
花高川柳（２０１７年同窓会総会イベント） 

同窓会総会イベントのために寄せられた、花高川柳です。 

著作権は各作者にございます。無断での転載、転用はご遠慮ください。  

 

恩師が推薦 知恵の文殊で 神頼み 最後の遠足 

ダッシュする 昼飯前の 百円うどん 花高バンザイ 

あぁ花高 あぁ花高ステキやわ 山峰祐里 

先輩の 思いの詰まった古校舎 宮澤悠 

花高は 小さい頃から 遊び場所 東行 

狭いがな なんとかならんか 机椅子 三十路過ぎの読み人知らず 

感謝され 知ってて良かった チャリ修理 三十路過ぎの読み人知らず 

あのサンダル 罰ゲームにも 使えます 三十路過ぎの読み人知らず 

１０分で うどんを食って 戻る猛者 三十路過ぎの読み人知らず 

正門へ 通じる道を 振りかえる かつを 

草野球 教師に渡す 「果たし状」 期待の星 

グランドに 帰りうながす 先生の声 学校好き 

勝ち負けは カンケイないぜ 体育祭 気合 

花高は ラグビー強いと思われる 匿名 

思い出が すみからすみまで体育館 奥二重 

裏門の 朝は戦争事故多発 小谷 まゆ 

夏休み 校内合宿 消え久し 元体育系 

いらっしゃい 世界の花園 高校へ ごろう 

卒業に 流れる涙は 二通り 松浦 真考 

残念な タイムカプセル 今何処に？ 村田恵子（十五期生） 

時を超え 出会う恩師は トシをとり 鈴蘭 

花高の 先生意外と 高学歴 ＤＫ 

入学し ふと気がつけば 卒業式 ＤＫ 

花高で 出来た思い出 永遠に 猫 

花園の 生徒一丸 文化祭 猫 

花高の 理系と文系 謎の距離 ミチ男 

体育祭 足の汚れは 努力の証 ミチ男 

雨の日に チャリで行ったら ばりダルい ハッヤー 

花高祭 みんなの笑顔 キラキラと Ｍ・Ｙ 



もどらない 青春の日々 さようなら Ｍ・Ｙ 

大舞台 恥ずかしかった アルジャーノン Ｃ・Ｋ 

雨の日の 自転車通学 五十分 Ｃ・Ｋ 

花園の 男の制服 ださすぎる Ａ 

文化祭 有志のステージ 大盛況 Ａ 

花高は 行事いっぱい 青春だ Ｏ・Ｔ 

文化祭 笑って泣いて 忙しい Ｏ・Ｔ 

体育祭 一人は絶対 怒られる 徳原羽空大 

卒業式 たぶんスーツは なくならない 徳原羽空大 

花高祭 思い出つまった 三年間 Ｓ・Ｓ 

団練は みんなおそろい 日焼け跡  Ｓ・Ｓ 

団練で チームワークは 最高潮 奥野慶史 

先生の 厳しい言葉は 糧になる 奥野慶史 

花高祭 応援し過ぎで 声枯れる Ｋ 

全力で 行事はりきり 達成感 Ｋ 

３年間 一生ものの 思い出だ Ｎ 

花高生 みんな大好き カツカレー デイビー 

文化祭 みんなキラキラ 花高生 デイビー 

聖地だが 無いよ花園 ラグビー部 ドラえもん 

楽しくて 笑いが絶えない 花園高校 ドラえもん 

部活動 汗と涙で 強くなる しまじろう 

花高祭 人と人との つながりで しまじろう 

花高は ななこうってよむ はなぞのさ ワラベ 

気がつけば 若いつもりが 大先輩に。。。 ５６ 

正門の 前の道路が 狭すぎる 匿名 

裏門の 前の道路も 狭すぎる 匿名 

昼休み 遊びつかれて 五限寝る。 みつを 

食堂行こ あれ人多い 飯食えず。 みつを 

花高生 みんな違って みんないい みつを 

徒歩 3分 予鈴が聞こえ 家を出る しまかぜ 

花高の プールで泳ぐ 夏の夜 はかるくん 

ガンテツに 入学前から 怒られる 快速急行 

五十余年 世間に同窓数知れず こちから 



体育館 天井だけが近代化？ こちから 

視聴覚 トリニトロンが今液晶 こちから 

古稀むかえ ますます青春 一期生 大熊 登 

古稀なれど ボケむかえたくない いつ迄も 大熊 登 

変われども 変わらぬ青春の 一ページ 関 秀夫 

花高は 永遠に楽しや わが胸に 大熊 登 

新設校 今では立派な 伝統校 １１期・恵子 

川柳に 説明文は ナンセンス 山畑 幸子 

合田君 「はなぞの」を 読んでないかと叱る友 山畑 幸子 

「はなぞの」を 二倍コピーで 隅も読む 山畑 幸子 

団塊の世代が生みし花高を 育てあげたは Ⅱ・Ⅲ世（ニ・サンセイ） 山畑 幸子 

甲子園 いつか聞きたい 花校歌 山畑 幸子 

阪神の帽子をかぶり福岡の街を歩 けば飛ばされた 今はおさまり 鷹帽子 山畑 幸子 

頭に描く バーコード つけてほしいな振込用紙 山畑 幸子 

 


