顔で接する事は
他人を幸せにすると思います。何もわからない私に企業の方々は丁寧
に一つ一つ教えてくれました。働くことの大切や厳しさなど今回の実習で
様々な事を学ばせて頂きました。学んだことを日々の生活でも生かして
いきたいです。

（株）ザ・アリス （株）高山グリーンホテ

森　花緒梨 大前　沙智子
（２Ａ：羽島中央中出 （２Ｂ：竹原中出身）

　本校は以前より、生徒たちのコミュニケーション
能力や問題解決能力を養い、将来国際的に活躍でき
るグローバルリーダーとして育成する教育を模索し
実践してきました。そういった活動の一つとして
行ってきた「飛騨を深く学び、飛騨を世界に発信す
る人材育成を行う」取り組みが岐阜県から高く評価
され、今年度より本校は岐阜県の゛スーパー・グ
ローバル・ハイスクール゛の指定を受けることとな
りました。その初年度となる今年度、本校では｢飛騨
学｣という講座を開講し、１年生を中心に受講しても
らっています。乗鞍岳に実際に登って飛騨の自然を
体験したり、高山市史編纂専門員の田中彰さんをお
招きして飛騨の歴史や文化に関する講義をしていた
だいたりとその内容は多種多様。様々な角度から私
たちの故郷である「飛騨」を見つめ直します。これ
は、生徒たちにとって飛騨のすばらしさをあらため
て実感する機会になるでしょう。

★特進Ⅰクラスの精鋭によって構成され
た英語ディベートチームが、岐阜県高校
生英語ディベート大会で２年連続の優勝
を達成し、岐阜県代表として全国高校生
英語ディベート大会出場へとコマを進め
ました。★高山市内を駆け巡る公用車
に、美術部員が制作したラッピングデザ
インが施されることとなりました。高山
の文化財の特徴を生かした、おもてなし
一杯のデザインとなっています。★中日
新聞朝刊飛騨版に連載中の｢まちオピ｣
に、川上亮輔君（１Ｇ：日枝中出身）や
内木麻優子さん（２Ｇ：宮中出身）が登
場しました。★高山市民海外派遣事業で
この夏アメリカコース、オーストラリア
コースそれぞれで団長を務めた藤田沙織
さん（１Ｇ：東山中出身）と田中沙采さ
ん（１Ｆ：久々野中出身）。海外での経
験は、本人らにとってよい刺激になった
ようです。

　高山西高校硬式野球部監督に就任する田原靖彪さんの経歴をご紹介します。岐阜
県岐阜市出身、ポジションは捕手。長森中学校在籍時にはボーイズリーグの｢関ボー
イズ｣に所属。その活躍が高校野球の名将阪口慶三氏の目にとまり、｢大垣日大高校｣
へ入学。高校２年次春の選抜大会では準優勝、夏の選手権大会ではベスト８と甲子
園に旋風を巻き起こしました。その後｢岐阜経済大学｣に入学し、同大学野球部の
キャプテンとしてチーム牽引しました。大学卒業後は社会人野球の名門｢西濃運輸｣
へ入社。今年の社会人都市対抗では念願の初優勝を成し遂げました。全国大会での
輝かしい経験を生かし、゛飛騨から甲子園゛の実現を期待します。

　高山西高校では毎年夏季休業中に２年蛍雪クラスを対象とした企業実習を行っています。飛騨地区内の企業から協力を受け４日間の日程で行われるこの企業実習は、本
校の職業教育の主な柱の一つです。１１／１０（月）の企業実習報告会では、以下の６名が企業実習で学んだことを一人一人発表しました。｢一つ一つの言葉がハッキリ
と聞こえるように声を出すことの大切さ｣｢時間内に終わらないということは仕事を受けている会社から信頼がなくなる｣｢働くことの大切や厳しさなど今回の実習で様々な
事を学んだ｣｢働くということはどのようなことを意味するのかが身を持って感じた｣｢誰よりも早くお客様に気付き、気持ちの良い挨拶をする事の大切さ｣｢働くことの大切
さや苦労、またその裏にある喜びを感じることができた｣｢広い視野と冷静な判断力を学校生活でも磨いていきたい｣などそれぞれの視点から感想を語ってくれました。

