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今後の予定 
 

９月の予定 

18(土)   出校日 

   中学生オンライン体験入学 

19(日)   Ⅲ看護医療模試(希望者) 

21(火) 通常授業開始 

26(日) 情報処理検定 

30(木) 国教科アジア文化賞講演会 

    (オンライン)⑤⑥ 

 

10月の予定 
 6(水) ～8(金) 中間考査 

 6(水)  推薦決定者保護者会 

 9(土)    英検第２回１次試験 

16(土) 電卓検定 

22(金) 福JOY集会 

23(土） 文化祭 

     中学生体験入学 

24(日) 公開ファッションショー 

25(月) 10/23代休 

福岡市立福岡女子高等学校          

校 長   山田 耕史 

 生徒会95期退任のご挨拶 会長 永田千尋 

 国際教養科 English Workshop 

 私は２年間生徒会役員をつとめました。私自身、高校で初めて大きな学

校に通い、成長したいと思い生徒会にも立候補しました。不安がたくさん

ありましたが、皆さんの協力や温かい声かけのお陰で務めることができま

した。コロナ禍で活動は制限されましたが、皆さんのご意見を聞きながら

活動をしてきました。６月の生徒総会では「靴下や制服の着用期間」が議

案にあがり、見事、先生方の了承を得ることができました。今回の決定

は、皆さんが日頃の学校生活を頑張っているからこそだと思います。日頃

からきちんとしておけば、より良い方向へ変わることができます。今後も

自覚と責任を持って過ごしていきましょう! 

 この生徒会活動で学んだことは、一生懸命していれ

ば、きっと誰かが見ているということです。大変なこと

でも一生懸命やれば自信や成功につながります。頑張っ

ている人には温かい声をかけてあげてください。かけら

れた方も嬉しい気持ちになります。 

 皆さんで温かい言葉で溢れる福女をりましょう。  

 ７月２９日（木）、中学生を対象としたEnglish Workshop

が開催されました。本校の３名のＮＳの先生方と一緒に、オールイン

グリッシュで様々な英語活動にチャレンジしました。 

 オンラインで韓国、アメリカに住む学生さんたちと繋がってＱ＆Ａ

の会話を楽しんだり英語のニュース番組を各グループで創って視聴し

たり、英語を使った楽しい時間となりました。 

『思い出の灯』 

高文連美術・工芸部門 

福岡地区大会 顧問特選 

美術部 野津 愛子 

３年普通科（田隈中学出身） 

 書道部 作品展示 

 ８月に開催予定であった高文連主催の福岡地区書道展が

中止となってしまったので、校内に作品を展示しました。

校歌の歌詞や、福女から見える玄海灘をイメージした「海

神」、看護に関する言葉を題材とした「護」など、福岡女

子高校をテーマとした作品を創りました。様々な活動制限

がありますが、こんな時だからこそ書道

を楽しむ心を大切にしていきたいです。 

漫画研究部「まんが甲子園」出場 

 ８月６・７日の2日間、全国高等学校漫画選手権大会「まんが甲子園」が

開催されました。本来であれば高知県で開催される予定

でしたが、感染症防止のため、オンラインで各会場を繋

いで行われました。 

 参加生徒は「高校ペン児」の愛称で呼ばれています。

福女漫研部の代表５名も出題されたテーマに沿って、５

時間半で１枚の紙に「まんが」を描き、２日間で２つの

作品を描き上げました。  
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 全国高校総体 in 石川 8/1～4 全国高校囲碁選手権 in 東京 

