
4月8日の入学式、1年生の教室が色とりどりの黒板アートで彩られました。新しく入学する中央生を歓
迎するため、美術専攻の生徒たちが約10日間、チョークと格闘しながら制作したものです。
入学式を終えて教室に戻ってきた際には、先輩たちの力作に「えっ？チョーク？すごい！」と驚く声が
上がったり、記念に残そうとスマートフォンやカメラを向ける保護者の姿がたくさん見られたりしました。
この様子はＲＫＢ毎日放送「今日感テレビ」で特集され、学校内外のたくさんの方から反響がありました。

2年生書道パフォーマンスデビュー

春期休業中（3月23日）にイ

オンモール八幡東店で書

道パフォーマンスを行いま

した。書道専攻2年生のパ

フォーマンスデビューの場

でもありました。学校から

近い場所だったこともあり、

たくさんの在校生や教職員、

保護者の応援もありました。

3年生の先輩達とともに力

強いパフォーマンスを行い、

デビューを飾ることができ

ました。
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未来の芸術家発掘プロジェクト

筑後市文化連盟賞［絵画］2年香月空乃（黒崎中）
奨励賞 ［染色］3年大谷有花（飛幡中）
入 選 ［絵画］3年 黒木 彩美（中間東中） 3年 田口 莉彩 （水巻中）

3年 竹野 歩妃（沼中） 3年 富岡 伽那子（若松中）
3年 中嶋 優莉奈（永犬丸中） 3年 永野 茉生（岡垣東中）
3年 村山 渚紗（水巻中） 3年 森分 麻莉紗（熊西中）
2年 三角 賢斗（直方第二中） 2年 佐藤 美咲（高須中）
2年 福江 愛未（広徳中） 2年 岸ノ上 さくら（永犬丸中）
2年 三浦 優月（尾倉中） 2年 吉岡 志帆梨（引野中）
2年 森田 葉月（松ヶ江中） 2年 上月 花織（守恒中）
2年 田邊 愛子（上津役中） 2年 赤星 有紀（花尾中）

［デザイン］3年 戸村 美咲（永犬丸中） 2年 吉留 光紀（引野中）
2年 江口 晴太郎（芦屋中） 2年 守口 亜美（穴生中）
2年 吉岡 実咲（柳西中）

［染色］3年 森口 美優（永犬丸中） 2年 古賀 聖織（福教大附中）

第39回筑後市美術展

令和元年8月7日～18日 国立新美術館（東京都） 主催：特定非営利活動法人世界芸術文化振興協会

第24回全日本高等学校書道コンクール

文部科学大臣賞［書道］2年 古川拓海（洞北中）
奨励賞 ［美術］3年 森口美優（永犬丸中） 2年 赤星有紀（花尾中）

2年 岸ノ上さくら（永犬丸中）
［書道］3年 石松美乃梨（穴生中） 3年 西村美咲（若松中）

3年 半田智会（浅川中） 3年 山本咲枝（城山中）
佳作 ［美術］3年 竹野歩妃（沼中） 3年 戸村美咲（永犬丸中）

2年 清家美優（枝光台中）
［書道］3年 古原綾乃（高見中） 2年 宇土夢叶（南曽根中）

2年 松永百香（花尾中）

第20回高校生国際美術展

YHATA CHUO 
HIGH SCGOOL
ART COURSEく

福岡県立八幡中央高等学校 芸術コース通信

つ
1組制作：西山ひかり（3年）、戸村美咲（3年）、吉岡実咲（2年） 2組制作：富岡伽那子（3年）、香月空乃（2年）、佐藤美咲（2年）

入学式 黒板アート サプライズ！

3組制作：福江愛未（2年）、吉岡志帆梨（2年）、上月花織（2年） 4組制作：森口美優（3年）、山本佳子（3年）、清家美優（2年）
山本摩弥（2年）、浦川真由（2年）

