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友城会会員の皆様におかれまして
は、益々ご健勝で、ご活躍のことと
お慶び申し上げます。また、日頃より
友城会の運営に対しまして、ご協力を
賜り心より御礼を申し上げます。

兼本隆校長先生が昨年３月に退職さ
れ、３年間本当にお世話になり有難う
ございました。後任として篠原歩校長
先生が就かれました。厳しい社会情勢
の中、お世話になりますが宜しくお願

い致します。
私事ではありますが、昨年60歳の還暦を迎えました。自覚

症状が麻痺をしているのか、精神的にも体力的にもまだまだ
現役と思い日々を送っています。

３年半前に友城会の会長を仰せつかり、学校には１年に数
回足を運ぶようになりました。それまでは、卒業して以来、殆
ど訪れることはなく、少し反省する思いがありました。昭和55
年に卒業して約40年ぶりに訪れた学校に驚いたことは、周り
の風景が全くと言っていいほど変わっていないことでした。校
歌にある「桶山の緑を背負いて」「池の面に白雲うつし」の歌

詞の光景がそのまま残り、下校する後輩を見て、40年前にタイ
ムスリップしたような感覚を覚えています。会員の皆様も卒業
以来なかなか訪れる機会がない方も多いと思いますが、久し
ぶりに母校を訪れることで、慌ただしい現実から少し逃避す
ることが出来ると思いますので、是非、訪れてみて下さい。

さて、コロナコロナと２年が経ち、いまだ終息の見通しが
つかない現状ではありますが、昨年発刊した会報誌「友城
Vol.12」に、厳しいコロナ禍に於いても社会人として力強く働
いている同窓会員のメッセージを掲載しました。目を通された
会員の皆様は頼もしく思い、力付けられた方も多くおられた
のではないでしょうか。これからも会員の皆様へ様々な情報
を発信していきたいと思います。会員数11,641人を有する友城
会は、姫路別所高校の卒業生・在校生のための情報発信基地
であり同窓生間の強い絆を結ぶ会員にとって意義ある団体で
あります。２年半後の令和６年に創立50周年を迎えようとする
母校と友城会のさらなる発展のために多くの会員が参加して
記念すべき50周年を迎える計画を立てたいと思います。少子
化という荒波に学校自身が飲み込まれようとする厳しい時代
です。会員の皆様には強い理解と関心を賜り、より一層のご支
援ご協力を宜しくお願い致します。

ごあいさつ

友城会会長
井上　太良
（３回生）

友城会会員の皆様には、ますますご
清栄のこととお慶び申し上げます。平
素は、皆様の母校姫路別所高等学校の
教育活動に、格別のご理解とご協力を
賜り、心より厚くお礼申し上げます。

令和３年４月に着任いたしました校
長の篠

しのはらあゆむ

原歩でございます。
コロナ禍により、様々な教育活動が

制限される中ではありますが、「We 
keep on trying.（私たちは挑戦し続け

ます）－挨拶日本一の高校・遅刻ゼロの高校を目指して－」を
行動指針にして、生徒たちは、落ち着いて学校生活を送ってく
れています。制服を着崩して着用する生徒はおらず、教員が大
きな声を出さなければならない状況は、ほぼ無くなりました。
本校では、昼休みにはスマートフォンの使用を認めています
が、それ以外の時間に使用することはありません。挨拶は、相
手の眼を見て、マスクで口元は隠れているけれど、笑顔で交わ
すことを心掛けています。「自分から笑顔で挨拶しようとして
いる」生徒の割合が100％になれば、挨拶日本一の高校だと言
えるのではないかと考え、日々生徒と職員で挑戦しています。

一方コロナの影響で、３年生の修学旅行は、３度の延期の

末７月に京都に１泊、２年生は方面を四国・中国に変更して
実施せざるを得ませんでした。交流体育祭は、姫路特別支援
学校分教室の参加は叶わず、12月に延期した交流文化祭でや
っと姫路特別支援学校と交流できました。それでも生徒諸君
は、その制限の中で、精一杯楽しみ、級友との確かな思い出を
心に刻んでくれたようです。

部活動も大きく制限されました。そんな中、書道で近畿大
会出場、剣道個人で県大会出場、女子バスケットボールが西
播上位リーグに昇格するなど、生徒諸君の活躍が学校を活気
あるものにしてくれています。

「我々が生徒を信頼するから、生徒は我々を信頼してくれ
る。生徒が我々を信頼してくれるから、保護者も我々を信頼し
てくれる。」このような循環が構築されつつあります。お近く
にお越しの際は、是非皆様の母校をお訪ねください。

