
   2年 芦澤 萌恵（水巻南中）2年 足立 里桜（引野中） 
   2年 池田 舞姫（水巻南中）2年 大野 恵美（熊西中） 
   2年 大庭 奈緒（本城中） 2年 工藤 愛実（洞北中） 
   2年 鈴木 麻衣（水巻南中）2年 藤尾 実咲（洞北中） 
   2年 松川 青空（中間東中）2年 渡邊 那月（自由ヶ丘中） 
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平成29年8月6日（日）伊予三島運動公園体育館（愛媛県）で開催
された「第10回全国高校書道パフォーマンス選手権大会」にて本
校書道部が8年連続出場を果たすとともに、全国優勝の快挙を成
し遂げました。 
当日は、全国17都道府県、21校による書道パフォーマンスが 
6，000人の観客の前で繰り広げられ、昨年度の全国第3位という
プレッシャーにも負けず、見事優勝杯を手にしました。 
来年3月にアメリカ合衆国ワシントンＤＣで開催される全米桜祭り
開会式典に派遣されます。 
この大会の模様は、You tubeで見ることができますのでぜひご覧く
ださい。 

－教室のアイデアはどこから？ 
  
黒板を題材にした先輩の作品 
が廊下に掛けてあって、黒板を 
使ったパフォーマンスにしたら 

パフォーマンス部長 
              渡邊那月さん 

面白いなと思い、そこから皆でアイ   
デアを出し合って教室の設定に 
なりました。 
 
－教室の黒板を掃除をしながら描   
いていくところが素晴らしかった。  
   
私自身がミュージカルをやってい  
て、そういった経験からヒントやア 
イデアを得ました。 
 

－カレンダーや時計などの小道 
具の用い方もすごく効果的でした。 
今回、こだわったところ、苦労した 
ところを教えてください。 
  
似たような雰囲気のパフォーマン 
スが多いように感じていたので今 
までとは違ったものにたいという 
気持ちが強くありました。 

また、複数で書く際に動きを揃え 
たり、作品に迫力を出すことに苦 
労しました。 
 
－作品の魅せ方はもちろん、迫 
力ある運筆や書技の高さも審査 
員に高く評価されたようですね。 
最後にみなさんにメッセージをお 
願いします。  
   

私たちを支えてくれた先生、先輩、  
後輩、友人、家族。そして、中央 
生はもちろん、応援してくださった  
すべての方に感謝しています。 
本当にありがとうございます。 
 
－全国制覇おめでとう！！！ 
今後の活躍期待しています。 

全国大会 in 宮城 
第41回全国高等学校総合文化祭 

△ 左から 書 稲美さん、書 松岡さん、美術 松本さん 

「第41回全国高総文

祭」（主催：文化庁ほ
か）が7月31日から8月
3日までの5日間宮城
県内を舞台に23部門

の展示発表が行われ
ました。 

本校からは書道部門 
3年 稲美 光乃さん（若
松中）、3年 松岡 尚海

さん（新津中）、美術・
工芸部門 3年 松本

日菜子さん（上津役中）
が出場し、全国の生徒
達と交流を深めました。 

第1回全九州高等学校総合文化祭 

九州大会 in 沖縄 
「第1回全九州高等学校総合文化祭」（主
催：九州高等学校文化連盟ほか）の書道部
門が6月15日～17日までの3日間沖縄県で
開催されました。 
本校からは書道部門 2年 藤尾 実咲さん
（洞北中）が揮毫大会に出場しました。 
 

第18回高校生国際美術展 
平成29年8月9日～8月20日 国立新美術館 主催：特定非営利活動法人世界芸術文化振興協会 

福岡県知事賞 3年 稲美 光乃（若松中） 

秀作賞 3年 熊谷 千波那（菊陵中） 
奨励賞 3年 和田 歩実（遠賀中）2年 藤尾 実咲（洞北中） 
    3年 尾郷 智美（沖田中）3年 橋村 英弥（浅川中）    3 
    3年 原口 実咲（岡垣中） 
 
 
 