5組制作：竹田竜樹（3年）、三角賢斗（2年）、吉留光紀（2年） 密着取材の様子

いよいよ始動！ たくさんの観客のなか堂々とやり遂げました

６月開催！ 体育大会！

バックボード：上から赤ブロック（3年）、黄色ブロック（2年）、緑ブロック（1年）

6月8日に体育大会が開催されまし

た。今年度から体育大会が6月開

催に変更となり、準備期間が短い

中にもかかわらず、創意工夫を重

ね、バックボードをはじめ演舞、チ

ア、ダンス等、様々な場面で活躍す

る姿が見られました。

特に1年生は、新入生行事、中間考

査とまだ学校に慣れていない状況

下で、先輩に助言を受けながら制

作に取り組み、バックボードを作り

上げることができました。

ほたるサミット パフォーマンス

令和元年度学校スローガン
揮毫：山本咲枝（3年）

5月25日黒崎ひびしんホールで2019

ほたるサミットが開催され、北九州

市からの要請で書道専攻生徒がパ

フォーマンスを披露しました。

市長による共同宣言の後、蛍のよう

に光を放つ書が美しく会場内を舞い、

参加者を魅了していました。

八幡西警察署看板を揮毫
八幡西警察署の看板の刷新にあたり、書道専攻の石松美乃梨さ

ん（3年穴生中）の書が採用されました。

高さ2メートル幅50センチの木製の看板に、町の安全を願って力強

い字に仕上げました。

大会等実績

平成30年11月2日～4日 なかまハーモニーホール 主催：中間市教育委員会

中間市長賞 ［書道］3年 森本 美桜 （黒崎中）
中間市教育長賞 ［書道］2年 江藤 千昌 （門司中）

［書道］2年 藤嶋 恭子 （広徳中）
美術協会賞 ［美術］3年 大谷 有花 （飛幡中）
書道協会賞 ［書道］3年 石松 美乃梨（穴生中）

2年 德光 開 （菅生中）
2年 古川 拓海 （洞北中）
2年 幸 雄大 （槻田中）
2年 松永 百香 （花尾中）

平成30年12月11日～16日 サザンクス筑後 主催：筑後市美術展実行委員会

準大賞爨宝子碑賞 3年 古原 綾乃（高見中）
準大賞光明皇后楽毅論賞 2年 德光 開 （菅生中）
全日本高等学校書道教育研究会賞（曹全碑） 3年 西村 美咲（若松中）
全日本高等学校書道教育研究会賞（木簡） 3年 半田 智会（浅川中）
全日本高等学校書道教育研究会賞（爨宝子碑） 3年 古原 綾乃（高見中）
全日本高等学校書道教育研究会賞（楊峴） 3年 西村 美咲（若松中）
全日本高等学校書道教育研究会賞（光明皇后楽毅論）2年 德光 開（菅生中）
全日本高等学校書道教育研究会賞（灌頂歴名） 3年 石松 美乃梨（穴生中）
優秀賞 3年 末次 桃果 （永犬丸中） 3年 中村 珠里花（大蔵中）

3年 山本 咲枝 （城山中） 2年 古川 拓海 （洞北中）
優良賞 3年 石松 美乃梨（穴生中） 3年 古原 綾乃 （高見中）

3年 末次 桃果 （永犬丸中） 3年 池田 穂香 （花尾中）
3年 池田 愛花 （穴生中） 3年 蒲生 みいな（直方第三中）
3年 野田 唯綺 （水巻中） 3年 山本 咲枝 （城山中）
2年 秋永 彩乃 （熊西中） 2年 玉村 咲里彩（遠賀南中）
2年 本田 歩実 （永犬丸中） 2年 松永 百香 （花尾中）

平成31年2月10日 主催：全日本書道教育振興協会

第27回国際高校生選抜書展
平成31年1月29日～2月3日 大阪市立美術館 主催：毎日新聞社

入選 3年 西村 美咲（若松中）

平成30年度標語・論文・ポスターコンクール
主催：福岡県学校保健会

入選 2年 香月 空乃（黒崎中）

大会等実績は裏面に続きます GO



大会等実績

第22回福岡県美しい景観選
平成31年3月25日～29日、7月15日～21日 福岡県庁ロビー、アクロス福岡 主催：福岡県、福岡県うつくしいまちづくり協議会

佳作 2年 赤星 有紀（花尾中） 2年 三浦 優月（尾倉中）

第57回北九州芸術祭 総合美術展
平成31年4月1日～令和元年5月26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

