
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福岡県立三池高等学校 平成３０年１０月１９日発行 

○「三高祭 芽生～next innovation～」 進化！華やか！笑顔満開！ 
９月８日（土）、新たなステージに突入した「第２回 三高祭」を盛大に開催しました。部活動をはじめ、委員会やク

ラスがアイディアとユーモア満載の企画を披露しました。個々の感性と努力の結晶とも言える作品の数々、観客の気持

ちを揺さぶり盛り上げる優美・優雅な演奏や熱のこもった歌やダンスは圧巻でした！ＰＴＡの皆さんには、暑さを吹き

飛ばすかき氷の販売をしていただきました。観覧してくれた中学生も三高生の笑顔にふれて、楽しそうでした!! 

 

（↖左上・↑上）保健委員会、図書委員会は毎年の

活動・調査報告が見応え、読み応え十分！ 

（←左）生徒会企画「ありがとうの手紙」では、 

あったかい気持ちになりました。 
 

三池高校だより ３号 
 

校訓 

○進取…果敢に挑む 

○至誠…真心を尽くす 

○自治…自らを治める 

 

○高文連弁論大会出場報告  
～各学年の代表として精一杯がんばりました！～ 

１・２年生で取り組んだスピーチコンテストで各学年の代表として選ばれた、２年生の

山田生吹さんと１年生の中村芹菜さんの２名が、１０月１２日に行われた高文連総合文化

祭弁論部門の福岡県大会に出場しました。大会会場校の八女高校生約５００人の前で、県

内の各学校から集まった精鋭達とともに、２人とも堂々とした話しぶりで、健闘しました。 

２年３組 山田 生吹さん（高田中出身）演題：「お豆腐メンタル」 優良賞 

１年１組 中村 芹菜さん（橘中出身） 演題：「医療の『闇』と命を救う『光』」奨励賞   

○秋の１日大学 ～２年生、大学の先生方から学ぶ～ 
９月２７日（木）総学の時間を利用して、出前講義「秋の１日大学」が実施され

ました。理系・文系のそれぞれ４学部ずつから講師の方をお招きして、各専門分野

について御講義をしていただきました。各学部の特色あるカリキュラムの紹介や、

大学での専門的な学び、高校の勉強からの繋がりなど、非常に幅広い内容の講義が

あり、集中して聞いていました。「この機会を日頃の学習にも繋げていきながら、来

年度の入試に向かっていきたい。」という声もありました。 

と思います。 

 