西日本新聞書道之友展 2017 
平成29年7月4日～7月9日 福岡県立美術館 主催：西日本新聞社 

西日本新聞社賞 2年 工藤 愛実（洞北中） 
筥崎宮賞    2年 藤尾 実咲（洞北中） 
特 選 3年 稲美 光乃（若松中）  3年 今泉 佑季子（則松中） 
    3年 古賀 遙香（上津役中） 3年 和田  歩実（遠賀中） 
    2年 大庭 奈緒（本城中）   2年 松川  青空（中間東中） 
 

第52回記念高野山競書大会 
平成29年8月1日～8月15日 高野山 総本山金剛峰寺 主催：高野山 金剛峰寺 

平成29年高文連 美術・工芸部門北九州地区大会 

スケッチ部門 

第74回福岡県美術展覧会（県展） 

奨励賞〔ﾃﾞｻﾞｲﾝ〕 3年 茅島 菜美（千代中） 
入 選〔絵画〕  3年 井上 茜（足立中）   3年 岩田 菜々（門司中） 
         3年 熊谷 千波那（菊陵中）   
   〔彫刻〕  3年 西川 優希（枝光台）  3年 小川 愛永（日新館中） 
   〔ﾃﾞｻﾞｲﾝ〕 3年 尾郷 智美（沖田中）  3年 高須賀 杏花（若松中） 
         3年 濱田 優海（遠賀中）  3年 松本 日菜子（上津役中） 
 
 

平成29年9月5日～10月1日 福岡県立美術館ほか 主催：福岡県美術展覧会実行委員会 

平成29年高文連 美術・工芸部門北九州地区大会 

第36回北九州地区高等学校美術・工芸展 

平成29年7月16日 門司港レトロ地区 主催：福岡県高等学校芸術・文化連盟北九州支部ほか 

最優秀賞 1年 井上 剛志（飛幡中） 
特 選  2年 渡邊 祐輝（直方第三中） 2年 小原 亜実（槻田中） 
     2年 田代 七海（花尾中）   2年 吉村 二千夏（高生中） 
     1年 竹田 竜樹（黒崎中） 
 

第67回延岡市美術展覧会 
平成29年7月1日～7月14日 延岡市総合文化センター 主催：延岡氏美術展覧会実行委員会ほか 

延岡市長賞    3年 茅島 菜美（千代中） 
宮崎日日新聞社賞 3年 安部 茜 （香月中） 
努力賞      2年 酒井 栞名（高生中） 
入 選 3年 井上  啓斗（城南中）  2年 岩本 七菜（沖田中） 
    3年 髙須賀 杏花（若松中）  3年 濱田 優海（遠賀中） 
    3年 松本 日菜子（上津役中） 

推 薦 3年 古賀 遙香（上津役中） 3年 和田 歩実（遠賀中） 
特 選 2年 鈴木 麻衣（水巻南中） 2年 藤尾 実咲（洞北中） 
    1年 末次 桃果（永犬丸中） 

最優秀賞〔工芸〕 2年 是木 麻希（高見中） 
優 秀 賞〔絵画〕 3年 熊谷 千波耶（菊陵中）2年 吉村 二千夏（高生中） 
    〔工芸〕 2年 佐藤 鈴香（足立中） 
特 選 〔絵画〕 2年 小原 亜実（槻田中） 2年 貞苅 志穂（大谷中） 
         2年 本田 尚佳（熊西中） 1年 黒木 彩美（中間東中） 
         1年 田口 莉彩（水巻中） 
    〔ﾃﾞｻﾞｲﾝ〕1年 福田 ちよな（広徳中）2年 中升 桐澄（若松中） 
         2年 岩本 七菜（沖田中） 3年 尾郷 智美（沖田中） 
         3年 茅島 菜美（千代中） 
    〔彫刻〕 1年 井上 剛志（飛幡中）             
          

平成29年8月22日～8月27日 北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー 
主催：福岡県高等学校芸術・文化連盟北九州支部ほか 

稲美さん ▷ 

揮毫大会の様子 ▷ 