　飛騨コルトで企業実習をさせて頂きました。車の修理や車の販売をす
る会社なので、最初はどのような仕事をさせて頂けるのか予想がつきま
せんでした。実際には、車検に来た車のタイヤ交換やへこんだ車の修理
などをさせて頂きました。この仕事は大変力がいるし、繊細な作業が必
要でした。特に大変だったのは、車のへこんだ部分を直す板金という作
業です。へこんだ部分をもとの形に直すためにはパティという液体を塗っ
てもとの形になるようにやすりで何度も削ります。自分の手の感覚だけで
仕事をするので、とても難しくて精神力がなくてはとてもできない作業で
した。責任を持って直すことができたと思います。また、挨拶に関しても
勉強させて頂きました。自分の挨拶は聞き取りにくいと指摘されました。
一つ一つの言葉がハッキリと聞こえるように声を出すことの大切さを学び
ました。４日間本当に充実した時間を送ることができました。

　僕は４日間、ヒダシキで企業実習をさせて頂きました。ダンボールの製
造と販売をする会社です。仕事内容はダンボールの折りたたみや印
刷、ダンボールを縛り、各地区の業者へ運搬することでした。ダンボール
は軽いというイメージがありますが、それはあくまでも一枚の時であり、数
枚で１セットとなるとかなり重くなります。そのため一つ一つの作業は重労
働でした。体力がないとこなせない仕事です。私の目標は、自ら進んで
動くことでした。自分の仕事が終わったら、積極的に次は何をしたら良い
かを従業員の方々に聞きに行きました。少しでも会社に貢献できたらと
思って頑張りました。一番印象に残ったことは、時間内に仕事を終わら
せるということです。時間内に終わらないということは仕事を受けている
会社から信頼がなくなります。自分ひとりのミスでは済まされません。こ
の４日間で仕事の大切さや社会の厳しさを知りました。

飛騨コルト（株） ヒダシキ（株）
細川　一貴 内木　隆斗

（２Ａ：東山中出身） （２Ｂ：中山中出身）

　今年も、シンガポール教育省の語学センターから派遣された高校生が本校に
やってきました。３日間のプログラムの中で日本の高校生活を体験し、高校生同
士交流を図ることが主な目的です。体育館で行われたウェルカムセレモニーで
は、シンガポールの高校生が流暢な日本語で挨拶を述べ、本校生徒も英語で歓
迎の意を伝えました。一緒に授業を受けたり、清掃活動に参加したりしたほか、本
校生徒と英語でディスカッションやディベートを行い、互いに交流を深めることが
できました。双方にとって有意義な３日間でした。

　１月下旬から始まる校内ディ
ベート大会に向けて、｢モデルディ
ベート｣が行われました。今年度の
論題は｢２０１７年までに小学校・
中学校・高校・大学の教科書及び
副教材すべて電子書籍化するべ
きである。是か非か｣です。今回の
モデルディベートは、【１年Ｆ・Ｇ組
のＬＨＲ委員】対【２年Ｆ・Ｇ組のＬＨ
Ｒ委員】によって行われ、ルール
の説明が行われました。今回で１
６回目となるクラス対抗校内ディ
ベート大会。果たして優勝はどの
クラスになるのでしょう？

本校のキャリア教育

★１１／４には３年生蛍雪クラスを対象に「スーツ着こなし講座」を開
催しました。アパレル企業の社員の方を講師にをお招きし、ネクタイの
結び方やスーツのスマートな着こなしについて教えていただきました。
社会人としての自覚や責任を感じることができたようです。★１２／８
には３年生就職内定者を対象に「租税教室」を開催しました。税理士
の前越路子さんをお招きして、税の仕組みや確定申告書の記入の仕
方など、社会人として知っておくべき税に関する知識を教えていただ
きました。生徒たちにとって非常に貴重な機会になりました。

★ウインドアンサンブル部による訪問演奏。今回はＪＡひだ祭りを訪問しました。開会式での繊細かつ迫
力ある演奏は聴衆を魅了し、祭りを大いに盛り上げました。★２年Ｈ組・Ｉ組の生徒は、隣接する美鳩幼
稚園にて保育実習を行いました。園児との触れ合いを通して、幼児の特性を理解するとともに、思いやり
の心を育むことを目的とするもので、本校初の取り組みですが、生徒にとっても園児にとっても意味ある
実習となりました。★例年、本校では献血に協力していますが、今年は本校史上最多の１７０名の生徒が
献血に協力しました。１日では足りず、２日に渡って実施されましたが、社会奉仕の精神をもつ生徒がこ
んなにたくさんいることを私たちは本当に誇りに思います。

