
(敬称略)

相　澤　康　子 青　木　良　子 青　柳　圭　二 青　山　信　子

秋　葉　正　樹 秋　葉　芳　見 秋　山　浩　一 安孫子　　　功

阿　部　昭　雄 阿　部　明　子 阿　部　清　英 阿　部　研　一

阿　部　宏　慈 阿　部　典　子 阿　部　浩　子 安　部　通　子

阿　部　康　子 阿　部　有　子 安　部　幸　子 阿　部　　　豊

新　井　　　勝 新　井　猛　浩 荒　木　和　男 荒　木　隆　幸

有　江　頼　子 安　藤　むつみ

飯　塚　　　博 五十嵐　弘　三 五十嵐　英　治 五十嵐　信　男

五十嵐　ヨシノ 池　田　久　美 池　野　尚　美 石　井　　　実

石　井　由　起 石　川　　　培 石　村　　　均 石　屋　光　弘

石　山　秋　子 伊　勢　孝　之 伊　藤　絵里菜 伊　東　克　也

伊　藤　清　郎 伊　藤　　　清 伊　藤　功　俊 伊　藤　健　雄

伊　藤　文　恵 伊　藤　裕　子 井　上　勝　見 井　上　喜代子

今　村　哲　史 岩　井　淳　哉

ウ
梅　津　裕　子 浦　山　健　一 宇留野　勝　久 賣　間　秀　男

海　野　徳五郎

エ
江　口　芳　明 海老名　陽　一 江　間　史　明 榎　森　伊兵衛

遠　田　健　一 遠　藤　歌　織

大　石　　　弘 大　石　悠　佳 大　内　治　子 大　江　弘　子

大　熊　　　初 大　澤　寛　治 太　田　淳　子 太　田　紀　子

太　田　麻　水 大　瀧　　　保 大　友　正　司 大　友　幸　子

大　友　律　子 大　沼　一　男 大　野　洋　子 大　橋　靖　彦

大　場　惠　子 大　場　久　子 大　場　征　子 大　場　睦　子

大　場　吉　博 大　森　　　桂 大　類　千　尋 小笠原　美喜子

岡　田　紘　子 岡　部　ト　シ 小　川　浩　道 小　川　雅　子

奥　山　淳　一 奥　山　利　弘 小　國　　　隆 押　切　サダ子

小　田　隆　治 小田島　正　明 小　野　明　子 小　野　　　彪

小　野　利　弘 小　野　博　史 小　野　留美子 小野崎　通　男

角　野　ひろ子 鹿児島　洋　子 笠　原　　　茂 片　桐　類　子

勝　見　英一朗 加　藤　明　美 加　藤　善　一 加　藤　忠太郎

加　藤　トシエ 加　藤　芳　秀 金　内　甲　司 金　子　　　淳

金　子　弘　子 金　山　　　等 鹿　野　　　智 鎌　田　育　子

亀　井　榮　子 河　合　康　則 河　内　三千子 川　原　誉　史

菅　野　　　明 菅　野　志　保
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(敬称略)

