
優勝・南海放送賞
2年 池田 穂香（花尾中） 2年 池田 愛花（穴生中）
2年 石田 優璃（洞北中） 2年 石松 美乃梨（穴生中）
2年 蒲生 みいな（直方第三中）2年 古原 綾乃（高見中）
2年 末次 桃果（永犬丸中） 2年 中村 珠里花（大蔵中）
2年 西村 美咲（若松中） 2年 野田 唯綺（水巻中）
2年 半田 智会（浅川中） 2年 森本 美桜（黒崎中）
2年 山本 咲枝（城山中）

10月23日（火）から10月26日（金）までの4日間、芸術コース2年生は東京・関西（東京、京都、大阪）修
学旅行に行ってきました。
23日初日は、美術館や博物館での特別展の鑑賞を行い、最終日の26日には芸術大学の訪問等充実
した4日間を送ることができました。特に、2日目と3日目の東京と京都での班別研修では、観光名所を
訪れたり、ものづくり等の体験活動を通して、その土地でしか味わうことのできない文化を生徒達は体
感することができたようです。

全国大会 in 長野 第42回全国高等学校総合文化祭

「第42回全国高等学校総合

文化祭」 （主催：文化庁ほか）

が8月7日から8月11日まで

長野県で行われました。

本校からは書道部門 3年

池田舞姫さん（水巻南中）、

2年西村美咲さん（若松中）、

美術・工芸部門 3年 中升

桐澄さん（若松中）が出場し、

全国の生徒達と交流を深め

ました。

「第2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16日～17日まで、美術・

工芸部門が12月6日～9日まで鹿児島県

で開催されました。

本校からは書道部門 2年石松美乃梨さ

ん（穴生中）、美術部門 3年吉村二千夏

さん（高生中）が出場しました。

第11回全国高等学校 書道パフォーマンス選手権大会

平成30年7月4日～7月9日 北九州市立美術館 主催：全日本美術協会

第74回福岡県美術展覧会（県展）

平成30年6月19日～24日 福岡県立美術館 主催：太平洋美術会

平成30年7月29日 四国中央市伊予三島運動公園体育館 主催：書道パフォーマンス甲子園実行委員会

福岡県教育委員会賞 [染織] 3年 是木 麻希（高見中）
北九州市教育委員会賞[絵画] 2年 村山 渚紗（水巻中）
西日本新聞社賞 [染織] 3年 石本 杏（中央中）
直方市長賞 [立体彫刻] 2年 守川 唯翔（永犬丸中）
久留米市長賞 [染織] 2年 仁田原 花（穴生中）
入 選 [絵画] 3年 本田 尚佳（熊西中） 2年 阿多 悠里（岡垣中）

2年 竹野 歩妃（沼中） 2年 黒木 彩美（中間東中）
2年 田口 莉彩（水巻中） 2年 富岡 伽那子（若松中）
2年 中嶋 優莉奈（永犬丸中）2年 永野 茉生（岡垣東中）
2年 森分 麻莉紗（熊西中） 2年 山本 佳子（板櫃中）

[立体彫刻] 3年 尾田 志織（菊陵中） 2年 井上 剛志（飛幡中）
2年 上野 由樹（水巻南中）

[染織] 2年 大谷 有花（飛幡中） 2年 森口 美優(永犬丸中）
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福岡市教育委員会賞 3年 藤尾 実咲（洞北中）
テレビ西日本賞 3年 芦澤 萌恵（水巻南中）
特 選 3年 足立 里桜（引野中） 3年 池田 舞姫（水巻南中）

3年 大庭 奈緒（本城中） 3年 工藤 愛実（洞北中）
3年 渡邉 那月（自由丘中） 2年 石松 美乃梨（穴生中）
2年 古原 綾乃（高見中） 2年 末次 桃果（永犬丸中）
2年 半田 智会（浅川中）

奨励賞 3年 大野 恵美（熊西中） 3年 鈴木 麻衣（水巻南中）
3年 松川 青空（中間東中） 2年 池田 穂香（花尾中）
2年 池田 愛花（穴生中） 2年 石田 優璃（洞北中）
2年 蒲生 みいな（直方第三中）2年 中村 珠里花（大蔵中）
2年 西村 美咲（若松中） 2年 野田 唯綺（水巻中）
2年 森本 美桜（黒崎中） 2年 山本 咲枝（城山中)

カジキ美術賞 2年 森口 美優（永犬丸中）

第53回太平洋西日本展

平成30年4月10日～15日 福岡県立美術館 主催：西日本新聞社

第38回 九州全展

平成30年9月4日～30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

第56回北九州芸術祭 総合美術展
平成30年4月1日～29日 北九州市立美術館、黒崎市民ギャラリー 主催：北九州文化連盟、毎日新聞社

第68回延岡市美術展覧会
平成30年6月30日～7月13日 延岡総合文化センター 主催：延岡市、延岡市教育委員会ほか

入 選 3年 岩本 七菜（沖田中） 3年 山本 聖（永犬丸中）

第2回全九州高等学校総合文化祭

第33回福岡県高等学校総合文化祭
平成30年10月13日（書道）、10月24日～28日（美術・工芸）
久留米市立南筑高等学校（書道）、久留米市立美術館（美術・工芸） 主催：福岡県高等学校芸術・文化連盟