脇田　真悠子 　（１Ｇ：日枝中出身） 岩佐　康汰　　（１Ｊ：古川中出身） 押井　悠伽　　（１F：日枝中出身） 内木　麻優子　　（２Ｇ：宮中出身）

シンガポール高校生来校 モデルディベート

野中　健司　　　（２Ｊ：東山中出身） 小鳥　雄平　　（２Ｇ：小坂中出身） 宮川　頌健　　（２G：中山中出身） 川上　亮輔　　　 （１Ｇ：日枝中出身）
谷口　真鈴　　　（２J：東山中出身） 松田　朱乃　　（１Ｇ：下呂中出身） 坂上　貴彦　　（１Ｇ：日枝中出身） 大坪　愛依   　　（２F：下呂中出身）

１０位：野中　健司 （２Ｊ：東山中出身） サッカー部

平成２７年前期生徒会執行部

　今年度、飛騨学園は創立５１周年目という新たな５０周年へ踏み出しました。平成２６年度後
期生徒会では、創立１００年に向けてのスタートとして、原点に立ち返り改革していくことを目標
に、様々な活動をしてきました。それに続いていくために、今後はこれまでの改革の動きに加え
「改善」していく必要があると考えます。そこで私は、挨拶から始めようと考えました。私の目指す
挨拶は、気持ちの良い挨拶をするということです。そこから、「小さなことにも意識する習慣」を身
につけてほしいと思います。西高校では生徒・先生ともに毎朝、元気な挨拶からスタートしていま
す。当たり前のように普段行っている挨拶からプラスαの意識を持てるようになれば、学校はより
良い方向に改善されるはずです。創立１００年に向けてのスタートとして、我々生徒会役員は当
たり前のことこそ手を抜かず、一丸となって全力で活動していきます。

☆☆☆挨拶から意識改革☆☆☆　平成２７年前期生徒会長　野中健司　（２年Ｊ組：東山中出身）

　８位：早瀨　翼 （１Ｂ：日枝中出身） ハンドボール部
　９位：重山　諒太 （１Ａ：古川中出身） バスケットボール部

　６位：坂上　貴彦 （１Ｇ：日枝中出身） 特進Ⅰクラス
　７位：山本　湧馬 （３Ａ：東山中出身） ハンドボール部

　４位：大倉　準之輔 （２Ｈ：中山中出身） 陸上部
　５位：小嶋　健翔 （１Ｂ：日枝中出身） ハンドボール部

　２位：野戸　雄介 （２Ａ：日枝中出身） 陸上部
　３位：山本　岳 （２Ｂ：朝日中出身） 陸上部

バスケットボール部

　９位：塚谷　紗也香 （２Ｈ：国府中出身） 陸上部
　８位：谷口　真鈴 （２Ｊ：東山中出身） 陸上部

　１位：光賀　翔哉 （３Ａ：清見中出身） 陸上部 １０位：上垣内　文音 （１Ｈ：中山中出身） バスケットボール部
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校内マラソン大会 　１位：島垣内 友梨 （３Ｂ：丹生川中出身） 陸上部

　７位：滝上　奈菜 （１Ｊ：清見中出身） バスケットボール部

　秋の恒例行事、校内マラソン大会が開催されました。昨年は台風の
影響で中止となりましたが、今年はさわやかな秋空が広がり、冷たく
なり始めた風を感じながら生徒たちは元気にマラソンコースに飛び出
していきました。自己ベストを更新しようと疾走する生徒、無理なく自
分のペースを守りながら完走を目指す生徒など、それぞれの想いを
胸に走りました。男女ともに上位は陸上部員が占めましたが、特進Ⅰ
クラス、文化系部活動部員の健闘も光りました。

