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ごあいさつ
友城会会員の皆様におかれまして

は、益 ご々健勝で、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。

過去２年発刊された「友城Vol.12・
Vol.13」を読み返してもコロナの文字
が多く見受けられます。発生から３年
経ても、いまだ収まる気配がなく、多
くの感染者がでています。しかし、ワ

クチンの接種状況や症状の研究が進み、現在は社会活動・
経済活動が徐々に再開しております。学校生活を送られてい
る学生の皆さん、また、社会で活躍されている卒業生の皆様
におかれましても、今ほど平凡な日常生活を送れることの大
切さや喜びを感じたことはなかったのではないでしょうか。各
学年や学級の同窓会が開催されるとの情報も耳にするように
なりました。友城会としても同窓会開催に対して補助をさせて
頂きますので同窓会支援事業部までお問い合わせ下さい。

昨年、１年間を振り返ると、世間ではサッカーワールドカッ
プで日本が決勝進出した以外では、あまり、良い出来事は無

かったように記憶します。収まらないコロナ、ロシアによるウ
クライナ侵攻、円安等による物価高騰など。しかし、このよ
うな状況でこそ、将来に夢を描くことは重要で、その夢に向
かい行動することが生きる希望となります。長引く戦争により
国が荒廃するウクライナのゼレンスキー大統領は、「2030年
日本の次の万博誘致を我が国に」と報道されました。様 な々
考えがあるかとは思いますが、希望を無くした国民に将来の
国の復興に希望を与える構想かと思います。また、世界は賛
同し夢が現実化するでしょう。私たちも夢と希望を持ち続け、
有意義な人生にしていければと思います。

さて、わが母校の将来はどうでしょうか。数年前から少子
化による高等学校の統廃合が兵庫県全体で計画され、行わ
れようとしています。姫路別所高校は存続の可能性をのこし
て第一回の統廃合計画をクリアしました。１年半後の令和６
年には創立50周年を迎えようとしています。私たち友城会会
員も、卒業生として誇りと希望を持ち50周年を祝うとともに、
会員間の親睦を深めていければと思います。

最後に、友城会会員の皆様のご健勝ご多幸とご活躍を祈
念するとともに、会員相互間の益々の親交を願い、ご挨拶に
代えさせて頂きます。

友城会会長
井上　太良
（３回生）

挨拶日本一の高校・遅刻ゼロの高校を目指して
友城会会員の皆様には、ますますご

清祥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。

昨年度に引き続きコロナの影響が
若干残っておりますが、４月以降

「Live for now. Hope for tomorrow. We keep on trying.－
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、更に落ち着いて学校生活を送っ
てくれています。
「アップデート2022」と題して、次のような改定を行い

ました。
０ 安全安心で快適な学習環境を整えます
 （１）  緊急通報システム等の構築：教室棟各階に職員

室直通の専用電話を設置
 （２）教室棟トイレの洋式化（2023年度に完成）
１ TPO、マナーを意識した社会性を育みます
 （１）  スマホの使用許可：昼休みのホームルーム、食

堂とその周辺、８：30までのホームルーム、交
流体育祭・交流文化祭での使用許可

 （２）  制服の移行期間の廃止：制服は、各自の体調等に
合わせて選択⇒夏服・冬服を自分で選択。入学式・
卒業式などの式典は正装（ネクタイ・ジャケット着用）

 （３）  カジュアルWEEK・カジュアルFRIDAY：自由
な服装（私服）での登校も可能な日を設定

２　交通事故防止に努めます
 （１）  教材の持ち帰り規定の見直し：重い荷物の軽減

部活動の制限は若干残っています。そんな中、剣道女子
の全国大会での活躍、書道の近畿大会出場、陸上競技の県
大会入賞、美術・写真の県大会出場、女子バスケットボー
ルの県大会出場・西播Ａリーグ昇格など、生徒諸君の活躍
が地域と学校を活気あるものにしてくれています。文化祭
はアクリエひめじで実施し、姫路特別支援学校との交流・
共同学習も元に戻りつつあります。
「心配から信頼へ」と指導方針を転換し、生徒・保護者・

職員間の信頼関係構築に向けて、我々の挨拶・言葉遣いな
ども見直しています。お近くにお越しの際は、是非母校を
お訪ねください。

創立50周年も２年後（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
改めて更に構築してまいります。友城会会員の皆様には、
記念事業へのご協力を含めて、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 8,621,766
入会金（45回生） 2,481,340
利息（みなと銀行） 65
雑収入 0