大賞 ［書道］3年 西村 美咲（若松中）
準大賞 ［書道］2年 大和 もえ（黒崎中）

2年 松永 百香（花尾中）
福岡県教育委員会賞［水彩］3年 阿多 悠里（岡垣中）
北九州市立美術館賞［染色］3年 仁田原 花（穴生中）
新人賞 ［染色］3年 森口 美優（永犬丸中）
奨励賞 ［彫刻］3年 守川 唯翔（永犬丸中）
入選［絵画］3年 竹野 歩妃（沼中） 3年 富岡 伽那子（若松中）

3年 中嶋 優莉奈（永犬丸中） 3年 永野 茉生（岡垣東中）
2年 赤星 有紀（花尾中） 2年 香月 空乃（黒崎中）
2年 岸ノ上 さくら（永犬丸中）2年 上月 花織（守恒中）
2年 佐藤 美咲（高須中） 2年 田邊 愛子（上津役中）
2年 福江 愛未（広徳中） 2年 三浦 優月（尾倉中）
2年 森田 葉月（松ヶ江中） 2年 吉岡 志帆梨（引野中）
2年 三角 賢斗（直方第二中）

［水彩］3年 村山 渚紗（水巻中） 3年 森分 麻莉紗（熊西中）
3年 田口 莉彩（水巻中） 2年 原口 夏実（浅川中）

［彫刻］3年 井上 剛志（飛幡中） 3年 上野 由樹（水巻南中）
［染色］3年 大谷 有花（飛幡中） 2年 古賀 聖織（福教大附中）

2年 浦川 真由（木屋瀬中）
特選［書道］3年 末次 桃香（永犬丸中） 3年 中村 珠里花（大蔵中）

3年 蒲生 みいな（直方第三中）3年 石松 美乃梨（穴生中）
3年 山本 咲枝（城山中） 2年 秋永 彩乃 （熊西中）
2年 古川 拓海（洞北中） 2年 佐原 寛太郎（黒崎中）
2年 玉村 咲里彩（遠賀南中）

2019年高校生科学技術コンテストポスター
主催：福岡県

ポスター採用 2年 香月 空乃（黒崎中）

第39回九州全展
令和元年5月21日～26日 北九州市立美術館 主催：全日本美術協会

アート・もりい賞［絵画］ 2年 三浦 優月 （尾倉中）
入選 ［絵画］ 3年 黒木 彩美 （中間東中）

3年 富岡 伽那子（若松中）
2年 赤星 有紀 （花尾中）
2年 佐藤 美咲 （高須中）

第69回延岡市美術展覧会
令和元年6月29日～7月12日 延岡総合センター 主催：延岡市教育委員会

奨励賞 ［デザイン］ 2年 守口 亜美 （穴生中）
入選 ［デザイン］ 2年 吉留 光紀 （引野中）

第54回太平洋西日本展
令和元年6月21日～6月23日 福岡県立美術館 主催：延岡市教育委員会

福岡県知事賞 ［絵画］ 3年 中嶋 優莉奈 (永犬丸中）
北九州市長賞 ［絵画］ 2年 吉岡 志帆梨（引野中）
入選 ［絵画］ 3年 阿多 悠里 （岡垣中）

3年 森分 麻莉紗（熊西中）
3年 黒木 彩美 （中間東中）
3年 富岡 伽那子（若松中）
3年 村山 渚紗 （水巻中）
2年 上月 花織 （守恒中）
2年 三浦 優月 （尾倉中）