　１位：越智　朝子 （２Ｉ：中山中出身） 陸上部
　３位：新井　皓子 （２Ｈ：中山中出身） バスケットボール部
　４位：鎌倉　綾香 （１Ｈ：東山中出身） 卓球部
　５位：伊藤　美菜子 （２Ｉ：中山中出身） 茶華道部
　６位：小林　莉菜 （１Ｉ：清見中出身）

おもなできごと  

西高生の地域貢献 

ＳＧＨ（スーパー・グローバル・ハイスクール）指定 

～本校の取り組み紹介～ 

西高生の活躍が紹介されました 

硬式野球部監督内定 

企業実習報告 



［飛騨地区大会］ ［岐阜県大会］
☆剣道 ☆男子ソフトテニス ☆アーチェリー
男子団体　リーグ戦　高山西４－０益田清風 男子団体　１回戦　高山西０－３羽島北 １回戦敗退 男子団体　 優勝

　　　　　　　　　　高山西５－０飛騨高山 男子個人　　滝村健一郎 １位

　　　　　　　　　　高山西５－０斐太 ☆女子ソフトテニス 　　　　　　佐藤嘉希 ３位

　　　　　　　　　　高山西５－０吉城 優勝 女子団体　１回戦　高山西１－２岐山 １回戦敗退 　　　　　　岩島志龍 ６位

男子個人　　　小林賢哉 １位 　　　　　　喜代志裕也 ７位

　　　　　　　佐藤拓弥 ２位 ☆女子バドミントン 女子団体 ３位

　　　　　　　堂前惟筒 ３位 女子団体　２回戦　高山西３－１大垣北 女子個人　　森花緒梨 ３位

　　　　　　　内山有希 ３位 　　　　　準々決　高山西３－１岐阜 　　　　　　小笠原槙保 ８位

女子団体　リーグ戦　高山西４－１益田清風 　　　　　準決勝　高山西３－１済美

　　　　　　　　　　高山西４－０斐太 　　　　　決　勝　高山西０－３県岐阜商 準優勝 ☆卓球
　　　　　　　　　　高山西４－Ⅰ飛騨高山 女子個人Ｓ　本谷かすみ ベスト８ 男子団体　１回戦　高山西３－１加茂

　　　　　　　　　　高山西５－０吉城 優勝 　　　　　　増谷二葉 ベスト８ 　　　　　２回戦　高山西２－３岐阜第一 ベスト１６

女子個人　　　奥平桜 １位 女子個人Ｗ　本谷かすみ・北瀬晴果 ３位 女子団体　１回戦　高山西３－０各務原

　　　　　　　戸川あやめ ２位 　　　　　２回戦　高山西１－３大垣東 ベスト１６

　　　　　　　松本紀花 ３位 ☆剣道
　　　　　　　脇谷明日花 ３位 男子団体　２回戦　高山西５－０可児 ☆陸上

　　　　　３回戦　高山西３－０富田 男子８００ｍ　　　　山本岳 ４位

☆女子バドミントン 　　　　　準々決　高山西２－１麗澤瑞浪 　　３０００ｍＳＣ　野戸雄介　 ４位

女子個人Ｓ　　増谷二葉 １位 　　　　　準決勝　高山西４－０長良 　　走高跳　　　　　大坪駿平　 ６位

　　　　　　　本谷かすみ ２位 　　　　　決　勝　高山西３－０中京 優勝 女子砲丸投　　　　　谷口真鈴　　 ４位

　　　　　　　北瀬晴果 ３位 男子個人　　　堂前惟筒 ２位 　　円盤投　　　　　谷口真鈴 ４位

女子個人Ｗ　　豊澤澪菜・増谷二葉 １位 　　　　　　　内山有希 ３位 　　４×４００ｍＲ

女子団体　２回戦　高山西４－０各務原 [塚谷紗也香・保谷茉湖・大坪由依・越智朝子] ８位

☆卓球 　　　　　３回戦　高山西１－１郡上　　※代表勝

男子団体　予選リーグ　高山西３－０飛騨高山 　　　　　準々決　高山西０－２美濃加茂 ベスト８ ［東海大会］
　　　　　　　　　　　高山西３－０益田清風 女子個人　　　奥平桜 ベスト８ ☆陸上
　　　　　準決勝　　　高山西１－３高山工業 第３位 男子８００ｍ　　　　山本岳 予選敗退