創立50周年も令和６年度に迫ってまいりました。大きな節目
を控え、本校のこの地域における役割を改めて構築してまい
ります。友城会会員の皆様には、これまで以上に本校の教育
活動への物心両面でのご支援を賜りますよう、衷心よりお願
い申し上げます。

最後になりましたが、友城会会員の皆様のますますのご健
勝とご活躍を祈念し、ご挨拶に代えさせていただきます。

校長
篠原　　歩
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会
計
報
告

収入の部
前年度繰越 8,759,612
入会金（44回生） 2,618,000
利息（みなと銀行） 72
利息（ゆうちょ銀行） 0
雑収入 0

合　　計 11,377,684

収入の部
前年度繰越 8,621,766
入会金（45回生）＠17,000×150名 2,550,000
雑収入 1,000

合　　計 11,172,766

支出の部
会報発刊費 1,390,490
会議費 900
通信費 1,320
事務用品費 0
消耗品費 0
事業費（システム） 21,208
慶弔費 0
記念品費 242,000
交際費 0 1,655,918
雑費 0
予備費 0
名簿作成助成（特別会計振） 600,000
周年事業助成（特別会計振） 500,000 1,100,000

（2,755,918）
次年度繰越 8,621,766

合　　計 11,377,684

支出の部
会報発刊費 1,300,000
会議費 350,000
通信費 30,000
事務用品費 100,000
消耗品費 40,000
事業費（システム） 30,000
慶弔費 50,000
記念品費 300,000
交際費 50,000
雑費 40,000
予備費 100,000
名簿作成助成（特別会計振） 600,000
周年事業助成（特別会計振） 500,000
次年度繰越 7,682,766

合　　計 11,172,766

2020年（令和２年）度　収支決算報告書（一般会計） 2021年（令和３年）度　予算案（一般会計）

収入の部
前年度繰越 7,141,559
名簿作成助成 600,000
周年事業助成 500,000
利息（みなと銀行） 20
利息（定期貯金みなと銀行） 425

合　　計 8,242,004

収入の部
前年度繰越 8,242,004
名簿作成助成 600,000
周年事業助成 500,000
雑収入（利息等） 500

合　　計 9,342,504

支出の部
0

次年度繰越 8,242,004
合　　計 8,242,004

支出の部
0

次年度繰越 9,342,504
合　　計 9,342,504

特別会計 特別会計
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友城会元会長　松尾 和弘　追悼
第１回生で、友城会会長を歴任されました松尾 和弘氏がご逝去されました。

友城会が設立されてから半世紀近く、会の存続と発展にご尽力され、そして会長とし

ても10年の長きに渡り支えていただきました。本当に感謝の言葉しか思い当たりませ

ん。これからも一緒に活動ができると思っていた矢先の突然の訃報で、大変残念です。

友城会一同、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

新理事歓迎懇親会
45回生理事
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44回生新理事歓迎懇親会は、
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため残念ながら
中止となりました。