合　　計 11,103,171

収入の部
前年度繰越 8,396,231
入会金（46回生）＠17,000×120名 2,040,000
雑収入 1,000

合　　計 10,437,231

支出の部
会報発刊費 1,353,022
会議費 0
通信費 1,210
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 231,500
交際費 0 1,606,940
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

（2,706,940）
次年度繰越 8,396,231

合　　計 11,103,171

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 6,947,231

合　　計 10,437,231

2021年（令和３年）度　収支決算報告書（一般会計） 2022年（令和４年）度　予算案（一般会計）

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
利息（みなと銀行） 35
利息（定期貯金みなと銀行） 85

合　　計 9,342,124

収入の部
前年度繰越 9,342,124
名簿作成助成 600,000
周年事業助成 500,000
雑収入（利息等） 100

合　　計 10,442,224

支出の部
0

次年度繰越 9,342,124
合　　計 9,342,124

支出の部
0

次年度繰越 10,442,224
合　　計 10,442,224

特別会計 特別会計

現在、生徒会を中心に姫路別所高
校では様々なことに「挑戦」してい
ます。新しい挑戦として今年度から
６月の交流体育祭で３年生が中心と
なって応援合戦をしました。今まで
はクラス対抗でしたが初めて縦割り
のチームを作り、クラス･学年の枠
を超えて１年生から３年生までが協
力して実施することができ、例年と

はひと味違う体育祭を盛り上げることができました。11
月には３年ぶりに地域の方々とグラウンドゴルフをした
り、別所公民館で地域の方々と協力してコミュニティ食堂
を開いたりしています。12月の文化祭は初の２日間構成
で行われました。一日目に体育館で行なっていたダンスや

軽音楽部の演奏などをアクリエひめじに移動して行いまし
た。大きな舞台で今まで練習したものを披露できいつもと
は違う感覚を味わえました。さらに、毎週金曜日と指定
の週に｢カジュアルFRIDAY・カジュアルWEEK｣と名付
けられた私服登校の日を設けたり、体育祭や文化祭では
TPOに応じてスマホの使用を許可したりすることなどを
行なっています。これらは初めての試みでもあるので、誠
心誠意取り組んで成功させたいと思います。

末筆とはなりますが、今こうして私たちが本校での生
活を送れているのも、ひとえに今までの先輩方が積み重
ねてきて下さったもののおかげだと思っています。今後
とも私たちの高校生活へのご理解とご協力をよろしくお
願いします。

生徒会長
石井　沙季
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旧職員

中川　 守先生
（現　日ノ本学園）

随想リレー

生徒、先生に支えてもらった15年、感謝の15年
友城会の皆様方、益々のご健勝とご活躍心よりお喜び申し上げます。
さて、同窓会事務局から寄稿の依頼を受け承ったのはいいのですが、きのうのこと

も忘れがちなのに、むかしのことを振り返りながら文を進めることが果たして出来る
か、一抹の不安が残ります。はじめに記憶の曖昧さ間違いはご容赦ください。

小生は平成２年度から15年間姫路別所高校にお世話になりました。着任時の最上級
学年３年生は14回生でした。理系１クラス、文Ⅰ２クラス、文Ⅱ５クラス、文Ⅲ２ク
ラスの10学級編制でした。転勤いきなり３年生の担任を仰せつかったのにはビック
リしました。しかも周りの先生方が、「大変なクラスですが、頑張って下さい。」と
“えっ！” と思う辛口のエール。振り返れば毎日が緊張の連続で、大袈裟に言えば、
平穏無事で一日が終わることの有り難みを感じる日々だったように思います。「大変
な……」はその通りでしたが、幸いなことに “行きたくない病” も発症することなく
本務を完遂できたことは良かったと思っております。それはひとえに教員間の仲が良
く、お互いがしんどさを共有し、支え合う強固な関係ができていたことではないで
しょうか。和気藹々とした職員室の雰囲気は、今まで勤めたどこの学校よりも良かっ
た印象があります。ことあるごとに仲間内で集まり、語らい、盃を酌み交わしました。
ただ、仲が良かっただけではありません。「教育熱」を持った先生が多くいました。
生徒のことで学校のことで苦楽を共にした仲間が今も健在で各方面でご活躍されてい
ることは嬉しくまた誇りに思っています。新型コロナウイルスの感染が収まった折に
は、教え子も交えて旧交を温めたいものです。

最後になりましたが、とても人なつこい別所生のみなさん、お元気ですか？ 小生
は現在日ノ本学園高校に居ます。同級生でクラブ仲間を募って訪ねてきて下さい。ウ
エルカムです。思い出話に花を咲かせましょう。お待ちしています。そしていつまで
もお元気で! !
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卒業生からの近況報告
都出　祐太さん（30 回生）