（↑上）書道部が揮毫してくれた三高祭

テーマ「芽生」の文字が、ダンスを力

強く後押ししているようです。 



○Congratulations on your victory！～ 夏・秋の表彰 ～  
 

　【総合部・水泳】　　　９月２９日（土）～３０日（日）熊本県 　２年２組　　辻　  泰成 くん　（白光中出身） 優勝

　【陸上競技部】　　１０月１３日（土）～１５日（日）大分県 　２年４組　　水野 皓太 くん　（田隈中出身） ２位

　２年５組　　柿原 詩音 くん　（田隈中出身） ８位

種目・部門 順位・賞 名前 クラス 出身中

【美術部】 美術・工芸部門 文化連盟賞 甲斐田菜月 ２の３ 歴木

【総合部】 ５０ｍ背泳ぎ １位 辻　泰成 ２の２ 白光 九州大会出場

１００ｍ背泳ぎ ２位 辻　泰成 ２の２ 白光 九州大会出場

５０ｍ、２００ｍ平泳ぎ 標準記録突破 金子能飛 １の３ 橘 九州大会出場

【陸上競技部】 個人・男子三段跳び １位 水野皓太 ２の４ 田隈 九州大会出場

〃 個人・男子３０００ｍSC ２位 長　純希 ２の４ 田隈 九州大会出場

〃 個人・男子４００ｍH ４位 柿原詩音 ２の５ 田隈 九州大会出場

〃 個人・女子４００ｍ ４位 松浦緋里 ２の４ 宅峰

〃 個人・女子４００ｍH ４位 松浦緋里 ２の４ 宅峰

〃 個人・女子１００ｍ ５位 橋本綾乃 ２の１ 田隈

〃 個人・男子走り幅跳び ４位 水野皓太 ２の４ 田隈

〃 個人・男子八種競技 ７位 野田　渉 ２の２ 田隈

【美術部】 委員長賞 甲斐田菜月 ２の３ 歴木 全国審査進出

【陸上競技部】 個人・男子４００ｍ １位 柿原詩音 ２の５ 田隈 県大会出場

個人・男子８００ｍ ３位 藤吉真聖 ２の４ 宅峰 県大会出場

個人・男子１５００ｍ ３位 長　純希 ２の４ 田隈 県大会出場

個人・男子１５００ｍ ４位 藤吉真聖 ２の４ 宅峰 県大会出場

個人・男子１５００ｍ ５位 木下剛瑠 ２の４ 田隈 県大会出場

個人・男子５０００ｍ ４位 木下剛瑠 ２の４ 田隈 県大会出場

個人・男子５０００ｍ ５位 江崎幹太 １の３ 歴木 県大会出場

個人・男子４００ｍＨ １位 柿原詩音 ２の５ 田隈 県大会出場

個人・男子３０００ｍＳＣ ３位 長　純希 ２の４ 田隈 県大会出場

個人・男子走幅跳 １位 水野皓太 ２の４ 田隈 県大会出場

個人・男子三段跳 １位 水野皓太 ２の４ 田隈 県大会出場

個人・男子八種競技 ２位 野田　渉 ２の２ 田隈 県大会出場

男子４×４００ｍ １位 蓮尾亮真 １の１ 松原 県大会出場

〃 〃 塩塚　聡 ２の５ 田隈 県大会出場

〃 〃 水野皓太 ２の４ 田隈 県大会出場

〃 〃 柿原詩音 ２の５ 田隈 県大会出場

団体・男子総合の部 ２位

団体・男子トラック総合 ２位

個人・女子１００ｍ １位 橋本綾乃 ２の１ 田隈 県大会出場

個人・女子２００ｍ ３位 橋本綾乃 ２の１ 田隈 県大会出場

個人・女子４００ｍ １位 松浦緋里 ２の４ 宅峰 県大会出場

個人・女子８００ｍ ２位 原﨑杏奈 １の５ 柳城 県大会出場

個人・女子８００ｍ ４位 内田まひろ ２の３ 田隈 県大会出場

個人・女子１５００ｍ ５位 堀　優理子 ２の１ 勝立 県大会出場

個人・女子４００ｍＨ １位 松浦緋里 ２の４ 宅峰 県大会出場

女子４×４００ｍ ２位 橋本綾乃 ２の１ 田隈 県大会出場

〃 〃 武藤彩花 ２の３ 宅峰 県大会出場

〃 〃 堀　優理子 ２の１ 勝立 県大会出場

〃 〃 松浦緋里 ２の４ 宅峰 県大会出場

団体・女子トラック総合 ２位

【弓道部】 個人 ３位 江崎　遥菜 ２の４ 柳城

女子団体 ３位 県大会出場

〃 女子個人 ４位 黒田萌絵 ２の１ 歴木 県大会出場

〃 女子個人 吉田百合花 ２の３ 歴木 県大会出場

〃 女子個人 江崎遥菜　 ２の４ 柳城 県大会出場

【コーラス部】 団体 最優秀賞 県大会出場

【書道部】 書道部門 特選 奥苑瑞希 ３の２ 白光 県大会出場

〃 〃 〃 久保田真依 ３の３ 勝立 県大会出場

【美術部】 絵画部門 特選 甲斐田菜月 ２の３ 歴木

〃 〃 〃 萩尾憲哉 ２の４ 松原

【剣道部】 男子個人 優勝 大熊誠也 ２の５ 田隈

〃 〃 準優勝 西田洋平 ２の５ 田隈

〃 女子個人 準優勝 永江日向 １の２ 田隈

祝 九州大会優勝！ 総合部（水泳） 辻　泰成くん ～応援ありがとうございました～

　来年度のインターハイ（全国大会）出場に向けて、好発進！水野くんと柿原くんは２年連続出場に期待が高まります。　

５０ｍ背泳ぎ

三 段 跳 び

４００ｍﾊｰﾄﾞﾙ

高文連筑後地区高等学校美術・工芸展

大牟田市高等学校秋季剣道大会

大会名（＊省略した名称を使用しています）

高体連新人大会南部ブロック大会

福岡県高等学校夏季弓道大会

高体連弓道競技新人大会南部ﾌﾞﾛｯｸ予選会

高文連総合文化祭合唱部門筑後地区大会

高文連総合文化祭地区揮毫大会

◎地区（南部ブロック）大会

◎全国大会

◎県 大 会

第４２回全国高等学校総合文化祭

高体連新人水泳競技 兼 末弘杯予選会

高体連新人大会県大会　

明るい選挙啓発ポスターコンクール
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