新理事紹介

３組 藤
ふじ

田
た

 太
たいよう

陽 吉
よしづみ

積 明
あかり

星◎

４組 岩
いわくら

倉 翔
しょうや

耶 西
にしむら

村 　侑
ゆう



進 路 状 況 《44回生　進路決定状況》

令和３年度　部活動成績

大学 短大 専門学校 就職（公務員）
男 24 0 18 8
女 14 11 51 24

合計 38 11 69 32

◆大学（のべ） 男 女

大阪経済法科大学 1

大阪芸術大学 1

大阪商業大学 1

大阪成蹊大学 1

大阪人間科学大学 1

金沢工業大学 1

関西外国語大学 1

関西国際大学 1

関西福祉大学 1

近畿大学 1

倉敷芸術科学大学 1

神戸海星女子学院大学 1

神戸学院大学 5 2

神戸芸術工科大学 1

神戸国際大学 1

神戸松蔭女子学院大学 2

摂南大学 1

宝塚大学 1

姫路大学 1

姫路獨協大学 2

兵庫大学 4

流通科学大学 5 1

合　　　　計 24 14

◆就職（公務員含む） 男 女

㈱広築 3

日本郵便㈱近畿支社 1

㈱JR西日本交通サービス 1

㈱城山コミュニケーションズ 1

㈱エスディーモバイル 1

㈱正徳 4

ニッポン印刷㈱ 1

㈱グリーンパッケージ　姫路営業所 1 1

㈱銀ビルストアー 1

㈱マルアイ 1

㈱ハローズ 1

光栄自動車整備㈱　移動体事業本部 1

㈱ジェイアンドケー 1

社会福祉法人　博愛福祉会 1

常盤堂製菓㈱ 2

㈱寿香寿庵 1

チムニー㈱ 1

三木工業㈱ 1

よこやま眼科 1

塩見歯科医院 1

日本グラファイトファイバー㈱ 1

テラッソデンタルクリニック 1

山陽アメニティサービス㈱ 1

焼肉　匠屋 1

兵庫県警察 1

合　　　　計 8 24

 ◆専門学校 男 女

相生市看護専門学校 3

はくほう会医療専門学校 3

姫路市医師会看護専門学校 1 4

アートカレッジ神戸専門学校 1

上田安子服飾専門学校 1

大阪ECO動物海洋専門学校 1

大阪アミューズメントメディア専門学校 1

大阪観光専門学校 1

大阪スクールオブミュージック専門学校 1

大阪総合デザイン専門学校 1

大阪バイオメディカル専門学校 2

香川調理製菓専門学校 1

小倉リハビリテーション学院専門学校 1

神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 1

神戸愛犬美容専門学院 1

◆短大（のべ） 男 女

大阪芸術大学 1

川崎医療短期大学 1

神戸医療福祉専門学校　中央校 1

神戸電子専門学校 2 1

神戸動植物環境専門学校 1

神戸ブレーメン動物専門学校 2

神戸ベルェベル美容専門学校 5

駿台観光&外語ビジネス専門学校 1

東京こども専門学校 1

トヨタ神戸自動車大学校 1

日本栄養専門学校 1 2

日本調理製菓専門学校 1

ビジュアルアーツ専門学校 1 1

姫路医療専門学校 1 3

姫路歯科衛生専門学校 1

姫路情報ITクリエイター法律専門学校 1

姫路情報システム専門学校 4 2

姫路ハーベスト医療福祉専門学校 3

姫路理容美容専門学校 1

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院 2

兵庫徳誠会歯科衛生士学校 2

平成リハビリテーション専門学校 2

ジャパンアクションエンタープライズ養成所 1

兵庫県立ものづくり大学校 1

合　　　　計 18 51

神戸教育短期大学 2

神戸常磐大学 1

頌栄短期大学 1

豊岡短期大学 1

兵庫大学　 4

合　　　　計 11

運動部
〈陸上競技部〉
◦�第74回兵庫県高等学校
　陸上競技対校選手権大会男子110ｍＨ
　出場� 本間　涼司（１－３）
◦�第73回兵庫県高等学校ユース
　陸上競技対校選手権大会１年男子110ｍＨ
　出場� 本間　涼司（１－３）

〈女子バスケットボール部〉
◦�令和３年度前期総合体育大会
　バスケットボールの部� Bリーグ昇格
◦�令和３年度兵庫県高等学校
　バスケットボール大会� ２回戦進出
◦�令和３年度第43回西播高校
　バスケットボール夏季大会� Aリーグ昇格

〈女子バドミントン部〉
◦�令和３年度兵庫県高等学校総合体育大会
　バドミントン競技　団体戦� ３回戦進出

〈剣道部〉
◦�第69回兵庫県高等学校剣道大会
　女子団体試合� ３回戦進出
　　澁谷　慧香（３－１）�澁谷　祥香（３－１）
　　藤原　彩名（３－２）�北條　愛己（２－３）
　　塚本　安美（２－３）�上田向菜夏（１－１）
　　治田　紗花（１－２）�阪本　真実（３－４）
　　中本　陽菜（２－３）�川手　彩乃（２－３）
　　野々村心華（１－２）
　女子個人試合
　　澁谷　慧香（３－１）� ２回戦進出
　　北條　愛己（２－３）� ３回戦進出
◦�第62回西播高等学校新人剣道大会
　女子団体試合� 第３位
　　北條　愛己（２－３）�塚本　安美（２－３）
　　上田向菜夏（１－１）�治田　紗花（１－２）
　　中本　陽菜（２－３）�川手　彩乃（２－３）
　　野々村心華（１－２）
　女子個人試合
　　上田向菜夏（１－１）� ベスト８
　　塚本　安美（２－３）� ２回戦進出
　　治田　紗花（１－２）� ２回戦進出