キ 菊　地　　　朗 菊　地　國　子 菊　地　と　く 北　野　通　世

木　村　康　二 木　村　重　子 木　村　周　大 木　村　隼　人

草　刈　道　子 草　間　智　弘 工　藤　公　紀 国　井　道　子

久保田　静　江 熊　谷　　　幸 栗　山　正　雄 黒　田　由　美

黒　沼　　　毅

小　泉　幸　子 香　坂　昌　志 河　野　芳　春 小　関　かおり

小　関　文　典 後　藤　慶　一 後　藤　重　勝 小　沼　健　明

小　林　昭　子 小　林　清　人 小　林　宏一郎 小　林　知可志

小　林　美智子 小　松　紀　一 小　柳　育　子 小　山　清　人

小　山　和　佳 今　田　美　幸 今　野　悦　子 今　野　　　誠

齋　藤　けい子 齋　藤　艶　子 齋　藤　秀　昭 齋　藤　雅　志

齋　藤　　　学 齋　藤　　　光 齊　藤　　　都 齋　藤　裕　二

酒　井　順　一 酒　井　真理子 坂　川　好　則 坂　野　洋　子

坂　本　澄　子 坂　本　　　登 酒　寄　康　典 佐　川　　　馨

櫻　井　順　一 櫻　井　雅　子 桜　井　善　彦 桜　本　　　彰

笹　　　浩　行 佐々木　俊　和 佐々木　文　子 佐々木　正　彦

笹　原　浩　次 笹　原　晋　一 笹　渕　寿美子 佐　竹　トミエ

佐　藤　昭　子 佐　藤　敦　子 佐　藤　恵　音 佐　藤　郁　子

佐　藤　克　文 佐　藤　　　尚 佐　藤　匠　悟 佐　藤　　　信

佐　藤　慎　也 佐　藤　トシ子 佐　藤　直　美 佐　藤　典　子

佐　藤　博　之 佐　藤　文　昭 佐　藤　実華子 佐　藤　美　咲

佐　藤　亮　一 佐　藤　八重吉 佐　藤　裕　子 佐　藤　　　怜

猿　橋　恵美子

シ 篠　原　岩　生 柴　崎　　　孝 柴　田　公　利 渋　谷　滋　己

渋　谷　光　夫 渋　谷　亮　太 七五三　真理子 庄　子　一　子

庄　司　秀　夫 庄　司　美砂子 城　守　博　子 神　保　桂　子

神　保　裕　子

須　賀　一　好 菅　原　佳　子 菅　原　俊　一 鈴　木　敦　子

鈴　木　郁　子 鈴　木　喜代弘 鈴　木　浩　次 鈴　木　　　聡

鈴　木　三　郎 鈴　木　　　茂 鈴　木　　　隆 鈴　木　　　隆

鈴　木　千代子 鈴　木　利　次 鈴　木　紘　子 鈴　木　正　利

鈴　木　眞　澄 鈴　木　萬里代 鈴　木　みどり 鈴　木　盛　雄

鈴　木　百合子 鈴　木　理枝子 諏訪部　　　清

セ 瀬　尾　和　哉 関　本　和　江

ソ 曽野部　昭　彦
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(敬称略)