新型コロナウイルスの影響で直前まで開催が危

ぶまれましたが、無事全国大会に出場できて良

かったです。 

 部長 橋本 瑚雪 

  （城西中学出身） 

北信越総体2021に出場しまし

た。今まで知らなかった緊張

感、全く違う景色を味わうこと

ができました。あの場で試合が

できたこと、とても幸せでし

た。 3年 髙島萌夏(平尾中学出



 2021～2022年 ９６期 新生徒会 役員紹介 

 ７月２０日、新生徒会役員の認証式がありました。今年で

９６期の役員となります。先日、旧役員の方々との引継ぎを

終え、早速、2学期の行事に向けて活動を始めました。現

在、全国的にコロナウィルスの感染が拡がっており、時差登

校なども行われています。そのような今だからこそ「普通」

のありがたさを実感します。今年度は生徒全員の楽しいと思

える学校を作っていきます。全校生徒の皆さん、先生方、生

徒会活動へのご協力よろしくお願いします。           

     生徒会長 ２年服飾デザイン科 田中 音夢 

役職名 学年・名前（出身中学） 

会  長 2年 田中 音夢（警固） 

副会長 
2年 公 函  （壱岐） 

1年 原 琴乃 （元岡） 

書  記 
2年 古賀亜花里（原中央） 

1年 山野井 空（内浜） 

会  計 
2年 宮﨑 日菜（香椎2） 

1年 塩満 真佳（友泉） 

生活委員長 1年 林  恋羽 （元岡） 

文化委員長 2年 川久保伶南（和白丘） 

美化委員長 1年 阪田 心愛（春吉） 

図書委員長 2年 木部 仁絵（西陵） 

体育委員長 2年 小津和音花（玄洋） 

保健委員長 1年 青木 愛奈（福吉） 

視聴覚委員長 1年 園田 望乃（元岡） 

会計監査 
2年 野口 悠愛（玄洋） 

1年 古川 陽菜（前原西） 

 生活情報科では、食物調理技術検定４級（1

年）、３級（２年）、２級（３年）を受検し

ました。また、３年生の希望者は１級にも挑

戦。１･２級ではテーマに沿い自ら献立を考え

ます。 

 飛び級が出来ない検定で、学校や自宅で練

習を重ねて合格を目指しました。感染対策を

十分に行い実施しました。 

 全国高等学校食物調理技術検定に挑戦 

   1級テーマ 

「60歳祖母の還暦祝い」  

 ３級課題 

「吉野鶏の吸い物 

   ・涼拌絲 」 

２級課題 

「17歳女子の通学用弁当」 

8/2～4の3日間、中学生対象

の進路相談会では受付や相談

など、積極的に福女の顔とし

て頑張ってくれました。 

食物調理科「洋菓子講習会」 
三苫信一グランドパティシエール 

特色ある専門学科の学び 

生活情報科「梅の土用干し」 
梅の実を傷つけないように天日に干します。 

 2021～2022年 家庭クラブ新役員紹介 

 第69回全国家庭クラブ研究発表大会はコロナウィルス感染

拡大防止のため徳島県からリモートで開催されました。全国

の高校のホームプロジェクトや家庭クラブ活動を見ることが

でき、私たち役員にももっとできることがあるのではないか

と刺激を受けました。ホームプロジェクトや家庭クラブ活動

がより充実した内容になるように意見を出し合い活動してい

きます。 

家庭クラブ会長 ２年食物調理科 平川沙瑛子 

役職名 学年・名前（出身中学） 

会  長 2年 平川沙瑛子（香椎2） 

副会長 
2年 中山 七草（西福岡） 

1年 岩室 佑奈（田隈） 

書  記 
2年 木下あかり（高宮） 

1年 西   涼風（下山門） 

会  計 
2年 井上  凜（那珂） 

1年 津嘉山由杏（内浜） 

会計監査 
2年 小田 心咲（内浜） 

1年 山口 美羽（田隈） 

福岡女子高校 中学生体験入学 

   第１回 ９月１８日（土）  14：30～16:30 

日程が変更しました。 

９月１３日（月）の代休は変更なし。 

 

吹奏楽部定期演奏会 

８月１２日の演奏会は10月10日（日）に 

予定しています。会場は西市民センターです。 

詳細はＨＰでご確認ください。 

 

福岡女子高校 中学生体験入学 

   第２回 10月２３日（土）  14：０0～16:１0 

文化祭と同日開催・学科紹介等 

※ＨＰより申し込みください。 

  

福岡女子高校 中学生進路個人相談会 

 11月20日（土）10:30～15:30 

※予約不要  