◦�第68回兵庫県高等学校新人剣道大会
　女子団体試合� ２回戦進出
　　北條　愛己（２－３）�塚本　安美（２－３）
　　上田向菜夏（１－１）�治田　紗花（１－２）
　　中本　陽菜（２－３）�川手　彩乃（２－３）
　　野々村心華（１－２）
　女子個人試合
　　上田向菜夏（１－１）� １回戦敗退
◦�第67回三樂錬成剣道大会
　女子団体試合� 第３位
　　北條　愛己（２－３）�塚本　安美（２－３）
　　上田向菜夏（１－１）�治田　紗花（１－２）
　　中本　陽菜（２－３）�川手　彩乃（２－３）
　　野々村心華（１－２）
　優秀選手賞　上田向菜夏（１－１）
　女子個人試合
　　上田向菜夏（１－１）�２・３段の部　ベスト８

文化部
〈書道部〉
◦�第41回近畿高等学校総合文化祭
　滋賀大会書道部門出品・参加　奨励賞
� 正木　���茜（３－４）�

母
校
だ
よ
り
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　　人事異動 ◆ 転出 ありがとうございました。転任地でのご活躍をお祈りいたします。

氏名 教科 異動先 職名
兼本　　隆 退職 校長
高見　宏樹 県大附属 教頭
山根　直子 退職 事務長
杉野　智也 地歴公民 姫路別所（教頭） 主幹教諭
井又　知子 音楽 姫路特別支援 教諭

学校生活①

教育のＩＣＴ化

コロナ禍の中での学校生活

氏名 教科 異動先 職名
福島　　香 情報 姫路西 教諭
立谷　勇仁 地歴公民 市姫路 教諭
藤本　祐作 理科 明石北 教諭
井口　大輔 国語 姫路西 教諭
桑原　清純 数学 相生産業 教諭（再任用）

令和３年度

部活動激励会
４月21日（水）午後、全校生徒による部活動激励会

が行われました。
県総体を直前に控えた各運動部の主将による熱い

決意表明に対して、全校生から温かい拍手が送られ
ました。

数日後に緊急事態宣言が発令され、各方面で様々
な制限を受けましたが、３年間の集大成を見せてくれ
ました。

本校においてもＩＣＴ環境の整備が進み、各教科の授業の風景も大きく様変わりしました。

保健体育科の授業公民科の授業 数学科の授業

オープンハイスクール
８月19日（木）、20日（金）に、中学校３年生を対象としたオープンハイ

スクールを開催しました。本校のオープンハイスクールは、司会進行か
ら学校紹介に至るまで、生徒が中心となって実施しております。校内の

巡回や移動は、キャンパスアテン
ダント（通称CA）と呼ばれる生徒
が案内し、その後本校の特色ある
授業を体験してもらいました。
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学校生活②

交流体育祭
昨年度は、新型コロナウイルスの影響によって、９

月に延期された交流体育祭は、雨天のため実施するこ
とができませんでしたが、今年度は６月10日（木）に無事
行うことができました。姫路特別支援学校本校・分教
室の不参加、無観客での実施、声援の禁止など、多く
の制限がある中での開催となりましたが、各クラス優勝
を目指して、全力で競技に臨んでいました。

今年度の交流体育祭は熱中症対策に加えて、感染症
対策にも取り組まなければならないという難しい状況下
での開催ではありましたが、大きな問題や事故もなく、
無事行事を終えることができました。また、独自の応
援グッズを制作するなど、限られた条件の中での創意
工夫を見ることができ、生徒たちの成長を実感するこ
とができました。
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交流文化祭
例年は９月に開催される姫路特別支援学校本校・分教室との交流文化祭で

すが、新型コロナウイルスの影響があったため、今年度は12月10日（金）に延
期して実施しました。

１年生は展示、２年生は舞台、３年生は模擬店の出店、そして文化部が日
頃の活動の成果をステージや展示などで発表しました。今年度は、２年ぶり
に保護者の方の出席も認められたということもあり、大盛況の一日となりま
した。
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前回号の編集後記において、「今年（2020年）はどんな１年
でしたか？」と問いかけをしました。その時は、2021年は、
新型コロナウイルスによる影響も落ち着き、コロナ禍前に近
い日常生活に戻っているであろうと思っていました。結果と
しては、その逆でむしろひどくなっていくばかりでした。学
校生活においても、臨時休校することはなかったものの、学

校行事の日程変更に振り回され、また、部活動においては会場の使用制限による大
会の中止や活動自体の制限も余儀なくされたことと思います。同窓会活動において
も、総会・理事会や新理事歓迎会等の定例行事の開催を今年も見送り、この「友城 
Vol .13」を発行することのみとしました。本来ならば、来る創立50周年に向けて
徐々に活動の幅を拡げていく時期ではありますが、水を差されている感じは否めま
せん。2022年こそは活発な活動ができることを期待したいと思います。