髙　木　　　直 高　梨　明　恵 高　橋　　　淳 髙　橋　　　郁

髙　橋　映　子 高　橋　顕　一 髙　橋　静　子 髙　橋　信　弥

髙　橋　誠　也 高　橋　武　夫 髙　橋　敏　男 髙　橋　裕　子

高　橋　雅　弘 髙　橋　幹　彦 高　橋　　　靖 高　橋　幸　広

瀧　口　正　彦 滝　田　正　子 瀧　浪　　　敦 田　口　典　子

田　口　由美子 竹　田　朱　利 武　田　純　成 武　田　　　剛

武　田　正　司 竹　田　　　靖 伊　達　華　子 田　所　昭　裕

田　中　圭　子 田　中　　　弘 谷　澤　良　子 田　村　汐　奈

丹　　　政　樹

チ 千　田　満　彦 千　葉　弘　子 長　南　惇　希 長　南　敦　也

ツ 塚　原　恭　子 塚　本　晃　子

テ 出　口 　 　毅 寺久保　尚　哉 寺　師　弘　子

ト 東海林　節　子 東海林　芙美子 藤　條　智　了 富　樫　貞　子

富　樫　良　秋 戸　津　智　子 豊　田　東　雄 豊　野　マ　サ

長　井　健　二 長　岡　邦　夫 中　川　邦　子 中　川　知　夫

長　倉　睦　子 永　澤　恵　生 中　西　達　也 中　沼　和　夫

中　沼　昌　子 中　畑　　　淳 中　村　　　篤 中　村　勇　雄

中　村　恵　子 中　村　忠　光 中　山　郁　子 那　須　稔　雄

鍋　谷　真　吾 成　澤　多　子 成　田　　　章 名　和　　　收

縄　野　純　子 難　波　　　恵

ニ
新　野　　　明 西　塚　かずみ 西　野　孝　敏 西　村　　　學

仁　藤　ミエ子

ノ
野　口　信　子

羽　川　　　武 羽　川　涼　子 荻　原　晶　子 橋　本　葉　司

長谷川　　　勉 原　　　柚　子 早　坂　和　重

ヒ 樋　口　芳　英 日　野　美津子 平　田　恵美子 平　田　　　裕

平　山　他人男 廣　瀬　純　二

深　尾　　　彰 深　瀬　明　子 福　岡　俊　一 福　岡　牧　子

藤　田　茂　文 冨士田　ひとみ 藤　野　祐　一 藤　本　英　男

藤　谷　秀　一 藤　原　　　澄 布　施　一　明 船　越　　　誠

船　山　孝　子 降　旗　　　孝 古　川　孝　志

ヘ
別　部　祥　子

宝　沢　幹　子 星　　　寿　次 保　科　公　子 保　科　道　子

細　梅　美智子 細　谷　カホル 堀　川　茂　進 堀　米　弘　子

本　間　由香里

タ

ナ
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(敬称略)

前　田　　　淳 前　田　智恵子 眞　木　悦　子 真　木　吉　雄

増　井　裕　之 増　尾　公三郎 増　川　のぶ子 松　浦　庄　一

松　﨑　　　学 松　澤　俊　子 松　田　香代子 松　村　潤　子

松　山　妙　子 丸　子　玲　子

ミ
三　浦　喜　一 水　島　　　章 水　野　美枝子 三　塚　尚　可

三　塚　典　子 皆　川　善　典 三　宅　貴　紀 三　宅　美知子

宮　腰　信　二 宮　崎　圭　子 宮　崎　　　敏 宮　下　　　洋

宮　脇　浩　子

ム 村　形　　　緑 村　山　由美子

メ 目　黒　啓　子

モ 毛　利　健　治 毛　利　幸　子 望　月　弓　子 元　木　敦　子

元　木　耕　輔 元　木　正　史

八　木　　　遙 矢　口　　　清 安　田　弘　法 矢　野　尚　規

矢　野　雅　史 矢　野　紗瑛子 山　内　正　俊 山　口　歌　子

山　口　由美子 山　岸　英　勝 八　巻　淑　子 山　崎　秀　樹

山　田　博　志 八本木　孝　子

ユ 結　城　章　夫 結　城　榮　治 結　城　孝　一 結　城　敏　夫

ヨ 横　澤　洋　子 吉　川　達　也

若　木　　　睦 和　田　直　人 渡　邉　有　咲 渡　辺　修　身

渡　辺　清　子 渡　辺　誠　一 渡　辺　節　子 渡　邊　裕　美

渡　部　二　雄 渡　辺　三枝子 渡　部　祐　子 渡　辺　洋　子

ワ

ヤ

マ
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(敬称略)

山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会

山形大学地域教育文化学部後援会

 平田牧場グループ　 会長 新　田　嘉　一

山形大学地域教育文化学部学友会

株式会社　山形新聞社 代表取締役 寒河江　浩　二

山形放送　株式会社 代表取締役社長 本　間　和　夫

山形パナソニック　株式会社

株式会社　丸十大屋 代表取締役社長 佐　藤　知　彰

株式会社　メコム 代表取締役 安　部　弘　行

山形トヨタ自動車　株式会社

株式会社　アスク

株式会社　三和

遠藤商事　株式会社

株式会社　タカハタ電子 代表取締役 安　房　　　殻

株式会社　千歳建設

株式会社　富岡本店 代表取締役　　　富　岡　善一郎

山形大学地域教育文化学部同窓会

株式会社　辻楽器店 代表取締役 逵　　　真　行

株式会社　リバティ楽器

日本地下水開発　株式会社

ヤマリョー　株式会社

山形大学文化ホール（仮称）寄附者御芳名
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(敬称略)

山形大学附属中学校蒼穹学年保護者一同

株式会社　エクセルソフト

国井クリニック

医療法人 さとう歯科クリニック 理事長 佐　藤　　　元

山形大学附属幼稚園ＰＴＡ

ジブラルタ生命保険　株式会社

有限会社　浜なす 代表取締役　　　神　戸　　　哲

なお、公開を希望されていない方々につきましては、掲載をしておりません。

万が一、お名前が漏れている場合につきましては、誠に恐縮ではございますが、

地域教育文化学部事務室総務担当までご連絡願います。

〒990-8560

山形市小白川町一丁目4-12

電話：023-628-4304

FAX ：023-628-4313

E-MAIL：kyosoumu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
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