女子団体　リーグ戦　　高山西３－１斐太 　　３０００ｍＳＣ　野戸雄介　 １６位

　　　　　　　　　　　高山西３－０飛騨高山 女子砲丸投　　　　　谷口真鈴　　 予選敗退

　　　　　　　　　　　高山西３－１益田清風 優勝 　　円盤投　　　　　谷口真鈴 予選敗退

☆アーチェリー

男子個人　滝村健一郎 ２位
　　　　　佐藤嘉希 ４位
　　　　　岩島志龍 ５位 ☆バドミントン
　　　　　近藤篤裕 ７位
女子個人　森花緒梨 ６位 女子個人Ｓ　増谷二葉 ４回戦敗退

　　　　　　本谷かすみ ３回戦敗退
男子個人　滝村健一郎 １位 　　　　　　北瀬晴果 ３回戦敗退
　　　　　岩島志龍 ５位 女子個人Ｗ　北瀬晴果・本谷かすみ ３回戦敗退
　　　　　佐藤嘉希 ６位 　　　　　　山腰留伽・増谷二葉 ３回戦敗退
女子個人　森花緒梨 ３位

☆女子バスケットボール
男子個人　滝村健一郎 ２位
　　　　　岩島志龍 ５位 ２回戦　高山西　８８－４７益田清風

女子個人　森花緒梨 ５位 ３回戦　高山西　６８－３６中津商業

準々決　高山西　７８－４７長良

男子個人　滝村健一郎 ４位 準決勝　高山西　４３－８１県岐阜商業 ３位
　　　　　岩島志龍 ５位 優秀選手賞　新井皓子

　　　　　佐藤嘉希 ７位 ☆剣道
女子個人　森花緒梨 ６位 １回戦　岐阜３－２愛媛

準々決　岐阜２－３大分 ベスト８

☆卓球
[大河内敬介（３Ｉ：福地（愛知）中出身）]

男子個人Ｓ　　栃洞槇人　　 ２回戦敗退
　　　　　　　加藤謙吾  ３回戦敗退
女子個人Ｓ　　三橋茉由  １回戦敗退 ☆陸上
　　　　　　　鎌倉綾香 １回戦敗退 女子４００ｍＨ　　　牧野ひかる（３Ｉ：東山中出身）予選敗退

　　　　　　　平田菜々美　　 １回戦敗退

☆英語ディベート
男子個人Ｓ　　加藤謙吾　　 ベスト３２
女子個人Ｓ　　平田菜々美 １回戦敗退 予選リーグ　高山西３－０大垣西

　　　　　　　三橋茉由 １回戦敗退 　　　　　　高山西１－２益田清風

　　　　　　　平田菜々美　　 ２回戦敗退 　　　　　　高山西３－０郡上

準決勝　　　高山西４－１岐阜

☆サッカー 決　勝　　　高山西４－１益田清風 優勝
ベストディベーター賞　金子実礼

２回戦　高山西３－２大垣養老　

３回戦　高山西０－９関商工 ３回戦敗退 ☆書道

☆女子バレー 書道の部　　下田侑奈 市長賞 ☆英語ディベート

２回戦　高山西２－０郡上 ☆美術 予選リーグ　高山西２－０暁（三重）

３回戦　高山西２－０恵那南 　　　　　　高山西１－１大宮（埼玉）

４回戦　高山西０－２飛騨高山 ベスト１６ 美術工芸部門デザインの部　　石浦由里恵 奨励賞（３位） 　　　　　　高山西２－０金沢泉ヶ丘（石川）

　　　　　　高山西１－１千種（愛知）

☆男子バスケットボール 写真部門　　　　　　　　　　内山 凌輔 入選 　　　　　　高山西０－２北嶺（北海道） １９位

２回戦　高山西　８３－１２１土岐商業 ２回戦敗退 ☆その他 ☆その他

横山恵里 奨励賞 谷口真鈴 奨励賞

岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会

[佐藤拓弥　（２Ｉ：神戸（三重）中出身）]