特に、ここ10年の間に学校を卒業された若い会員の皆さんの力が必要となってく
るものだと思います。事務局としても、少ないスタッフではありますが、積極的に
情報発信をしていきたいと思いますので、ご協力をいただきたいと思います。

事 務 局 だ よ りJ imuk yoku Dayo r i

編　集

後　記
Edi to r ' s no te

発行者◦兵庫県立姫路別所高等学校 友城会
発行日◦令和４（2022）年２月26日

氏　　名 卒回氏　　名 卒回 氏　　名 卒回 氏　　名 卒回 氏　　名 卒回
日下(福田)敦美 3回
大　西　秀　樹 3回
平方(福本)　照 4回
前田(藤本)香織 5回
佐々木　俊　治 5回
福　住　寛　介 6回
中川(岡本)絹子 6回
井　垣　敬　司 7回
瀬　川　久美子 7回
仲　井　英　美 8回
松本(坪内)友美 8回
依田(藤村)美保 9回
大　江　直　希 9回
桂　　　敦　司 10回
釘　本　さとみ 10回
大　山　弘　隆 11回
中　川　樹美子 11回

山　口　憲　章 12回
鳥　山　ともみ 12回
大　土　貴　史 13回
三　宅　律　子 13回
松　本　久　典 14回
林　田　圭　太 15回
橋　本　敬　子 15回
徳　井　啓　介 16回
北川(戎原)かおり 16回
西　本　幸　司 17回
古　正　みよ子 17回
金　澤　淳　子 18回
井上(池田)ひとみ 18回
清　水　真　輔 19回
苦　瓜　佳穂里 19回
角田(鳥山)リエ 20回
三　星　善　則 20回

内　海　和　彦 21回
藤田(河合)美佳 21回
三　木　麻理子 22回
山野(松島)和恵 22回
猪　熊　孝　夫 23回
大西(清水)めぐみ 23回
松　尾　嘉　人 24回
和　田　あかね 24回
西川(荒川)未来 25回
中　島　　　宏 25回
高　田　直　子 26回
冨　田　雄　一 26回
平　岡　　　玲 27回
亀谷(森井)美枝 27回
森　下　育　美 28回
藏　野　弘　志 28回
井上(服部)沙映 29回

塚　本　圭　一 29回
大　西　莉　紗 30回
川　島　優　太 30回
山本(三代)万里菜 31回
尾　島　翔　平 31回
池　田　　　樹 32回
井　上　理　惠 32回
岡　本　勝　寛 33回
瀨　川　直　美 33回
橋　口　翔　太 34回
髙　島　美　希 34回
平　松　悠　隆 35回
三　木　美乃理 35回
多　田　健　二 36回
西中村　　　唯 36回
伊　東　佑　太 37回
髙　田　美　帆 37回

村　田　明　代 38回
清　水　一　孝 38回
川　上　睦　実 39回
桂　　　舜　典 39回
塩　谷　佳　洋 40回
白　石　彩　乃 40回
小　泉　茉里奈 41回
藤　原　里　菜 41回
南　　　創　太 42回
田　中　里　沙 42回
堀　江　明　良 43回
松　本　楓　夏 43回
河　野　泰　山 44回
福　永　　　薫 44回
木　森　太　一 45回
吉　積　明　星 45回

代 表 理 事

　友城会では、同窓会開催の為の「問い合わせ」
をはじめ、会報「友城」に掲載して欲しい様々な
情報（卒業生のお店、同窓会案内、サークル募集、
質問疑問……）など幅広く募集しています。なお、
全てのお問い合わせは、下記（欄外）までお尋
ね下さい。その際には、卒業回生（○回生）、住所、
氏名（旧姓）、連絡先を添えて下さい。友城会世
話役が折り返しお返事致します。

友城会伝言板

友城 vol.13

Hyogo Prefectural Himeji Bessho Senior High School

友城 vol.13

兵庫県立姫路別所高等学校同窓会

　友城会では、５年に１度会員名簿を発行しております。2019年に発刊いたしました。１回生～
42回生までの正会員と、平成30年３月まで母校に在任されていた職員（客員）までの住所・氏名・
連絡先（任意）・勤務先及び在学校名（任意）とを掲載しております。母校の50周年に向けた活動
につなげていきたいと思います。
　ご希望の方は、小野高速印刷までご連絡下さい。申込みの際は、本人確認をさせていただく
場合がございます。１部……¥4,000－

小野高速印刷㈱同窓会支援事業部　〒670-0933　兵庫県姫路市平野町62
TEL 079-281-8837　FAX 079-281-8839　E-mail:meibo@dousou.infoお問い合わせ先

  友城会会員名簿のご案内

見 本


