
★センター試験壮行会 ～３年生、進路実現に向けて頑張れ！！～ 

１月１９日(土)～２０日(日)に実施された大学入試センター試験に向けて、１月１８日(金)に

壮行会を行いました。壮行会では２年生より必勝祈願の千羽鶴が贈られました。今年は本校

３年生の 164 名がセンター試験を受験しました。  

★志講演会 ～映画『オズランド』のモデルとなった先輩に学ぶ～ 
１２月２０日（木）に、「INSIGHT～インサイト 人生で聞いていて損はないと思われる先輩の

話」と題して、本校卒業生の BBDO J WEST,INC の小栁俊郎先輩（高４０回卒）から講演をして

いただきました。小栁先輩は映画『オズランド』の主人公のモデルとなった方で、グリーンランドで

の仕事や、現在までの職歴の中で学んだ気付きを、わかりやすく話してくださいました。 

浅草で食べ歩き！ 

東京駅前で 

ルートは 

自分たちで 

調べました。 

 

★志講演会 外務省高校講座 ～第一線で活躍中の外交官に学ぶ～ 

１月２２日（火）に、外務省国際協力局の林田明子さんをお迎えし、外交官の仕事内容や、

国際協力について講座をしていただきました。諸外国と友好関係を維持することの重要性や、

他国の開発協力のための取り組みなど、林田さんの経験に基づいて話をしてくださいました。 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

福岡空港から羽田空港へ！     ≫東京近郊フィールドワーク       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

≫鎌倉観光                    ≫TDR 観光 

             江ノ電にも乗りました！ 

               鶴岡八幡宮でおみくじ          

              

 

 

 

 

高徳院で記念撮影♪ 
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★２年生は修学旅行に行ってきました！ 
１２月１１日(火)～１４日(金) に、２年生１９７名が東京近郊へ修学旅行に行ってきました。東京でのフィールドワーク、本校ＯＢ

で筑波大学教授の猿渡康文先輩の講演、鎌倉観光、東京ディズニーリゾート観光、国会議事堂見学などの研修を行いまし

た。寒い中ではありましたが、充実した内容の３泊４日の研修を満喫しました。 

三池高校だより ４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 
 

筑波大学教授の 

猿渡康文先輩（高３５回卒） 

によるご講演 

「次代を担う三高健児へ」 

 

国会議事堂・お台場見学 

https://4.bp.blogspot.com/-DDbuHo4dcuw/U7O6vWjKh1I/AAAAAAAAiR0/9CiWp-qEM4I/s800/hikouki_gumo.png


● 美術部 ● 陸上競技部

▶ 第２回全九州高等学校総合文化祭美術・工芸部門 ▶ 高体連新人駅伝南部ブロック大会 ★は区間賞受賞

鹿児島大会出場 ３の５ 森　和奏 田隈中 男子の部 優勝

▶ 第33回福岡県高等学校総合文化祭美術・工芸部門 区間 １区 ★ ２の４ 木下　剛瑠 宅峰中

デザイン部門 特選 １の２ 田口　瑠依 甘木中 ２区 ★ ２の４ 長　純希 田隈中

▶ 第67回大牟田美術展 洋画部門 ３区 ２の４ 藤吉　真聖      代宅峰中

大牟田市教育委員会賞 ２の３ 甲斐田 菜月 歴木中 ４区 ★ １の３ 江崎　幹太 歴木中

● 書道部 ５区 ★ １の２ 江崎　壮太 歴木中

▶ 第33回福岡県高等学校総合文化祭 女子の部 第２位

書道部門 特選 ３の２ 奥苑　瑞希 白光中 区間 １区 ★ ２の１ 堀　優理子 勝立中

▶ 第67回大牟田美術展 ２区 ２の３ 内田まひろ 田隈中

書道部門 奨励賞 ３の２ 奥苑　瑞希 白光中 ３区 ★ １の５ 原﨑　杏奈 柳城中

● 弓道部 ４区 ２の３ 武藤 彩花　　　代宅峰中

▶ 第４９回青少年武道大会　弓道競技 ▶ 高体連新人ロードレース南部ブロック大会

女子団体 C 優勝 １の２ 江﨑　百合子　代橘中 男子の部 ３位 １の５ 中山　真通 宮原中

１の３ 草野　望来　　 宅峰中 ● 国語科

１の３ 松村　百桃　　 宅峰中 ▶ 広島修道大学２０１８作文コンテスト　

女子団体 A ３位 ２の３ 佐田　知奈美　代歴木中 審査員特別賞 ２の1 江﨑　怜美 田隈中

２の４ 江崎　遥菜　 柳城中 佳作 ２の３ 山田　昌汰 白光中

２の４ 高良　怜恵 田隈中 ▶ 保健医療経営大学　第３回高校生エッセイコンテスト

男子団体 J ３位 ２の１ 堺　みのり 田隈中 優良賞 ２の３ 大熨　真 宅峰中

１の２ 福田　太陽　　 代宅峰中 〃 １の５ 井上　都子 蒲池中

１の２ 山川　哲平 宅峰中 ▶ 第１４回全国高校生川柳コンクール

最高的中特別賞 ２の４ 江崎　遥菜　 柳城中 入賞 ２の３ 園田　広明 宅峰中

男子個人 ２の３ 北原　理暉 ● 芸術科
（書道）

女子個人 ２の１ 黒田　萌絵 歴木中 ▶ 平成３０年度授業作品展

男子個人 ２の１ 福山　瑛介 瀬高中 優秀賞 ３の５ 坂田　海月 白光中

女子個人 ２の４ 高良　怜恵 田隈中 〃 ３の５ 平川　奈々 高田中

● 硬式テニス部 〃 １の２ 北原　積木 昭代中

▶ 第33回大牟田オープンジュニアテニストーナメント 〃 １の４ 松藤　妃香 橘中

男子シングルス　優勝 ２の３ 中園　仁 橘中 ● 保健委員会

▶ 平成30年度生徒保健委員
研究発表大会

標語の部 優秀賞 ２の４ 森山　沙織 田隈中

論文の部 優秀賞 ２の３ 猿渡　きなり 宅峰中

★Congratulations on Your Victory！～ 冬の表彰 ～

🌸邦楽部　全国大会出場決定！

１１月１０日に行われた第33回福岡県高等学校総合文化祭において、

日本音楽部門 最優秀賞 を受賞し、

来年度の全国大会出場を決めました。

　美術部　甲斐田菜月さん  (２の３ 歴木中)

九州大会出場決定！

１０月２８日に行われた第33回福岡県高等学校総合文化祭 

絵画部門において、来年度の九州大会への推薦を受けました。

武蔵野市立第一中

🌸文芸部 大浦早貴さん(２の２ 歴木中)

全国大会出場決定！

１０月２８日に行われた第33回福岡県高等学校総合文化祭において、

文芸部門 詩部門 最優秀賞 を受賞し、

来年度の全国大会出場を決めました。

サッカー部 県大会出場！ １部昇格！
福岡県高等学校サッカー新人大会において、県大会出場を

果たしました。南部ブロック１部リーグへの昇格も達成しました。

剣道部 西田洋平君（２の５ 田隈中）県大会ベスト１６！
福岡県高等学校剣道新人大会男子個人戦において、南部ブロック予選会を

８位入賞で突破し、県大会ではベスト１６入りを果たしました。

 