岐阜県高等学校英語スピーチコンテスト

全国高校サッカー選手権大会岐阜県予選

全国高校生英語ディベート大会岐阜県予選

全国高校生フラワーデザインコンテスト

全日本バレーボール高等学校選手権大会岐阜県予選

予選リーグ
敗退

高山市美術展覧会

岐阜県高等学校総合文化祭

高校生グランプリ

全国高校生英語ディベート大会

全日本卓球選手権大会ジュニアの部

★本校出場選手★

（２Ｉ：日枝中出身）

　３年生も卒業まで残りわずかとなり、進路実現へ向けてラストスパートをかける時期となりました。各部活動においては２年生が中心となり、新体制のもとで活動して
いるところですが、ここ数年、輝かしい成果を勝ち取る部活動が着実に増えています。どの部活動も岐阜県大会上位入賞は当然。東海大会出場、さらに全国大会出場の常
連校として名をはせるようになってきた部活動もあります。どの部活動も競い合うように休日返上で一生懸命練習に励む姿があり、文武両道を胸に日々切磋琢磨していま
す。また今年は念願の硬式野球部も発足し、ますます校内に盛り上がりが出てきました。そこで今回、高山西高校の次世代を担う生徒たちの中から選ばれた１０名に、各
部活動の紹介や取り組みの抱負等を語っていただきます。期待のホープ達の言葉を、どうぞご覧ください。

　私が英語スピーチで伝えたいことは、「今が楽しくてありのままで生活で
きていることを幸せに感じている」ということでした。しかし、それをスピー
チにするためには私の隠したい過去を書かなければいけませんでした。
逃げ続けてきた過去と向き合い一つ一つ文章にすることは簡単なことで
はなく、何度も涙を流しました。しかし出来上がったスピーチを繰り返し
読むうちに私にとって過去が本当の意味での過去となり、ようやく乗り越
えられたように感じました。また読むたびに自分のスピーチが大好きに
なっていきました。５年間英語スピーチを続けてきて、毎回私はスピーチ
に成長させられました。私にとってスピーチは人生の宝です。そして毎回
私に「伝えたいこと」があるのは、私の環境のお陰だと思います。私に宝
物を与えて下さった先生、またそれにたくさんの輝きを与えて下さった
家族や周りの方々に感謝したいです。ありがとうございました。

中部日本バドミントン選手権大会

東海卓球選手権大会

岐阜県室内アーチェリー大会

岐阜県室内オープン大会

(２Ｊ:中山中出身）

（２Ｉ：日枝中出身）

　女子バスケットボール部の岐阜県選抜大会３位、陸上部の東海新人大会出場。岐阜県新人大会ではアーチェリー女子団体３位、バドミントン女子団体準優勝、そして
アーチェリー男子団体と剣道男子団体（２年連続）の優勝と、来年のインターハイ出場を予感させる素晴らしい結果が目白押しです。また、英語ディベートでは、特進Ⅰ
クラスの選抜メンバーが岐阜県大会で優勝を勝ち取り、全国高校生英語ディベート大会にコマを進めました。明確な目標を持ち規則正しい生活を送りながら努力すれば、
夢が叶う日は確実に近づいてくると信じて私たちは頑張っています。この姿勢がある限り、西高校の快進撃は続くでしょう。

岐阜県高等学校記録会

岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会

岐阜県高校秋季大会兼全国選抜大会岐阜県予選

  自分たちは先輩方のように全国大会へ行けるのだろうかという不安の
中で今年の英語ディベートはスタートしました。結果としては全国大会ま
で駒を進めることができました。しかし、その背景には史上最多といわれ
る対外試合及び遠征がありました。このように練習をひたすら重ねていく
中で、英語力・表現力・チームワークを培っていきました。全国大会は１
９位という結果に終わりました。どの試合もこれまでの集大成ともいえる
パフォーマンスができたと考えています。満足のいくディベートができたの
も、一番近くで一緒に努力してきた４人の仲間、先生、協力してくれたサ
ポートメンバー、応援してくれた家族の力があったからこそだと思いま
す。また、ディベートで一番大切にしていることは、make friendsです。最
後の最後まで切磋琢磨した全国の仲間たちと讃え合い本当に友達にな
れたと思います。