全国大会推薦 ［書道］2年 石松 美乃梨（穴生中）
2年 古原 綾乃 （高見中）

九州大会推薦 ［美術］2年 津森 瑠梨香（高見中）
特 選 ［書道］3年 池田 舞姫（水巻南中） 3年 藤尾 実咲（洞北中）

2年 西村 美咲（若松中） 1年 德光 開 （菅生中）
1年 古川 拓海（洞北中）

［美術］2年 井上 剛志（飛幡中） 2年 竹野 歩妃（沼中）
2年 中嶋 優莉奈（永犬丸中）

秀 作 ［書道］3年 足立 里桜（引野中） 3年 松川 青空（中間東中）

3年 渡邉 那月（自由ヶ丘中） 2年 池田 穂香（花尾中）
2年 池田 愛花（穴生中) 2年 末次 桃果（永犬丸中）

2年 中村 珠里花（大蔵中） 2年 野田 唯綺（水巻中）
2年 半田 智会（浅川中） 2年 山本 咲枝（城山中）
1年 秋永 彩乃（熊西中） 1年 安部 成美（浅川中）
1年 植本 夕梨紗（永犬丸中）1年 江藤 千晶（門司中）
1年 玉村 咲里彩（遠賀南中）1年 中本 乙葉（福岡教育大学附属中）

1年 藤嶋 恭子（広徳中） 1年 松永 百香（花尾中）
1年 大和 もえ（黒崎中）

大 賞 [書道] 3年 大庭 奈緒（本城中）
準大賞 [書道] 2年 古原 綾乃（高見中）

2年 西村 美咲（若松中）
市制55周年記念賞 [書道] 3年 藤尾 実咲（洞北中）
福岡県教育委員会賞 [水彩] 3年 渡邊 祐輝（直方第三中）
北九州市立美術館賞 [染織] 3年 是木 麻希（高見中）
朝日新聞社賞 ［絵画］ 3年 貞苅 志穂（大谷中）
毎日新聞社賞 [彫刻] 3年 尾田 志織（菊陵中）
新人賞 [染織] 3年 石本 杏（中央中）
奨励賞 [彫刻] 2年 井上 剛志（飛幡中）
特 選 ［書道］3年 足立 里桜（引野中） 3年 松川 青空（中間東中）

2年 石松 美乃梨（穴生中） 2年 末次 桃果（永犬丸中）
2年 半田 智会（浅川中） 2年 山本 咲枝（城山中）

入 選 ［絵画］3年 芳賀 翔太郎（足立中） 3年 増永 一輝（篠崎中）
3年 吉富 日向太（東郷中） 3年 小原 亜実（槻田中）
3年 藤田 優奈（広徳中） 3年 本田 尚佳（熊西中）
3年 吉村 二千夏（高生中） 2年 黒木 彩美（中間東）
2年 田口 莉彩（水巻中） 2年 竹野 歩妃（沼中）
2年 富岡 伽那子（若松中） 2年 中嶋 優莉奈（永犬丸中）
2年 永野 茉生（岡垣東中） 2年 村山 渚紗（水巻中）
2年 森分 麻莉紗（熊西中）

［水彩］3年 宇土 明梨（南曽根中）
［染織］2年 大谷 有花（飛幡中） 2年 仁田原 花（穴生中)

2年 森口 美優（永犬丸中）
［彫刻］2年 守川 唯翔（永犬丸中） 2年 上野 由樹（水巻南中）

第19回高校生国際美術展
平成30年8月8日～19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会

優秀賞 ［書道］2年 石松 美乃梨（穴生中）
奨励賞 ［書道］2年 古原 綾乃（高見中）

［絵画］2年 永野 茉生（岡垣東中）
［染織］3年 是木 麻希（高見中） 2年 仁田原 花（穴生中）
［デザイン］3年 中升 桐澄（若松中）
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特 選 2年 田口 莉彩（水巻中） 2年 富岡 伽那子（若松中）
2年 永野 茉生（岡垣東中） 2年 山本 佳子（板櫃中）
1年 三角 賢斗（直方第二中）1年 香月 空乃（黒崎中）
1年 山本 摩弥（日の里中）

平成30年度福岡県高等学校文化連盟美術・工芸部門

北九州地区大会スケッチ部門
平成30年7月15日 門司港レトロ地区 主催：福岡県高等学校芸術・文化連盟ほか

池田さん 西村さん 中升さん

INFORMATION 福岡県立八幡中央高等学校芸術コース 第19期生 卒業制作展

卒展 201812.18 － 12.23
コムシティ３階 黒崎市民ギャラリー （北九州市八幡西区黒崎3-15-3）

9:00－17:30
（最終日は17:00まで）

19期生の3年間の努力の結晶です。みなさまのご来場をお待ちしています。入場無料

● ●火 日
朝日新聞社賞 ［デザイン］3年 中原 慎悟（若松中）
入 選 ［洋画］3年 貞苅 志穂（大谷中） 3年 藤田 優奈（広徳中）

3年 吉村 二千夏（高生中）
［工芸］3年 石本 杏（中央中）

揮毫大会（書道） 生徒交流会（美術）

芸術コース 東京・関西修学旅行


