
今年度・来年度の幹事年と代表委員一覧

５年に一度の幹事年制も今年で一巡り！会いたい先生，同級生，先輩・後輩と集まりませんか？

今年度（2008年）と次年度（2009年）に幹事年となる卒期の代表委員の皆さんは次の通りです。

各学年やクラブ内など，お互いに声を掛けあい，総会・懇親会にご参加ください！

（不明者となっている方の所在をご存知の方は，是非，声掛けをお願いします。）

（★は理事。★印のない期は理事不明。）　　

卒期卒年 今年度（2008年度）幹事年の代表委員（旧姓表示）（ ）は卒業時のクラス　▲は不明者

１回

昭和 58

田坂 (1)・★田坂 (1)・山口 (2)・辻田 (2)・磯部 (3)・大嶋 (3)・▲平田 (3)・▲浅尾 (4)・山村 (4)・▲阿部 (5)・★林 (5)・

▲早沢 (5)・★澤田 (6)・中倉 (6)

６回

昭和 63

梶山 (1)・▲小埜 (1)・▲武内 (2)・▲安武 (2)・早川 (3)・脇田 (4)・▲弓場 (4)・清水 (5)・▲木川 (5)・▲吉田 (6)・▲峯松

(6)･ 植永 (7)･▲迫 (7)・▲谷口 (8)・角振 (8)・▲赤松 (9)・▲小出 (9)・▲濱崎 (10)・▲田坂 (10)

11 回

平成５

▲富山 (1)・萩原 (1)・▲前田 (2)・湯川 (2)・平野 (3)・▲黒木 (3)・河崎 (4)▲・岩本 (4)・今田 (5)・安藤 (5)・小谷 (6)・

中村 (6)・▲山田 (7)・石川 (7)・三上 (8)・村戸 (8)・山田 (9)・▲下紺 (9)・大宮 (10)・平野 (10)・木原 (11)・圓道 (11)

16 回

平成 10

熊丸 (1)・黒木 (1)・山下 (2)・▲河田 (2)・久保田 (3)・▲林 (3)・佐々木 (4)・吉田 (4)・山田 (5)・若林 (5)・天野 (6)・福

本 (6)・麻生 (7)・▲内野 (7)・黒川 (8)・▲長生 (8)・桂 (9)・桐原 (9)・梶本 (10)・篠原 (10)

21 回

平成 15

★田谷 (1)・橋本 (1)・前田 (2)・大久保 (2)・田邊 (3)・中村 (3)・北崎 (4)・武澤 (4)・赤野 (5)・山本 (5)・石本 (6)・★登

田 (6)・鍵本 (7)・▲中島 (7)・久保 (8)・力山 (8)

26 回

平成 20

飯島 (1)・池内 (1)・濱田 (2)・★川田 (2)・平岡 (3)・三宅 (3)・岡本 (4)・木村 (4)・杉川 (4)・★菅 (5)・濱本 (5)・山村

(5)・池田 (6)・奥本 (6)・真田 (6)・谷口 (7)・平野 (7)・原 (7)

卒回卒年 次年度（20 09 年度）幹事年の代表委員（旧姓表示）（ ）は卒業時のクラス　▲は不明者

２期

昭和 59

▲河原 (1)・押目 (1)・▲中塩 (2)・丸本 (2)・▲平岩 (3)・阪田 (3)・▲丸山 (4)・藤井 (5)・内山 (6)・▲向久保 (6)

７期

平成元

木下 (1)・▲柚中 (1)・★▲井上 (2)・梶谷 (2)・▲三宅 (3)・中村 (3)・三宅 (4)・▲山崎 (4)・市川 (5)・▲原田 (5)・井上 (6)・

▲川本 (6)・▲上田 (7)・荒谷 (7)・義満 (8)・久保田 (8)・中島 (9)・山縣 (9)・大下 (10)・川本 (10)

12期

平成６

黒瀬 (1)・松下 (1)・▲中垣内 (2)・浜崎 (2)・▲岸田 (3)・細川 (3)・金川 (4)・▲戸原 (4)・片山 (5)・厚井 (5)・▲西 (6)・今

井 (6)・▲輿 (7)・新居 (7)・▲福田 (8)・▲村岡 (8)・中村 (9)・▲森元 (9)・伊中(10)・▲石田 (10)・岡部 (11)・三河内 (11)

17期

平成 11

徳満 (1)・▲西岡 (1)・大下 (2)・▲福山 (2)・明地 (3)・福田 (3)・中坪 (4)・河井 (5)・富永 (5)・井上 (6)・▲大西 (6)・近藤

(7)・前岡 (7)・岡本 (8)・▲山口 (8)・井原 (9)・亀岡 (9)

22期

平成 16

松本 (1)・増田 (1)・永田 (2)・細井 (2)・矢迫 (3)・坂本 (3)・曽我部 (4)・東 (4)・清水池 (5)・鎌田 (5)・亀田 (6)・太尾下 (6)・

福重 (7)・宮木 (7)・楾 (8)・久浦 (8)

　平成19 年度の進学・就職状況（H20 年４月 30 日現在）です。

進学合計287 名（入試合格者数），就職16 名です。いずれも

現役生のみの実績です。

名前（教科等） 転出先 名前（教科等） 転入元

岩本　光彦　（校長） 尾道東 中土　基　　（校長） 賀茂

加藤　博司　（教頭） 辞職 深井　誠　　（教頭） 広島皆実

渡邊　太郎　（国語） 安芸南 佐藤　さゆり（国語） 安西

黒田　栄治　（地歴公民） 退職 木村　信雄　（地歴公民） 広島皆実

山根　一彦　（数学） 退職 吉井　和三　（数学） 井口

難波　至聖　（数学） 呉三津田 瀬戸谷　浩　（数学） 賀茂

桑田　穣　　（数学） 辞職 石井　巌　　（理科） 広島観音

藤田　宏　　（理科） 千代田 金子　加代　（英語） 吉田

森　　一　　（英語） 高橋　立美（理科実習） 廿日市

井上信一　（理科実習） 賀茂 林　晴子　　（養護） 黒瀬特支

益田　良子（　養護） 退職 友石幸子（総括事務主任） 広島特支

上岡慎二（総括事務主任） 広島工業 土井　功（短・再任用） 広島観音

森　一　（短・再任用） 安芸府中

《 母 校 だ よ り 》

今年度の教職員離退任情報母校の現在⋯進学・就職状況

国立大学

（６）

広島大学(4),山口大学

(1),高知大学(1)

県内外私立

短大（１９）

比治山(6),広島文化(6),

安田(3)他

公立大学

（９）

広島市立(2),宮崎公立

(2),広島県立(1)他

外国系大学

（６）

ディザンカレッジ(1)

他

国公立短大

（１）
新見公立短大(1)

看護医療系

専門（６）

呉共済病院看護(1),広

島医師会看護(1)他

県内私立大学

（１８６）

広島国際(46),広島経済

(33),修道(29)他

他専門学校

（２４）

広島外国語専門(5),広

島美容専門(4)他

県外私立大学

（２７）

京都外国語(4),近畿(3),

岡山理科(2)他

就　職

（１６）

㈱マツダ(2),広島県警

察(1),広島市消防(1)他