英語スピーチコンテスト 英語ディベート
横山　恵里 内木　麻優子

（２Ｇ：宮中出身） （２Ｇ：宮中出身）

　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。バスケットボールはチームスポーツなので、一人では絶対に勝
てません。全員で声を出し一生懸命努力したチームだけ勝てると思いま
す。今年のチームは去年と比べると身長も体力も劣っているため、去年
よりも自分たちを追い込んで努力をする必要があります。自分のプレー
に責任を持ち、それぞれの特徴を生かし西高らしい女子バスケットボー
ル部を築いていきたいと思います。高い目標を持つということはそれなり
に練習も辛くなります。ですが、全員で励まし合い必死にやることで弱音
を吐くことなく取り組めると思います。私たちはバスケットボールが大好き
です。良い環境で大好きなスポーツができるのは当たり前ではありませ
ん。これからも、日常生活を改め、支えてくださる方々への感謝を忘れ
ず日々頑張りたいと思います。

　野球部は今年の夏に軟式から硬式に変わりました。硬式になって練
習時間が長くなったり、硬式のボールに慣れなかったりと大変なことがた
くさんありました。今は新しい先生も加わり、先生の指導のもとたくさんの
ことを学んでいます。また、部活だけでなく、日常生活では特にあいさつ
など基本的なことをチームで心掛けてやっています。今までは数多くの
試合をしてきましたが、なかなか勝つことができませんでした。他の高校
と比べると僕たち野球部はまだまだです。野球は一人だけではできませ
ん。だから、一人一人が高い意識で同じ目標に向かっていく必要がある
と思います。チームとしては未熟ですが、皆の心を一丸にして練習し、
良い結果を残せるように頑張っていきたいです。また、たくさんの用具を
準備して頂きました。これも野球部を支えて下さる人々のおかげです。
皆さんに恩返しができるように頑張っていきたいです。

女子バスケットボール部 硬式野球部
新井　皓子 保木　太志

（２Ｈ：中山中出身）

　僕たち男子ハンドボール部の目標は、全国ベスト４です。この目標に向
けて日々の練習に臨んでいます。世代が変わり、新チームとして臨んだ
大会では市立岐阜商業高校に敗れ、準優勝という結果に終わりまし
た。全国へ行くためには市岐商を倒し、県で一番にならないといけませ
ん。ライバルに勝つために、普段の学校生活を正すことや練習の質を高
めること、チーム内の練習に対する気持ちの温度差をなくすことを大事
にして一日一日取り組んでいます。また、いろいろな考えを仲間同士で
ぶつけ合い、練習では、誰一人手を抜かず、全員で声を掛け合って頑
張っています。そして、いつも練習できる環境や支えて下さる保護者の
方、応援して下さる地域の方々、指導して下さる先生、コーチへの感謝
の気持ちを忘れずに取り組んでいます。目標を達成することで皆さんに
恩返しができるように、残された時間を大切にしていきたいです。

剣道部 男子ハンドボール部
野中　廉太 加藤　慧

（２Ｊ：清見中出身）

豊澤　澪菜 森　花緒梨
（２Ｈ：中山中出身）

　剣道部は、インターハイ予選、新チームになってからの夏の夏季大会
と共に入賞を逃し悔しい思いをしました。だから、新人戦に向けて部員
全員が日々の稽古に一生懸命取り組み、優勝を目指しました。富田先
生のレベルの高い熱い指導のもと、技術面だけでなく、日常生活から常
に勝てる集団となることを心がけています。新人戦は、先生や仲間を信
じ、チームが一つにまとまり優勝することができました。この大会はチー
ムワークの大切さを強く感じさせるものとなりました。このように僕らが剣
道に必死になって取り組めているのは、熱心に指導して下さる先生方、
いつも陰でサポートして下さる保護者の方々のお陰です。感謝の気持ち
を忘れず、恩返しができるよう努力していきたいです。次は選抜予選イ
ンターハイ予選に向け、部員全員が同じベクトルで切磋琢磨して、優勝
を目指していきたいです。

（２Ａ：羽島中央中出身）

★飛騨高山の冬の風物詩となった｢古い街並み提灯ライトアップ｣。雪の降り積もる古い街並み
を温かく優しい光が照らし、普段とは違った美しさを見せてくれます。今回は上仲剛司さん
（Ｈ８年度卒）が実行委員長を務めました。★持ち家の新築を望む若い世代へ、わかりやすく
きめ細やかなアドバスする京極裕子さん（Ｈ１１年度卒）。家に関係する幅広い相談や要望に
も応えられるよう頑張っています。このように、卒業生の活躍が各方面で紹介されています。