私は高校卒業後、加古川市にある製鉄所に勤務し
今年で勤続15年目を迎えました。

製鉄所では鉄鉱石を還元反応させ、高温に溶け

た鉄を成分調整し様々な種類の鉄を作り出していま
す。そして冷却圧延した薄い鉄板や棒鋼と呼ばれる
鉄製品を製造しています。自動車や鉄骨構造物など
皆さんの生活の中にも数多く使われています。

この様な鉄製品を作るために製鉄所の中にはたく
さんの部門工場があり、多くの設備が稼働していま
す。設備を稼働させるために必要な電力・エネルギ
ーを安定且つ安全に作って各工場へ送電しているの
が私の業務内容です。私の職場である発電所は製鉄
所の中にあって火力発電で電気を作り、製鉄所中の
工場を自分たちの力で動かし続けています。

危険なことや大変な事もありますが、職場の仲間
達と楽しく毎日を過ごしています。これからも初心
を忘れず日々頑張っていきたいと思います。
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2024年（令和６年）に姫路別所高校は、創立50周年という大きな節目を迎えます。
近年は少子化の影響により、最大10クラスまであった学級数が現在は一学年で３クラスとなっています。とは言い

ましても、これまでの歴史を積み重ねてきた結果、現在の友城会の会員数は11,500人を超えました。これは、母校の
歴史を十分に実感できる数字となっています。

友城会としましては、創立50周年を祝するにあたり、会員名簿や記念会報誌の制作に加えて、学校側との協議を開
始し、創立50周年記念事業を執り行う準備を進めてまいります。

皆様で築かれたこの50年の歴史に関して、どのような想いを馳せられるでしょうか。「疎遠になっている昔懐かし
い友人への想い」、「在学中の学校生活についての思い出話」、「将来を担う後輩たちへ向けたメッセージ」、「ご自身の
近況」など、会員の皆様から、その想いをメッセージとして寄稿頂ければと思っています。

皆様からの寄稿をお待ちしております。寄稿の方法はこちら↓↓↓

新理事歓迎懇親会
46回生理事
１組 森

もりもと

元 智
さとし

史◎ 山
やまだ

田 良
らい

依

２組 安
あだち

達 海
かいう

雲 大
おおはし

橋 　優
ゆう

◎

45 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 木
きむら

村 洸
こうせい

晴 清
しみず

水 あかね

最終頁の小野高速印刷（株）同窓会支援事業部に郵送または、FAXにてお寄せください。その際には、卒業年度（○回生）、住所、
氏名（旧姓）、TELの記入をお忘れないようお願いいたします。また、お写真等も一緒にお送りいただけると幸いです。

◎は代表理事

お知らせ



学 校 生 活

母校だより

交流体育祭

６月９日、快晴のさわやかな天気の下、第48回交流体育祭が行
われました。

コロナウイルスの影響で制限のあった昨年までとは違い、３年ぶ
りのフル開催となりました。また今年は新たな挑戦として、各学年
と分教室を縦割りのチーム対抗戦としました。それに加え、応援合
戦など新たな競技も追加し、保護者の方々にもたくさんお越しいた
だきました。各チーム優勝を目指して全力で競技に臨み、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。テーマの通り、
一人ひとりが主役となり輝くことができた体育祭となりました。

修学旅行

11月８日～11日、みんな楽しみにしていた沖縄
修学旅行へ３泊４日で行ってきました。自分達で
文化体験を選択しさまざまな沖縄の文化に触れて
きました。ホテルでのバイキングではたくさんお
かわりもしました。そしてやはり、沖縄と言えば
海。マリン体験では海に飛び込みビショビショに
なりながらも笑顔が溢れていました。合言葉であ
る「感謝と笑顔」のもと、最高のご飯、最高の景色、
最高の思い出を最高の友達と。修学旅行を通して
学年の結束力はより一層深いものとなりました。

交流文化祭

12月８・９日、今年度は初の２日開催で交流文化祭が行われました。
１日目はアクリエひめじで、２日目は本校で実施されました。アク
リエひめじでの舞台、本校での展示・模擬店、そして野外ステージ
での有志など、大盛況の２日間となりました。
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令和４年度　部活動成績

大学 短大 専門学校 就職（公務員）
男 25 0 16 6
女 27 12 42 18

合計 52 12 58 24

◆大学（のべ） 男 女
神戸薬科大学 １
神戸学院大学 ３ ５
神戸女子大学 ２
神戸芸術工科大学 １
流通科学大学 ７
姫路獨協大学 ６ １
姫路大学 １ ２
兵庫大学 ２ ６
関西福祉大学 １ １
関西国際大学 ３ １
大手前大学 １
京都産業大学 ２
京都芸術大学 １
四天王寺大学 １
大阪経済大学 １
大阪芸術大学 ２
大阪商業大学 １