第54回高野山競書大会
令和元年8月1日～15日 高野山総本山金剛峯寺 主催：高野山総本山金剛峯寺

推薦賞 3年 古原 綾乃 （高見中）
3年 西村 美咲 （若松中）

特選 3年 山本 咲枝 （城山中）
3年 半田 智会 （浅川中）
2年 安部 成美 （浅川中）

準特選 2年 江藤 千晶 （門司中）
2年 德光 開 （菅生中）
3年 中村 珠里花（大蔵中）
3年 末次 桃果 （永犬丸中）
2年 大和 もえ （黒崎中）

金賞 3年 石松 美乃梨（穴生中） 3年 池田 穂香 （花尾中）
3年 蒲生 みいな（直方第三中） 3年 森本 美桜 （黒崎中）
2年 松永 百香 （花尾中） 2年 秋永 彩乃 （熊西中）
1年 髙橋 舞 （高須中） 1年 河野 華鈴 （岡垣東中）

銀賞 3年 石田 優璃 （洞北中） 2年 古川 拓海 （洞北中）
2年 玉村 咲里彩（遠賀南中） 2年 藤嶋 恭子 （広徳中）
2年 中本 乙葉（福教大附中） 1年 松本 心綸 （本城中）
1年 和田 朋美 （遠賀中） 1年 古賀 聖愛 （花尾中）

銅賞 3年 野田 唯綺 （水巻中） 3年 池田 愛花 （穴生中）
2年 宇土 夢叶 （南曽根中） 2年 本田 歩実（永犬丸中）
2年 幸 雄大 （槻田中） 1年 新田 きらら（河東中）
1年 笹田 琉菜 （河東中）

褒状 2年 植本 夕梨紗（永犬丸中） 1年 坂本 優奈 （穴生中)
1年 原田 智慧（永犬丸中） 1年 中村 心幸 （福間中）

入選 2年 佐原 寛太郎（黒崎中） 1年 若菜 祈叶（永犬丸中）

今後の活動について

7月22日～28日 書道全 書道部門高文連地区展（コムシティ黒崎市民ギャラリー）

7月23日 美術2年 校外学習 美術系進路相談会（博多区）

8月 4日 書道2年 書道パフォーマンス甲子園（愛媛県）

書道1年 校外学習 書道パフォーマンス甲子園見学他（愛媛県）

美術2年 校外学習 広島市立大学オープンキャンパス他（広島県）

8月20日～25日 美術全 美術・工芸部門高文連地区展（北九州市立美術館）

9月13日・14日 文化祭

高文連全国大会について

高校生の文化の祭典である高文連（高等学校文化連盟）全国大会が佐賀県で開催さ

れます。会期中、書道部門の3年石松さん、古原さんの作品が展示されます。

全国のトップレベルの高校生の作品を鑑賞する機会です。

書道部門

7月27日～31日 唐津市文化体育館（佐賀県唐津市和多田大土井1-1）

美術・工芸部門

7月27日～31日 佐賀県立博物館・美術館（佐賀県佐賀市城内1－15－23）

第32回デザインコンペ
平成31年2月7日～10日 リーパスこが 主催：福岡県高等学校芸術・文化連盟美術・工芸部門

優秀賞 2年 守口 亜美 （穴生中）
入選 3年 西河 凜欧 （沖田中）

3年 竹田 竜樹 （黒崎中）

絵はがきコンクール
平成31年2月7日～10日 リーパスこが 主催：福岡県高等学校芸術・文化連盟美術・工芸部門

特選 3年 富岡 伽那子（若松中）
3年 永野 茉生 （岡垣東中）

入選 3年 田口 莉彩 （水巻中）
3年 森口 美優 （永犬丸中）

2019年度福岡県高等学校総合体育大会ポスター
主催：福岡県高等学校体育連盟

奨励賞 3年 戸村 美咲 （永犬丸中）
2年 佐藤 美咲 （高須中）

入選 2年 香月 空乃（黒崎中）

主催：福岡県

平成31年度愛鳥週間ポスター原画コンクール

第62回全国学芸サイエンスコンクール

旺文社赤尾好夫記念賞 2年 岸ノ上 さくら（永犬丸中）
2年 上月 花織 （守恒中）
2年 森田 葉月 （松ヶ江中）

主催：旺文社