　陸上競技は個人の努力の積み重ねが結果に直結します。けれど一
人では目標を達成できないのも陸上です。私は、砲丸・円盤投げを専
門としていますが、一投に集中して最大の力を発揮する為には多くの技
術練習をしなければなりません。また、たとえスキルを得ても緊張や不
安に勝てる強い心を持たなければいけません。入部当初、私は何もか
も力不足のスタートでした。飲み込みも悪く歯がゆさをいつも感じていま
した。それでも、私のことを見捨てず丁寧に指導して下さったコーチをは
じめ、いつも相談に乗って下さった先輩や、励まし合った仲間、精神的
に鍛えて下さった先生、他校のライバルや家族の存在があったからこそ
頑張ってくることが出来ました。今年東海大会に出場することが出来た
のも、周りからの応援に応えたいと思ったからです。来シーズン、全国大
会出場の為にも、さらに自分を厳しく鍛えていきたいです。

 　私たちは「人に伝える」ということに重点をおいて日々練習していま
す。１０月から１１月にかけて、県内の吹奏楽部との合同練習を通して
たくさんの中高生と関わる機会を頂きました。学校、学年は関係なく、同
じ場所で楽器を吹くことによってコミュニケーションをとることができまし
た。とても充実した時間を過ごすことができ、音楽の力や素晴らしさを改
めて実感しました。ウィンドアンサンブル部は「日本一になる」を合言葉に
夏の全国大会へ向けて練習をしています。練習できる環境を整え、部
活動だけでなく多くの場面で支えて下さっている先生方や家族。部活を
とりまく全ての人々への感謝の気持ちを待つだけでなく演奏を通して実
際に伝えていきたいです。人数の多い部活ですが、一人一人が音楽を
楽しみながら部訓にもある「良い部活」を作り、お客さんに楽しんで頂け
る演奏を目指して練習に励んでいきます。

陸上部 ウインドアンサンブル部

谷口　真鈴 奥深山　詠美
（２Ｊ：東山中出身）

　私たちバドミントン部は、常に県大会での上位を目指し、東海大会に出
場できるよう日々努力し続けています。先日、新チームでの最初の試合
「岐阜県新人戦大会」が行われました。頼りとしていた３年生の先輩方
が抜け、部員数が少なく不安なところもありました。しかし、練習から気
持ちを切り換えて少ないなりに部員が一丸となることで、一人一人の役
割やチームワークを考えながら雰囲気を高め合ってやることが出来まし
た。大会当日は、初戦から苦しい戦いでしたが、一人一人が最後まで
戦い抜き、決勝まで勝ち上がることができました。決勝では、団結力や
最後まで諦めないことの大切さを改めて学ぶことができました。これから
もチーム一丸となって頑張っていきます。バドミントンができるのは、たく
さんの人の支えがあり、部の仲間がいるからだと思います。常に感謝の
気持ちを忘れないようにしたいです。

　私たちアーチェリー部は、先輩方が築き上げてくれたインターハイ出場
の伝統を引き継ぎ、さらにその先を目指しています。そのためには「心・
技・体」この３つを鍛えなければいけません。中でも全ての土台となる
「体」は特に強化しています。体力向上のためにどのような練習をするべ
きか、部員全員でミーティングをし、練習スケジュールを変更しました。
また、「技」は個人の成長が不可欠です。アーチェリーは個人競技のた
め、個々の技術がなければ団体戦を勝ち抜くことはできません。それぞ
れが自分の課題と向き合い、先生方の指導のもと成長していきたいで
す。そして、「心」は私たちを支えて下さる先生方や家族に感謝し、常に
向上心を持って日々の練習に取り組んでいきます。そうして強くなった
それぞれが集まり、一つのチームとして日本一を目指します。目標を達
成できるように日々練習に励んでいきたいです。

バドミントン部 アーチェリー部

期待のホープ達 

卒業生の活躍が紹介されました 

新 人 大 会  

各種中部・全国大会 

がんばらんば長崎国体 

各 種 大 会  

部活動の活躍 