合　　　　計 25 27

◆就職（公務員含む） 男 女
山陽特殊製鋼　株式会社 １
有限会社　三晃商事　祥吉 １
株式会社　美旺 1
株式会社サカイ引越センター姫路支社 １
マルイ鍍金工業株式会社 １
医療法人仁寿会　石川病院 ２
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター ２
入江病院　（社会医療法人　松藤会） １
株式会社　手柄食品 １
社会福祉法人　三光志福祉会 ２
株式会社　城山コミュニケーションズ 1
株式会社つばめ急便　大阪本社 １
日鉄テックスエンジ　株式会社　広畑支店 1
株式会社　正徳 1
株式会社　ヤマダヤ １
株式会社　本村庵 1
つるや　株式会社 1
株式会社　夢クリーン １
医療法人社団　やすひろ歯科クリニック 1
兵庫県　小中学校事務職 １
自衛官（姫路駐屯地） 1

合　　　　計 ６ 18

 ◆専門学校 男 女
姫路医療センター附属看護学校 １
姫路赤十字看護専門学校 １
相生市看護専門学校 １
兵庫県立総合衛生学院 １
神戸総合医療専門学校 ２ １
姫路医療専門学校 ２
姫路歯科衛生専門学校 ２
はくほう会医療専門学校 １
兵庫徳誠会歯科衛生士学校 ２
大阪医専 １
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 １
大原保育スポーツ医療専門学校 ２
姫路情報システム専門学校 ２ ３
姫路情報ITクリエイター法律専門学校 １

◆短大（のべ） 男 女
兵庫大学 ６
神戸教育短期大学 １
神戸女子短期大学 １
姫路日ノ本短期大学 ２
武庫川女子大学 １
大手前短期大学 １

合　　　　計 12

日本調理製菓専門学校 ３
姫路福祉保育専門学校 １
日本工科大学校 １
姫路理容美容専門学校 １ ３
神戸電子専門学校 ２ ２
神戸YMCA学院専門学校 １
神戸動植物環境専門学校 １
駿台観光＆外語ビジネス専門学校 1
神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 ２
神戸ベルエベル美容専門学校 ２
神戸理容美容専門学校 ２
高津理容美容専門学校 １
大阪テーマパーク・ダンス専門学校 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
大阪デザイナー専門学校 １
大原保育スポーツ医療専門学校 １
大阪リゾート＆スポーツ専門学校 １
ECCアーティスト美容専門学校 ２
大阪ビューティーアート専門学校 １
大阪航空専門学校 １

合　　　　計 16 42

進 路 状 況 45回生（R４年３月卒業）
進路決定状況

運動部
〈サッカー部〉
◦		令和４年度	高円宮杯Ｕ－18サッカーリーグ2022
兵庫県西播リーグ

	 西播リーグ３部　１位（３部リーグ優勝）

〈陸上競技部〉
◦		第75回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会
	 男子110ｍＨ　準決勝進出
	 ２年３組　本間　涼司
◦		第74回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
	 ２年男子110ｍＪＨ　第７位
	 ２年３組　本間　涼司

〈バレーボール部〉
◦		第66回兵庫県高等学校体育大会
	 ２回戦進出

〈男子バスケットボール部〉
◦		令和４年度	兵庫県高等学校バスケットボール大会
	 ２回戦進出

〈女子バスケットボール部〉
◦		令和４年度	兵庫県高等学校バスケットボール大会
	 ３回戦進出
◦		U18　BASKETBALL	LEAGUE	HYOGO	2022　
西播・但馬リーグ

	 ７試合全勝（１部へ自動昇格）
◦		令和４年度	第44回西播高校バスケットボール夏季大会
	 ４試合全勝（Ｂリーグ昇格）
◦		令和４年度	全国高等学校バスケットボール選手権大会
兵庫県予選出場

◦		令和４年度	西播高校後期総合体育大会バスケットボールの部
	 Ａリーグ昇格
	 優秀選手　２年３組　西岡　奈桜

〈男子バドミントン部〉
◦		第75回姫路市民体育大会　バドミントン競技
	 男子ダブルス（１年の部）　第３位
	 １年１組　岡本　空翔　１年２組　小林　洪祐

〈剣道部〉
◦		第70回兵庫県高等学校剣道大会
	 女子団体試合　２回戦進出
	 北條　愛己　　塚本　安美　　上田　向菜夏
	 治田　紗花　　中本　陽菜　　川手　彩乃
	 野々村　心華
	 女子個人試合
	 ３年２組　北條　愛己　　４回戦進出
	 ３年２組　塚本　安美　　２回戦進出
	 ２年２組　上田　向菜夏　２回戦進出
◦		令和４年度　第93回玉竜旗高校剣道大会
	 （福岡市総合体育館　照葉積水ハウスアリーナ）
	 女子団体試合　２回戦進出
	 ２年２組　上田　向菜夏
	 （５人抜きを達成し敢闘賞を受賞）
◦		文部科学大臣賞争奪　第54回宮本武蔵顕彰高等
学校剣道大会（岡山県美作市）

