
高等学校助成　一　覧　表

助成年度 校数 学　　　校　　　名 申請者

平成4年度 5校 北海道小樽潮陵高等学校 前川　　洋

福岡県立嘉穂東高等学校 廣田　進一

東京都立両国高等学校 小林　好生

埼玉県立浦和西高等学校 坂田　惠一

山口県立西市高等学校 中村　彰利

平成5年度 3校 大阪府立高石高等学校 加賀　友子

大阪教育大学附属高等学校池田校舎 中井　一郎

久留米信愛女学院高等学校 橋田　沙弓

平成6年度 3校 三重県立上野高等学校 林　　芳生

佐賀県立鳥梄高等学校 上赤　真澄

東京都立三鷹高等学校 鍋田　修身

平成7年度 ～阪神大震災からの復興を祈念して16校　光学顕微鏡贈呈～

16校 兵庫県立宝塚高等学校 　5台 谷本　卓弥

兵庫県立芦屋高等学校 15台 本田　善一

兵庫県立夢野台高等学校 12台 織田　正博

兵庫県立兵庫高等学校 5台 中西　敏昭

兵庫県立湊川高等学校 7台 大内　章生

兵庫県立明石南高等学校 5台 上野　　均

尼崎市立尼崎高等学校 26台 清水　　洋

神戸市立神港高等学校 7台 小薮　　敏

神戸市盲学校 2台 楢原　　纏

関西学院高等部 9台 佐山　　卓

甲子園学院高等学校 1台 山下　良夫

報徳学園高等学校 24台 堀口　太積

神戸学院女子高等学校 1台 石井　清司

育英高等学校 13台 日下　　篤

神戸野田高等学校 4台 前田　修一

須磨ノ浦女子高等学校 50台 小口　陽宣

平成8年度 3校 埼玉県立板戸高等学校 原　　由泰

沖縄県立伊良部高等学校 洲鎌　栄徳

北海道石狩高等学校 新井　博仁
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助成年度 校数 学　　　校　　　名 申請者

平成9年度 3校 東京都立国分寺高等学校 中藤　成実

大阪府立桃谷高等学校 岡本　恒美

宮城県立水産高等学校 三品　裕昭

平成10年度 3校 明治大学附属明治高等学校 飯渕　興喜

宮城県立泉高等学校 長嶺　秀久

静岡県立長泉高等学校 小林　設郎

平成11年度 3校 東京都立調布南高等学校 森下　忠志

富山県立上市高等学校 佐藤　　卓

福岡県立三井高等学校 廣田　進一

平成12年度 3校 宮城県立宮城広瀬高等学校 佐々木　洋

東京都立鷺宮高等学校 佐藤　良徳

私立女子学院高等学校 渡辺　選子

平成13年度 3校 大阪府立島本高等学校 安井　博司

埼玉県立大宮中央高等学校 小林　裕光

沖縄県立開邦高等学校 杉尾　幸司

平成14年度 2校 埼玉県立川越女子高等学校 山下　　登

小松市立高等学校 金山　　晃

平成15年度 2校 大阪府立生野高等聾学校 森本　壽香

千葉県立船橋高等学校 石井　規雄

平成16年度 2校 敬愛大学八日市場高等学校 八木　幸市

大阪府立山本高等学校 川崎　智郎

平成17年度 2校 川口市立県陽高等学校 平岩　真一

兵庫県立兵庫高等学校 大西　恵子

平成18年度 2校 東京都立町田高等学校 森下　忠志

青森県立三本木農業高等学校 木村　　亨

平成19年度 2校 新潟県立新津高等学校 田村　一利

千葉県立国府台高等学校 関野　高泰

平成20年度 2校 東京都立西高等学校 渡邊　正治

福岡県立伝習館高等学校 廣田　進一
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平成21年度 該当校無し

平成22年度 2校 中央学院高等学校 今井　紀博

愛媛大学附属高等学校 松本　浩司

平成23年度 2校 埼玉県立不動岡高等学校 平田　孝昭

香川県立高松商業高等学校 丸岡　規子

平成24年度 3校 北海道標茶高等学校 吉沼　利晃

都立国分寺高等学校 市石　　博

関西学院高等部 冨永　浩史

平成25年度 2校 静岡県立掛川西高等学校　 松下 保男

東京都立八王子東高等学校 森下 忠志

平成26年度 2校 千葉県立市原八幡高等学校 松田美和子

大阪府立千里高等学校 松本　年弘

平成27年度 A ： 1校 上海日本人学校高等部 鎌田　卓哉

B :  2校 福岡県立糸島農業高等学校 近藤　雅典

熊本県立高森高等学校 鍬田　リサ

C :  2校 東京都立国分寺高等学校 長尾　嘉崇

東京都立淵江高等学校 白石　直樹

平成28年度 A ： 1校 福岡県立福岡高等学校 跡部　弘美

B ： 5校 福岡県立朝倉高等学校 木崎原祥文

愛知県立大府高等学校 水野　高志

聖ドミニコ学園中学高等学校 中川　優子

長野県伊那北高等学校 大石　英一

福岡県立門司学園高等学校 舩津　由樹

C ： 1校 宮城県仙台第三高等学校 中野　　剛

平成29年度 A：① 2校 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 山本　剛

香川県立小豆島中央高等学校 須藤大智

A：② 1校 兵庫県立東灘高等学校 松本誠司

B ： 4校 三重県立松阪商業高等学校 小川隆之

北海道標津高等学校 髙田将寛

大阪府立島本高等学校 札木　理

兵庫県立西宮今津高等学校 神野直子

A：備品　B：古い生徒用顕微鏡買換え　C：課外活動に必要な交通費等

A：備品　B：古い生徒用顕微鏡買換え　C：課外活動に必要な交通費等

A：①備品　②課外活動に必要な交通費等　B：古い生徒用顕微鏡買換え
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平成30年度 A：① 1校 福岡県立伝習館高等学校 木庭慎治

A：② 0校 該当校無し

B ： 5校 沖縄県立八重山高等学校 山﨑仁也

奈良県立十津川高等学校 下村陽信

青森県立木造高等学校深浦校舎 佐々木昌生

秋田県立秋田高等学校 遠藤金吾

三重県立名張青峰高等学校 津田真希子

A：①備品　②課外活動に必要な交通費等　B：古い生徒用顕微鏡買換え
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