	 女子団体試合　出場
◦		第69回三樂錬成剣道大会	
	 女子団体試合　第２位
	 男子団体試合	ベスト８
	 男子個人試合　二・三段の部　ベスト８
	 １年１組　浅野　瑞葵（優秀選手賞）
◦		第69回兵庫県高等学校新人剣道大会
	 女子団体試合　第10位
	 （コート決勝進出　県ベスト16）
	 上田　向菜夏　　治田　紗花　　野々村　心華
	 女子個人試合
	 ２年２組　治田　紗花　３回戦進出
	 男子個人試合
	 １年１組　浅野　瑞葵　出場

〈弓道部〉
◦		令和４年度　全国高等学校総合体育大会弓道競技大会
兵庫県予選

	 男子・女子団体競技出場

文化部
〈美術部〉
◦		播磨国総社主催「うちわデザインコンテスト」（神
戸新聞社後援）

　神戸新聞社賞	１年　田中　葵

〈写真部〉
◦		第30回春季写真コンテスト県大会
	 特別賞・努力賞「帰り道はブルー」
	 １年２組　松本　美柚
◦		第45回兵庫県高等学校総合文化祭秋季写真コン
テスト西播磨支部予選	

	 特選「今、この瞬間」		 ２年２組　北風　美音
	 佳作「とり残された１人」	 １年１組　井上　優香

〈放送部〉
◦		NHK杯全国高校放送コンテスト兵庫県大会地区予選
	 アナウンス部門　佳作
	 ３年２組　石本　光来唯　３年２組　加藤　咲彩
◦		兵庫県高等学校総合文化祭放送文化部門
　アナウンス小部門　佳作　１年２組　田爪　彩愛
　DJ小部門　佳作　「みんなの願いを叶え隊」
　テレビドラマ小部門　奨励賞「グローアパート」

〈書道部〉
◦		第42回近畿高等学校総合文化祭　和歌山大会書
道部門出品・参加

	 奨励賞　３年１組　山田　良依

〈ボランティア部〉
◦		「コミュニティ食堂きらら」でのボランティア活動
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昨年、公立校における高校再編の第１弾が発表されました。我が母校はリストからは外れましたが、第２弾
でもリストから外れないとは言い切れませんが、来る2024（令和６）年度の創立50周年を姫路別所高校で迎
えることは確定しました。新型コロナウイルス感染症の波も一喜一憂的な状況ですが、「With コロナ」が着実
に進んでいる感じがあります。学校・同窓会・PTAによる周年記念事業は創立30周年記念事業以来、20年振
りとなります。この時は、第１回生の先輩方が中心となって進めていただきました。あれから20年が経ちま
す。創立50周年記念事業に向けて、徐々に活動の幅を拡げていきます。本号にメッセージ募集の記事欄を設

けましたが、同窓会活動においても、これからは20歳代～30歳代の若い会員の方々の力が必要になってくると思っています。特に、
コロナ前まで開催していました「新理事歓迎懇親会」に参加していただいた
方の参画を期待しております。ご連絡をいただければ幸いです。事務局とし
ても、少ないスタッフではありますが、積極的に情報発信していきますので、
一緒に活動ができる方のご協力をお願いします。

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５（2023）年２月27日

氏　　名 卒回氏　　名 卒回 氏　　名 卒回 氏　　名 卒回 氏　　名 卒回

代 表 理 事

　　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
宮崎みゆき 数学 明石南高等学校 教諭
松谷千草子 国語 明石西高等学校 教諭
古谷　篤梓 数学 明石高等学校 教諭
山名　遥香 英語 夢前高等学校 教諭

氏名 教科 異動先 職名
渡会　雄士 保健体育 姫路南高等学校 教諭
鹿島　綾乃 保健体育 退職 臨時講師
岸　　朋美 姫路工業高等学校 校務員

令和４年度

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
森　元　智　史 46回
大　橋　　　優 46回
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　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－

友城会会員名簿のご案内

見 本

お問い合わせ先
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-mai l :meibo@dousou . in fo


